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古楽で繋がる交流の広がりを

　皆様、ようこそ新・福岡古楽音楽祭2014にお越しくださいました。
　メイン会場をアクロス福岡に移し装いも新たに再スタートする今年の福岡古楽音楽祭。テー
マは「ルネサンスからバロックへ」とし、西洋音楽史上ルネサンスとバロックの分水嶺に立つ
巨匠モンテヴェルディにスポットライトを当てました。
　本場イタリアからクラウディオ・カヴィーナさん率いるラ・ヴェネクシアーナをはじめ、国
内外から古楽演奏のスペシャリストの方々をお招きしており、初期バロック音楽の神髄に触れ
ていただきたいと思います。
　さて、15年以上の歴史を誇るこの福岡古楽音楽祭の流れを紐解きますと、1989年（平成元年）
春に開催された福岡十八世紀音楽祭における東京バッハ・モーツァルトオーケストラの旗揚げ
公演に遡ります。我が国有数のフルーティスト有田正広さんの指揮により本格的なピリオド楽
器によるオーケストラの響きがこの福岡の地で鳴り渡りました。
　私も新鮮で溌剌としたバッハやモーツァルトの演奏を客席から驚きと感動をもって堪能した
一人ですが、この演奏会を主催した福岡十八世紀音楽祭協会（中里隆会長、前田明子事務局長）
の呼びかけに地元九州各地の古楽愛好家が呼応する形で、翌1990年から熊本県小国町での「お
ぐに古楽音楽祭」が始まり、また1999年からの「福岡古楽音楽祭」に繋がったと記憶しています。
　この四半世紀の歴史は、プロ、アマチュアの立ち位置を越えて古楽をこよなく愛する仲間同
士の交流の歴史であるとともに，企業や行政から主に財政面からのご支援をいただきつつも、
前田事務局長夫妻を中心に熱心なアマチュア音楽ファンが手弁当、手作業で作りあげてきた「ボ
ランティアによる手づくりの音楽祭」の歴史であったとも言えます。
　今回から新たな体制（実行委員会）でのスタートとなりますが、主催者や体制は変わっても、
福岡古楽音楽祭の「ミッション」（①プロのコンサート、②アマチュアの発表の場、③参加者の
研鑚と交流の場）を引き継ぎ、新しい世代が積極的に企画・運営に関わって、これまでの歴史
を踏まえつつ手づくりのぬくもりを忘れずに、未来に向かって「古楽」で繋がる交流の輪を広
げていきたいと考えております。
　古楽愛好家の方はもとより広く音楽を愛する皆様方とご一緒に、我々スタッフもこの３日間、
古楽漬けの日々を存分に楽しみたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新・福岡古楽音楽祭実行委員長　村山　暁
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◆ユニバーサル（東京）……各種のCD/DVD
◆鈴木楽器（静岡）……リコーダーを展示
◆ローランド（静岡）……電子チェンバロ
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室内楽コンサート
「ルネサンスからバロックへ
―モンテヴェルディが起こした革命」
10月11日（土）16:00開演　あいれふホール

ギョーム・デュファイ(c.1400–1474)「美しい乙女は塔の下に坐り」
Guillaume	Dufay	“La	belle	se	siet”	（Sop.	/	Fl.	/	Lute）

ギョーム・デュファイ「月は5月、いざ楽しもう、心も軽く」
Guillaume	Dufay	“Ce	moys	de	may	soyons	lies	et	joyeux”	（Sop.	/	Fl.	/	Lute）

ジョスカン・デ・プレ(c.1400–1521)作／イサーク編曲	「さようなら、わが愛するものたちよ」　
Josquin	des	Pres	/	arr.	Heinrich	Isaac	“Adiu	mes	amors”	（Fl.	/	Lute）

ギョーム・デュファイ「陽の輝きを装われた美しい処女マリアよ」
Guillaume	Dufay	“Vergene	bella,	che	di	sol	vestita”	（Sop.	/	Fl.	/	Lute）　

ハインリヒ・イサーク（c.1450–1517）作／ファレーズ(c.1510–1575)編曲「我、悲しみに囚われて」
Heinrich	Isaac	/	arr.	Pierre	Phalése	“Tristilia	obsedit	me”	（Lute）

