
主催：徳島県　 協力：徳島県邦楽協会  徳島文理大学　 助成：2019年度 文化庁文化芸術創造拠点形成事業

TOKUSHIMA SUMMER MUSIC FESTIVAL 2019
2019年（令和元年）7月6日［土］・7日［日］〈2日間〉入場無料
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［出演］ 徳島文理大学ウィンドオーケストラ
 徳島大学交響楽団
 徳島交響楽団
 柾田真輝 with 住友紀人スペシャルユニット
 とくしま夏の音楽祭 ・ オーケストラキャンプ参加者

●時間／13：30開場 14：00開演
　　　　［入場整理券必要］ 
●会場／徳島文理大学むらさきホール

クラシック演奏会

［出演］ あせび子ども邦楽教室
 沢井箏曲院
 吟詠道啓峰流阿波吟詠会  西條藍峰社中
 徳島県邦楽協会  長唄部門、民謡部門

●時間／13：30～15：30 ［入場整理券不要］
●会場／徳島県立文化の森総合公園 
 21世紀館イベントホール

邦楽演奏会

［出演］ Hiro Tatsumichi Jazz Ensemble

 石川美智子＆サウンドメイツ
 SEBE GROUP

 大崎弘一カルテット
 桝井正弘クインテット

●時間／16：00～19：10 ［入場整理券不要］
●会場／徳島県立文化の森総合公園 
  すだちくん森のシアター

ジャズライブ
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［会場案内図］

とくしま夏の音楽祭2019

 ［お問い合わせ先］ 徳島県県民環境部スポーツ・文化局県民文化課 
電話 ： 088-621-2552   ファクシミリ ： 088-621-2934
メール ： kenminbunkaka@pref.tokushima.jp

●開催日／令和元年7月7日（日） 13：30開場 14：00開演 ［入場整理券必要］ 
●会　場／徳島文理大学むらさきホール（徳島市山城町西浜傍示180）

クラシック演奏会 ご来場の案内

■会場アクセス
●JR徳島駅より徳島市営バス「南部循環線（左回り）」または、
　「山城町（ふれあい健康館）」行き乗車約１０分「文理大学前」下車。
●公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。
●周辺店舗への迷惑駐車は絶対にお止めください。

数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

■入場無料［入場整理券必要］   ■全席自由　
■事前入場整理券  申込締切／6月25日（火）必着

■申込方法
徳島県ホームページ、ファクシミリ、郵便はがきのいずれかでお申し込みください。
ファクシミリ、郵便はがきでお申し込みされる場合は、
①代表者氏名、郵便番号、住所、電話番号
②入場整理券希望者全員（代表者以外）の氏名を記入し、下記あてにお送りください。
※1組につき10名まで申込み可能です。

※ファクシミリの場合は、件名に「とくしま夏の音楽祭２０１９（クラシック演奏会）申込み」と記入ください。
※受付終了後、入場整理券を順次発送します。
※先着順に配布しますので、なくなり次第終了となります。予め、ご了承ください。
※別途、当日券もご用意しております（席数限定）。

●ホームページ  「とくしま夏の音楽祭2019」と検索、または、
 右のQRコードからアクセスしてください。

●郵便はがき 〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地
 県民文化課  とくしま夏の音楽祭2019（クラシック演奏会）係

●ファクシミリ 088-621-2934
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※曲目や出演者が変更になる場合があります。予めご了承ください。

■徳島文理大学ウィンドオーケストラ
［指 揮 者］   板東久美
［演奏曲目］ 
●ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト
●カンタベリー・コラール
●アラン・メンケン（カルヴィン・カスター編曲）
●ノートルダムの鐘
●フレディ・マーキュリー（ジョン・ベリー編曲）
●ボヘミアン・ラプソディ

■スペシャルセッション
［演 奏 者］ 柾田真輝（第10回徳島音楽コンクールグランプリ受賞者） with 住友紀人スペシャルユニット 
［演奏曲目］ 住友紀人／オーボエのための小品集 ”TIDES”
  （朝凪） （渦）

（引き潮） （満月）

指揮者  古莊恭啓音楽監督  住友紀人 コンサートマスター  真部  裕

■合同演奏
［演 奏 者］ とくしま夏の音楽祭 ・ オーケストラキャンプ参加者

 （県内アマチュア演奏者と中高大学生による編成）

［演奏曲目］ ●住友紀人／オリエント急行殺人事件より「大いなる旅」 
  ●スッペ／「軽騎兵」序曲
  ●ビゼー／「アルルの女」第2組曲より「ファランドール」
  ●エルガー／行進曲「威風堂々」作品39より第1番二長調
［音楽監督］ 住友紀人
［指 導 者］ 古莊恭啓　真部　裕　奥泉貴圭　赤池光治
  高桑英世　森枝繭子　庄司知史　服部孝也　冨士原あや

■徳島大学交響楽団
［指 揮 者］   中村颯己   高橋瞭太
［演奏曲目］ 
●ジェリー・ブルーベイカー(編曲)
●コンプリート・ハリー・ポッター
●フランツ・レハール／金と銀  
●甲田雅人
●モンスターハンター「英雄の証」

オーボエ奏者  柾田真輝

■徳島交響楽団  ［演奏曲目］ チャイコフスキー／交響曲第5番ホ短調作品64より第2楽章

指揮者  広田智之
 ©HIKARU☆

クラシック演奏会
●開催日／令和元年7月7日（日） 13：30開場 14：00開演 ［入場整理券必要］ 
●会　場／徳島文理大学むらさきホール（徳島市山城町西浜傍示180）

※詳細は裏面を
　ご覧ください。
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［出  演］

■子ども団体演奏 13：30～
●あせび子ども邦楽教室

■コンクール入賞者披露 14：00～
●沢井箏曲院  木下萌花
●吟詠道啓峰流阿波吟詠会  西條藍峰社中  西條藍峰、遠藤秀峰、佐伯星峰

■徳島県邦楽協会 長唄部門、民謡部門 14：30～

●開催日／令和元年7月6日（土） 13：30～15：30 ［入場無料］
●会　場／徳島県立文化の森総合公園 21世紀館 イベントホール

邦楽演奏会

（ Gt：ギター  Vo：ヴォーカル  B：ベース  Dr：ドラムス  Pf:ピアノ  Ts：テナーサックス  Tp：トランペット  Vn：ヴァイオリン ）

［出  演］

■Hiro Tatsumichi Jazz Ensemble 16：00～

Gt立道浩史   Vo山口マリ   B西渕祥光   Dr井上雅弘

■石川美智子＆サウンドメイツ 16：40～

Pf&Vo石川美智子   Vo山根公美子   Vo三谷和子   B川上大輔   Dr西平元気

■SEBE GROUP 17：20～

Pf瀬部妙子   Ts里村  稔   Tp横尾昌二郎   B吹田善仁   Dr久保龍延

■大崎弘一カルテット 18：00～

Dr大崎弘一   Vn猪子  恵   Pf後藤美穂   B森白三郎

■桝井正弘クインテット 18：40～

Dr桝井正弘   Tp田中洋一  Ts武井  努   Pf増田実裕   B神田芳朗

●開催日／令和元年7月6日（土） 16：00～19：10 ［入場無料］
●会　場／徳島県立文化の森総合公園 すだちくん森のシアター

ジャズライブ


