
Program

10：00〜17：00

8：30〜 〜17：00

11.28［日］

［お問い合せ先］ ふじみ野市役所 文化・スポーツ振興課 文化振興係  TEL.049-262-8124 アートフェスタふじみ野2021 検索

11.8［月］〜30［火］

トロンボーンアンサンブル 10：30～
トロンボーンで名曲を演奏
誰も寝てはならぬ / ニューシネマパラダイス 他

フルートとピアノＤuo 11：10～
「人と繋がる・癒される」音楽を届けます
Shape of my heart / Happy birthday 他

山田耕筰～日本語をメロディーに乗せて～ 13：00～
山田耕筰の音楽人生を、歌曲と共に紹介
赤とんぼ / からたちの花 他

劇付随音楽～私と話と音楽と～ 14：00～
詩や童話の朗読に曲をつけて表現
宮沢賢治・雨ニモマケズ / 金子みす ・ゞ不思議 他

まわる世界とめぐる季節 14：40～
旅行に行けない今、音楽で世界を感じる
春よ！ / 四月 / 夏の月 他

サクソフオンカルテットの楽しみ 15：20～
四種類のサクソフォンの魅力をお届け
バーレスク / ノヴェレッテ第一楽章  他

感動する心に染みる合唱曲 16：15～
懐かしい合唱曲で癒しの一時を
Believe / 名づけられた葉  他

♫ 子供リモート合唱「虹」
 コロナ禍の全ての人へ、歌に希望を乗せて

♫ 邦楽の調べ ～尺八による二重奏
 和楽器の音色で癒しのひと時を
 秋ノ片鱗 / 竹

★『ふじみん』を
 浮世絵で創ってみよう！
 ふじみんの浮世絵札作成工程を紹介

市内中学校文化部による発表会
若さ溢れる表現をお楽しみに　

★ マーブリング絵画
 ワークショップ
 水面に垂らした絵の具を紙に写す

★ シェイクスピア作品と絵画
 ふじみ野市リビングラボ
  「アートチーム」による新感覚動画

★ 素敵なパレードにご招待！
 学生がダンスをつなげ、笑顔をお届け！

https://www.youtube.com/channel/UCfq5NyavQjby63h03jgKyeQ

YouTubeチャンネル名 YouTube
で配信します
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2021

♫音楽 ★アート

※内容・出演者は予告なく変更になる場合があります。

［協力］ 株式会社 版三／ふじみ野市産業文化センター／東邦音楽大学／株式会社 KDDI総合研究所／目白大学／ふじみ野市立中学校

無料

期間終了後も配信動画はYouTubeで視聴できます

詳しい内容はこちらでご覧頂けます

裏 面も
ご覧下さい

［主催］ ふじみ野市／アートフェスタふじみ野実行委員会（ふじみ野市音楽家協会・文京学院大学 など）

検索ふじみ野市文化スポーツ振興課ユーチューブ

同時開催
全て「アートフェスタふじみ野」オリジナル動画！
心あたたまる音楽とアートをお楽しみください。

音楽＆アート録画配信

Withコロナ時代。癒し、つなぐ、アートの力で

配信日

音楽＆アートの祭典

ふじみ野市役所文化・スポーツ振興課

ふじみ野市役所 文化・スポーツ振興課HP

オープニング 10：00～

※配信時間は前後する可能性があります。



コロナ禍は命の問題だけではなく、私たちの社会に様々な痛みをもたらしています。特に社会的弱者と呼ばれる人々に
おいて深刻です。また様々な形で人々の間に影響をもたらしているようにも思います。アートの力で何ができるのか、アート
には人を癒し、つなぐ力があることを信じて進んでいきます。

トロンボーンアンサンブル 10：30～11：00

アートフェスタふじみ野
����の取り組みについて

※内容・出演者は予告なく変更になる場合があります。※配信時間は前後する可能性があります。

Withコロナ時代。
癒し、つなぐ、アートの力で

音楽

アート

市内中学校文化部による発表会

梅野 朋生 谷口 萌

柴 香山
（都山流師範）

山﨑 耀純
（都山流准師範）

三國 裕子 原 桃子

小西 佑里香
（語り手）

中村 淳
（フルート）

新井 里美中村 淳

井 瑞葵
（ピアノ）

塚本 遼
（ヴィオラ）

井上 貴子
（ソプラノ）

奈良 美里
（アルト）

佐藤 嘉知
（テナー）

八巻 和行
（バリトン）

東邦音楽大学卒業生によるグループです。名曲の数々を、
トロンボーンの暖かい音色でお楽しみください。

オープニング 10：00～10：20

誰も寝てはならぬ ： G.プッチーニ
ニューシネマパラダイス ： E.モリコーネ
ふるさとのうた ： 髙嶋圭子　他

ふじみ野市の子供達によるリモート合唱曲 「虹」
～いつもありがとう！きっと明日はいい天気！ ～
リモート合唱の手法を用い、市内の子供達に「虹」を
歌ってもらいました。コロナ禍の中、頑張っている全て
の人に音楽と子供達の力、そして愛をお届けします。

邦楽の調べ

（株）版三

日本古来の伝統音楽でありながら、聴く
機会が少ない「邦楽」。アートフェスタ初
登場です。晩秋の夕日を連想させる柴香
山のオリジナル曲「秋ノ片鱗」と、人間国
宝・山本邦山が作曲した「竹」を尺八二
重奏でお届けします。

秋ノ片鱗 ： 柴香山　竹 ： 山本邦山

ふじみ野市マスコットキャラクター
『ふじみん』を、浮世絵で創ってみよう！

ふじみ野市のマスコットキャラクターである『ふじみ
ん』を浮世絵札で創り、その制作過程をご紹介します。
日本独自の伝統文化である浮世絵の世界と、ふじみ野
市の郷土愛を育てるコラボ作品をお楽しみ下さい。