ギョーム・デュファイ「あの気高い額のお方が天国に」
Guillaume	Dufay		“Quel	fronte	signorille	in	paradiso”	（Sop.	/	Fl.	/	Lute）

ハインリヒ・イサーク作／シュリック（c.1460–1521以降）編曲「うら若き娘」
Heinrich	Isaac	/	arr.	Arnolt	Schlick	“T’meiskin	was	jonck”	（Fl.	/	Lute）

ハインリヒ・イサーク「従僕」
Heinrich	Isaac	“Le	seruiteur”	（Sop.	/	Fl.	/	Lute）

ハインリヒ・イサーク「私は恋に落ち」
Heinrich	Isaac	“J’ay	pris	amour”	（Sop.	/	Fl.	/	Lute）

　　 休憩

クラウディオ・モンテヴェルディ(1567–1643)「アリアンナの嘆き」
Claudio	Monteverdi	“Lamento	di	Arianna”	(Sop.	/	Cem.)

ジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョ(c.1609–1621活躍)
「リコーダーのためのカンツォン」
Giovanni	Battista	Riccio	“Canzon	a	una	Flautin”	(Rec.	/	Cem)

クラウディオ・モンテヴェルディ「それは真実なのか」
Claudio	Monteverdi	“Et	è	pur	dunque	vero”	(Sop.	/	Rec.	/	Cem)

ミケランジェロ・ロッシ(1601/02–1656)「トッカータ7番」
Michelangelo	Rossi	“Toccata	Settima”	(Cem.	solo)

クラウディオ・モンテヴェルディ「苦しみは甘く」
Claudio	Monteverdi	“Sì	dolce	è	il	tormento”	(Sop.	/	Rec.	/	Cem)

クラウディオ・モンテヴェルディ「あの高慢な眼差し」
Claudio	Monteverdi		“Quel	sguardo	sdegnosetto”	(Sop.	/	Rec.	/	Cem)

ソプラノ

鈴木美登里
神戸に生まれる。京都市立芸術大学声
楽科及び同大学院修了。京都音楽協会
賞受賞。ドイツリートの分野では、佐々
木成子、中山悌一、鳥井晴子、三井ツ
ヤ子に、イタリアオペラをアンドレア・
バランドーニの各氏に師事。在学中よ
り興味を抱いていた古楽の分野の研鑽を深めるため、兵庫県芸術
文化海外留学助成金を受けオランダに留学。アムステルダム古楽
アカデミーにおいて、バロック期のソロ声楽をマックス・ファン・
エグモント氏、ブラバント音楽院において、グレゴリオ聖歌から
バロック期に至る声楽アンサンブルをレベッカ・スチュワート女
史に師事。留学中より国内外の古楽グループのコンサートツアー
及びレコーディングに参加。
2000	年に帰国してからは、ソロ活動の他、中世・ルネサンス・初
期バロック期の声楽アンサンブルの研究に力を注ぎ、2002	年、日
本では数少ないマドリガーレ・アンサンブル「ラ・フォンテヴェルデ」
を結成。クラウディオ・モンテヴェルディの『マドリガーレ集全
曲演奏シリーズ』を開始するなど積極的な活動を展開している。

ルネサンス・フルート

前田りり子
福岡市出身。モダン・フルートを小出
信也氏に師事。高校２年の時、全日本
学生音楽コンクール西日本大会フルー
ト部門１位入賞。その後バロック・フ
ルートに転向し桐朋園大学古楽器科に
進学。オランダのデン・ハーグ王立音
楽院の大学院修了。有田正広、バルトルド・クイケンの両氏に師事。
1996	年、山梨古楽コンクールにて第１位入賞し、1999	年、ブルー
ジュ国際古楽コンクールで２位入賞（フルートでは最高位）。バッ
ハ・コレギウム・ジャパン、ラ・フェート・ギャラント、オーケ
ストラ・リベラ・クラシカ、ソフィオ・アルモニコなど、各種演
奏団体のメンバーとして演奏・レコーディング活動をしているほか、
日本各地でしばしばリサイタルや室内楽コンサートを行っている。
また2006	年には単行本「フルートの肖像」を東京書籍より出版し、
執筆活動にも力を入れている。現在、東京芸術大学、上野学園大
学非常勤講師。ホームページは「りりこの部屋」で検索。

リコーダー

太田光子
上野学園大学、ミラノ市立音楽院を卒
業。第16	回国際古楽コンクール＜山梨
＞第1	位。ボッセ指揮神戸市室内合奏
団等に客演、リリング指揮シュトゥッ
トガルト・バッハ・コレギウムに参加。
“Arcomelo”にソリストとして参加、表
現力と高度なテクニックにおいて高い評価を得て、イタリアのレー
ベルLa	Bottega	DiscanticaよりCD「ヴィヴァルディ／リコーダー
協奏曲集」（レコード芸術誌特選盤）を2013年にリリース。音楽の
友誌「35	人の音楽評論家・音楽記者が選んだコンサートベストテ
ン」に、ソロ・リサイタル「リコーダーの飛翔」がノミネート。
CD	に「イタリアへの夢	II」（レコード芸術誌特選盤、第49	回レコー
ド・アカデミー賞ノミネート）、山岡重治氏との「2	本のリコーダー
によるトリオソナタの旅」（レコード芸術誌特選盤、第51	回レコー
ドアカデミー賞ノミネート）等がある。リコーダーを山岡重治、P.	
メメルスドルフの両氏に師事。現在上野学園大学非常勤講師。
太田光子公式WEB	サイトhttp://otamitsuko.music.coocan.jp/

ルネサンス・リュート

佐藤豊彦
日本を代表する世界のリュート奏者と
して活動する佐藤豊彦は、1971	年に世
界で初めてのバロックリュートLP	を
スイスで録音してデビュー。1973	年に
はオランダ王立ハーグ音楽院の教授に
抜擢され、2005	年に退官するまで、世
界各国で活躍する多くの後輩リュート奏者を育てた。1982	年のカー
ネギーホールでのリサイタルは、ニューヨークタイムズに写真入
で絶賛を博した。数多くの録音は1980	年にオランダでエジソン賞を、
同年に文化庁芸術祭賞を、1983	年と2008年にはレコード・アカ
デミー賞を受賞した。作曲家としても世界各地の音楽祭に参加し、
自作品によるCD	もある。2000	年には「リュート＆アーリーギター
ソサエティ・ジャパン」の会長に就任し、音楽家のための禅茶道「楽
禅古流」を考案し、能楽を学び、伝統的な日本の精神文化との融
合を目指している。

チェンバロ

上尾直毅
東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻
を卒業。ピアノを辛島輝治氏、チェンバ
ロを山田貢、鈴木雅明、渡邊順生の各
氏に師事する。第6	回山梨古楽コンクー
ルで「通奏低音賞」を受賞する。アムス
テルダム・スウェーリンク音楽院卒業。
チェンバロをG・レオンハルト、A・アウテンボッシュの両氏に師事。
続いてデン・ハーグ王立音楽院卒業。フォルテピアノをS・ホーホ
ランド氏に師事。オランダ室内管弦楽団のチェンバロ奏者を務める。
帰国後はチェンバロ、フォルテピアノ、クラヴィコード、そしてミュ
ゼット奏者としてソロ、アンサンブルを問わず、CDの録音や数々
のコンサートに出演している。「レ・ボレアード」（指揮：寺神戸亮）、
オーケストラ・リベラ・クラシカ（指揮：鈴木秀美）、声楽アンサン
ブル「ラ・フォンテヴェルデ」などのオーケストラやアンサンブル
のメンバーとして活動している。桐朋学園音楽大学非常勤講師。

出演者プロフィール

プログラム
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講師

山本	香代子
福岡女学院高校音楽科卒業。桐朋学園大学古楽器科チェ
ンバロ専攻卒業。	フランス国立ストラスブール音楽院
をハイディプロマを得て首席卒業。	チェンバロをアリー
ン・ジルベラーシュ、ティリー・メダー、有田千代子、	
通奏低音をマルタン・ジェステール、室内楽を故・鍋
島元子、有田正広ほか各氏に師事。2010年まで活水女
子大学音楽学部非常勤講師を勤める。久留米市在住。