講師 / 臼村さおり

子供から大人まで楽しめる
マーブリング絵画体験ワークショップ
～臼村さおりのアート作品も紹介いたします～

マーブリングとは、水面に垂らした絵の具を紙に写し
取って美しい模様を作るアートです。好きな色を使っ
て、お好みに雰囲気を出すことができます。ペンや筆
が持てない年齢の子供から、日常に癒しと彩りをつく
りたい大人まで、どなたでも楽しめます。あわせて臼村
さおりさんのアート作品もご紹介いたします。

KDDI総合研究所共催リビングラボ「アートチーム」

シェイクスピア作品から
「ロミオとジュリエット」
後世の絵画からみる物語

シェイクスピアの人気作品「ロミオとジュリエット」の
絵画をめぐる絵画鑑賞ツアーです。物語のあらすじ
を朗読し、絵画と物語のつながりを、時代背景を現
在に照らして紹介します。

目白大学人間学部子ども学科

素敵なパレードにご招待！ さぁ！一緒に踊りましょう♪

目白大学人間学部子ども学科3年生10名による
創作ダンスをお届けします。キャッチフレーズ
は「CUTE(キュート)」です。私たちの笑顔が
みなさんに届くことを祈っています。

小林剛史＆渡辺行野によるフルートとピアノＤuo
～2021大切な人を想う刻（とき）～ 11：10～11：55

小林 剛史
（フルート）

「人と繋がる・癒される」をテーマに選曲してみました。皆さんが聴いたことのある
馴染みの深い曲で、「フルートとピアノDuo」の響きをお届けします。お楽しみください。

Shape of My Heart ： 映画「Leon」より / HAPPY BIRTHDAY ： back namber
Concertino op.107 ： C.Chaminade / リベルタンゴ ： A.Piazzolla
春よ、来い ： 松任谷由美 / I Love you ： 尾崎豊

作曲家シリーズ③山田耕筰
～日本語をメロディーに乗せて～ 13：00～13：45

村田 藍
（ソプラノ）

大石 将史
（テノール）

山﨑 岩男
（バリトン）

大越 絵梨花
（フルート）

富永 有里乃
（ピアノ）

古今亭 志ん雀
（ナビゲーター）

篠宮久徳
（ピアノ）

指出麻琴
（ソプラノ）

小林明日香
（ソプラノ）

シエルサクソフォンカルテット

「シューベルト」「プッチーニ」と、毎年好評の作曲家シリーズの第3弾。
今回は「山田耕筰」を取り上げます。日本の西洋音楽を確立し、日本語
の抑揚を活かした美しい童謡や唱歌の名曲を世に送り出しました。そ
んな彼の音楽と人生を、彼の作曲した歌曲を中心に紐解いていきます。

赤とんぼ /からたちの花 / 松島音頭 / 待ちぼうけ / この道　他

劇付随音楽《私と話と音楽と》14：00～14：30
劇付随音楽とは、劇や芝居を盛り上げるために作曲された
音楽のこと。今回は詩や童話の朗読に、既存の曲や、即興
で音楽をつけます。オペラやミュージカルとはまた違う魅力
を存分にお楽しみください。

雨ニモマケズ ： 宮沢賢治 / 不思議 ： 金子みすゞ
3匹のこぶた ： イギリスの昔話

まわる世界とめぐる季節 14：40～15：10
コロナ禍で旅行や外に行けない今、音楽を通じて世界を感じま
しょう！四季の音楽を日本歌曲だけでなく、イタリア、ドイツ等世界
の歌曲と共にお届けします。

春よ！ ： P.A.ティリンデッリ
四月 ： F.P.トスティ / 夏の月 ： F.P.トスティ
秋の歌 ： F.メンデルスゾーン
花 ： 滝廉太郎 / 早春賦 ： 中田 章 / 故郷 ： 岡野 貞一

サクソフォンカルテットの楽しみ 15：20～１６：００
生演奏で同時に聞く機会の少ない、四種類のサクソフォン
を奏でます。サクソフォンカルテットオリジナルの作品から
名作まで、幅広い世代で楽しめるコンサートです。

バーレスク ： プラネル / ノヴェレッテ第一楽章 ： プーランク
ワルツィングキャット ： アンダーソン
セヴィリア ： アルベニス / どんぐりころころ ： 池辺晉一郎
アラジンメドレー ： アランメンケン / フィドルファドル ： アンダーソン

感動する心に染みる合唱曲
～声楽アンサンブルでお届けします～ １６：１５～１７：００
学生時代に歌った懐かしい曲。どこかで聴いたことがある心に残った
曲。大人になって聴いて感動した曲。声楽家アンサンブルの歌声が、
皆様の心を優しく包み込みます。

Believe / 名づけられた葉 / Let’s search for Tomorrow
旅立ちの日に / いのちの歌 / 大地讃頌 / たしかなこと

10：00〜
17：0011.28［日］
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音楽＆アート録画配信ライブ配信コンサート 配信日

配信日

音楽＆アートの祭典

若さ溢れる表現をお楽しみください。

渡辺 行野
（ピアノ）

後藤 美奈子
（ソプラノ・アルト）

耒 智子
（ソプラノ）

小西 佑里香
（アルト）

近藤 暁生
（テノール）

相原 嵩
（バリトン）

篠宮 久徳
（ピアノ）

期間終了後も配信動画はYouTubeで視聴できます

8：30〜 〜17：00
11.8［月］〜30［火］

フランク・ディクシー
油彩画

『ロミオとジュリエット』
（1884）

マーブリング作品

臼村さおり作品

私たちが
進行します！

2021