交歓パーティ
10月11日（土）18:30～　アクロス福岡	サロン

ワークショップ
「チェンバロを弾いてみよう」
10月11日（土）13:00～14:30　
アクロス福岡	福岡シンフォニーホール	ステージ

室内楽コンサートの出演者、古楽セミナーの講師の先生方を迎えて、楽しい歓談のひと時を持ちます。セミナー
等の参加者、聴衆の皆様、ボランティア…、古楽のプロ・アマを超えて交流しませんか。参加費2,500円。

青少年（小学生から大学生）を
対象に、シンフォニーホールの
ステージで憧れのチェンバロを
奏でられる特別企画です。普段
ピアノを練習している人は、チェ
ンバロの響きやタッチの違いを
体験できます。楽器初心者もも
ちろん大歓迎！
※定員に達したため、受付を終了し
ました。

柿添	優月（小１）
山内	美帆（小２）
三橋	光稀（小２）
早田	明生（小２）
仲野	胡遙（小３）
矢野	櫻（小４）
荒川	佳那実（小４）
鶴　	智哉（小４）
天本	音羽（小４）
伊藤	優杜（小４）
片田	萌子（小５）

重松	佑佳（小５）
大嶋	彩花（小６）
三橋	美希（小６）
松下	耕太郎（小６）
小野	詩織（中２）
馬傷	光優（中２）
坂元	日向（中２）
天本	佳音（高１）
鶴　	敦哉（高１）
勝目	優莉子（高２）

参加者

写真提供：（公財）アクロス福岡

プログラムノート
前田 りり子

　歴史は絶えず連鎖しています。音楽史や美術史に
とってルネサンスとバロックという区分は非常に大
きく、全く違う様式ですが、ある日突然バロックが
生れたわけではありません。新しい様式が生れる前
には必ず過渡期があり、それを一気に新しいステー
ジに引き上げるような革命的天才がいるものです。
バロック絵画でいえばミケランジェロらが準備した
過渡期からカラヴァッジョが躍り出たように、音楽
においてはモンテヴェルディがその役割を担いまし
た。関ヶ原の戦いがあった1600年前後のことです。

　15世紀から16世紀にかけてのルネサンス音楽は
ポリフォニー音楽（対位法音楽）といわれています。
宇宙の星々の動きが神による調和を示しているよう
に、いくつもの対等に動く旋律が互いを模倣し合い
ながらも、それぞれが複雑な独自の動きを作り、同
時に全体としての調和を作り上げていきます。不協
和な音程は制限され、神の摂理を表す協和音程のみ
が好んで使われました。

　16世紀の半ばになると、それまで3～4声が一般
的だった声部数が8声、16声と次第に増えていき、
モンテヴェルディが活躍する直前のヴェネツィアで
は、20声部を超えるような大規模の曲が書かれる
ようになっていきます。またディミヌーションと呼
ばれる非常に早い音価の装飾音符が即興的に加えら
れ、音楽は華やかさを増しました。しかしあまりに
音楽が複雑になってくると、それまで許されていた
協和音程だけで音楽をなりたたせることはできなく
なり、それまで禁止されていた半音階や2度、7度
といった不協和な音程の使用頻度が次第に増えてい
きました。また、あまりに複雑な旋律の絡み合いは、
歌詞の内容を聞き取ることを難しくしていきました。

　そのように複雑化した音楽に対して、モンテヴェ
ルディをはじめとする革命者たちは、まず歌う声部
を一人にして他の声部は器楽にすることで、より歌
詞を聴きやすくしました。これをモノディー様式と
いいます。また、歌の旋律また歌詞の内容に合わせ
て場合によっては不協和な音程をわざと効果的に使
うことで苦しみや嘆きなどの表現の幅を大きくし、
人間の内面的な感情表現を聴き手に分かりやすくし
ました。彼らによって16世紀を通してマンネリ化
しつつあった対位法音楽に打開策を与えられ、バロッ
クという新たな様式が花開きました。

　生まれたばかりのバロック音楽はかなり挑戦的で、
聞く人の感情にぐいぐいと直接訴えかけてくるよう
な、あるいは野性味あふれる魅力を放っていました。
バロック音楽はその後、宮廷・貴族社会の中で次第
に洗練、淘汰されながら形式を整え、モンテヴェル
ディから約100年後、J.S.バッハが生れます。現在、
J.S.バッハ以前の音楽が演奏される機会が非常に少
ないこと、そしてそんな音楽の存在すら知らない人
が多いのはとても残念なことだと思います。

　本日の公演ではまず前半にルネサンスの巨匠デュ
ファイやイサークの名曲で調和の世界を堪能してい
ただき、後半にモンテヴェルディたちが起こした改
革がいかに衝撃的なものだったのかを体感していた
だければと思います。バッハ以前の音楽の魅力を発
見していただければ幸いです。

©studio-mickey.com

歌劇「ポッペーアの戴冠」レクチャーコンサート
～バロック時代の夜明けとオペラの誕生～
9月6日（土）16:30～18:00　
アクロス福岡 円形ホール
出演：岩田耕作（ナビゲーター＆チェ

ンバロ）、岩田明子（ソプラノ）
賛助出演：長野公宣（カウンターテナー）、
	 城	輝昭（バロック・チェロ）

講演会「ルネサンスからバロックへ」
～その音楽と美術～
9月23日（火・祝）14:00～16:30　
アクロス福岡 円形ホール
講師：京谷啓徳
出演：前田りり子（フルート）、岩田耕作（ヴァー

ジナル、リュート）
16:00～隣接のコミュニケーションエリアにてミニコ
ンサートを開催

音楽祭のプレイベント				※盛況のうちに終了しました！

©studio-mickey.com
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歌劇「ポッペーアの戴冠」C.モンテヴェルディ作曲

10月12日（日）16:00開演　アクロス福岡	福岡シンフォニーホール

プロローグと3幕からなるオペラ
台本：ジョヴァンニ・フランチェスコ・ブゼネッロ（1598-1659）
音楽：クラウディオ・モンテヴェルディ（1567-1643）
初演：ヴェネツィアのサンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ劇場　1643年のカーニヴァル

キャスト
ポッペーア：ロベルタ・マメリ（ソプラノ）
ネローネ：マルゲリータ・ロトンディ（メゾソプラノ）
オットーネ/セーネカの友人：ラファエレ・ピ（カウンターテナー）
オッターヴィア：セニア・マイヤー（メゾソプラノ）
セーネカ：サルヴォ・ヴィターレ（バス）
アルナルタ：アルベルト・アレグレッツァ（テノール）
乳母/兵士2：アレッシオ・トシ（テノール）
ドルシッラ/美徳/愛の神々：フランチェスカ・カッシナーリ（ソプラノ）
ヴァレット/幸運/愛の神々：アレッサンドラ・ガルディーニ（ソプラノ）
愛/侍女：フランチェスカ・ボンコンパーニ（ソプラノ）
兵士1/ルカーノ/解放奴隷/セーネカの友人：ラファエレ・ジョルダーニ（テノール）
メルクーリオ/警吏/セーネカの友人：マウロ・ボルジョーニ（バリトン）

器楽演奏：ラ・ヴェネクシアーナ
クラウディオ・カヴィーナ（指揮、チェンバロ）
エフィックス・プレオ	（ヴァイオリン）
ダニエラ・ゴディオ	（ヴァイオリン）
ルカ・モレッティ	（ヴィオラ）
懸田　貴嗣	（バッソ・ディ・ヴィオリーノ）
アルベルト・ロ・ガット	（コントラバス）
ガブリエレ・パロンバ	（アーチリュート）
キアラ・グラナータ	（ハープ） ©Sonia Santagostino

©Libalta Luce Studio

クラウディオ･カヴィーナ
CLAUDIO	CAVINA
カウンターテナーとしてボローニャで歌
の勉強を始め、バーゼル･スコラ･カン
トールムで研鑽を積む。クレマンシック
･コンソート、コンチェルト･イタリアー
ノ、エウローパ･ガランテなど多くの古
楽グループのレギュラーとして演奏、著
名なフェスティバルに出演。オペラの
キャリアは、ヴェローナ円形劇場とロー
マ･オペラ座のモンテヴェルディの歌劇
「オルフェーオ」でスタートをきった後、
ウィーンのムジークフェラインでフックスの祝祭オペラ「コスタ
ンツァとフォルテッツァ」に出演。1994年にはレオンハルト指揮
によるコンチェルト･ケルンのツアーに参加。2000年にヤーコプ
スが音楽監督を務めた歌「オルフェーオ」で歌った（フィレンツェ
のテアトロ･コムナーレ）。1996年にラ・ヴェネクシアーナを結成し、
1999年にセシリア賞、ヴェニスのチーニ財団賞、グラモフォン･
アワード2000とカンヌ･クラシック･アワード2001、アマデウス
･グランプリ2002、独レコード･プライズなどを受賞。

ロベルタ・マメリ
ROBERTA	MAMELI
ローマ生まれ。ピアチェンツァのニコリー
ニ音楽院の声楽科とクレモナ市民音楽学
校のヴァイオリン科を卒業。ミューラー
指揮のパーセルの歌劇「ダイドーとエネ
アス」で若くしてデビュー。ウィーンの
コンツェルトハウス、アムステルダムの
コンセルトヘボウ、パリのシテ･ド･ラ･
ムジーク、フィレンツェのテアトロ･ラ
･ペルゴーラとボローニャのテアトロ･
コムナーレなど一流の音楽ホールに招か
れている。アバド、ベネデッティ、ボニッツォーニ、カヴィーナ
などの指揮者と共演。過去の成功のハイライトは、ユトレヒト古
楽祭などのエンリコ･ガッティ指揮ストラデッラの「サン･ジョヴァ
ンニ･バッティスタ」。ハノーヴァー、パリ、ミラノなどでのモン
テヴェルディの歌劇「ポッペーアの戴冠」、サンタンデール国際
音楽祭のモンテヴェルディ「オルフェーオ」への出演がある。グッ
ドウィン指揮によるヘンデル「アタリア」、アムステルダムとレー
ゲンスブルクでのラ･ヴェネクシアーナとの「ユリシーズの帰還」、
アン･デア･ウィーン劇場とブラウンシュヴァイクのソリ･デオ･
グローリア･フェスティバルでカーティス指揮イル･コンプレッソ
･バロッコとヘンデルの歌劇「デイダミア」などに出演。近年のディ
スコグラフィーは、ラ･ヴェネクシアーナとモンテヴェルディの「マ
ドリガーレ集」「ポッペーアの戴冠」(グロッサ)、アンサンブル･
イネガルとゼレンカの歌劇「ディアマンテ」(ニビル)。ソロ･ア
ルバム「ラウンドＭ:	モンテヴェルディ	ミーツ	ジャズ」は2010
年のベストセラーとなる。

ラ･ヴェネクシアーナ
LA	VENEXIANA　
1996年クラウディオ･カ
ヴィーナによって結成。
こんにちモンテヴェルディ
をレパートリーとする、
最も重要なグループであ
る。名前は作者不詳のル
ネサンス喜劇に由来。修
辞的な色合いと調和のと
れた気品がブレンドされた、地中海特有のイタリア古楽演奏の新
しいスタイルを確立。常に刺激的で驚きに満ちた活動をしている。
2008年、歌劇「オルフェーオ」をロンドン、ジェノヴァなど12
都市で上演。このときのＣＤは、グラモフォン･アワードのバロッ
ク･ヴォーカル部門賞を受賞。2009年は歌劇「ポッペーアの戴冠」
をヨーロッパ各地で上演し、大成功を収めた。2010年はカヴァッ
リの「アルテミージア」（ハノーヴァー、モンテペリエ音楽祭）、
2011年は歌劇「ウリッセの帰還」をレーゲンスブルク、パリ、ア
ムステルダムなど各地で上演。いずれもグロッサからＣＤをリリー
スし高い評価を受けている。

メゾソプラノ

マルゲリータ・ロトンディ
MARGHERITA	ROTONDI
バーリ音楽院“ニコロ･ピッチンニ”のカ
ント･リリコ（オペラ歌唱）科でメゾソ
プラノのニコレッタ･チレントに師事し、
最高評価を得て卒業。2010年と2011年
秋には、フロジノーネ･カーサマーリ修
道院で行なわれたフェスティバルで、ヴェ
ルディ《椿姫》のアンニーナ役、ビトン
トのフェスティバルでフローラ役を務め
る。2011年12月、カーサマーリ修道院
でのベートーヴェン《ミサ曲ハ長調》公
演、2012年、第38回イトリア谷音楽祭でコッラド･ロヴァリス指
揮によるタラッリのオペラ《Nur》の医師役と、ハッセ《アルタ
セルセ》でセミーラを演じた。またベッリーニ《ザイーラ》でファ
ティマ役を務めた。2012年、第8回タリン室内楽フェスティバル
で上演されたロッシ／テッラノーヴァ《オルフェーオ》に出演。ルッ
カ･オペラフェスティバルでモーツァルト《フィガロの結婚》の
ケルビーノ役を務める。2013年、ジュネーヴ大劇場で行なわれた
ハイドン《薬剤師》公演でヴォルピーノ役を演じる。フェデリー
コ2世声楽コンペティションで第一位受賞。2013年10月、サッサ
リで行なわれたマスカーニ《カヴァレリア･ルスティカーナ》公
演でローラ役を務める。2014年6月、ヴィチェンツァのオリンピ
コ劇場でのモンテヴェルディ《オルフェーオ》公演に出演。

出演者プロフィール

©Ribalta Luce Studio

6 7



カウンターテナー

ラファエレ・ピ
RAFFAELE	PÉ
1985年、イタリアに生まれる。6歳より
ピエトロ･パンツェッティのもとでロー
ディ大聖堂聖歌隊員となり、声楽とオル
ガンを始める。2004年よりロンドンで
研鑽を積み、2009年、ガーディナーに
見出され、BBCプロムスにおいて、ガー
ディナー指揮によるモンテヴェルディ《聖
母マリアの夕べの祈り》でデビューした。
これまでにガーディナーの他、ポール･
マクリーシュ、クリストフ･コワン、ニ
コラス･マギーガン、デイヴィッド･ベイツなどの指揮者と共演し
ている。2008年、ボノンチーニのオペラ《チェファーロとプロクリー
デ》で主役を務める。2009年12月、ヘンデル《メサイア》とモー
ツァルト《レクイエム》の英国公演でソリストを務め、絶賛され
た。これまでにタイトル･ロールを務めたオペラは、ヘンデル《ジュ
リオ･チェーザレ》、《オルランド》、《リッカルド･プリーモ》、《リ
ナルド》、《フラーヴィオ》、ヴィヴァルディ《狂気のオルランド》。
非常に多才な歌手で、オペラと歌曲のどちらにも熟達。ルネサン
スやバロックから現代音楽まで幅広く取り組んでいる。

メゾ・ソプラノ

セニア・マイヤー
XENIA	MEIJER
1992年、ハーグ王立音楽院を最高栄
誉賞付きで卒業。同年、ロッシーニ
作品の演奏が評価されてニコライ賞
を贈られる。アル･アイレ･エスパ
ニョールと共演した数々のCDは、
ディアパソン･ドール賞などを受賞。
オペラの分野でも実績を上げており、
ベルリン･コーミッシェ･オーパーで
ハリー･クプファー演出、クライツベ
ルク指揮によるモーツァルト《コジ･
ファン･トゥッテ》のデスピーナ役や、《ドン･ジョヴァンニ》
のツェルリーナ役を務めた。1999年、デンマーク放送協会
に招かれてビゼー《カルメン》のタイトルロールを務める。
2001年、アムステルダム･カレ劇場で、エリック･フォス演
出によるモンテヴェルディ《オルフェーオ》のプロセルピナ
役を演じて成功を収める。クラシックのみならずポップスや
ファドも歌いこなす。1996年、栄誉あるフィリップ･モリス
･ファイネスト･セレクション賞を声楽家として初めて獲得。
初期スペイン音楽、ラテン･アメリカ音楽のスペシャリスト
として、2008年、ムジカ･テンプラーナと組み、ラテン･ア
メリカの作曲家による二重唱とソロ作品を集めたCDをリリー
ス。2004年、オランダ･フェスティバルでシェーンベルク《月
に憑かれたピエロ》に出演し、メディアと聴衆から熱狂的な
支持を得た。また、ファリャ《恋は魔術師》のソロ、ストラ
ヴィンスキー《放蕩児の遍歴》でバーバ役、ラヴェル《シェ
エラザード》のソリストなども務めている。

バス

サルヴォ・ヴィターレ
SALVO	VITALE
イタリア･カターニア出身。ミラノ市立
音楽院で声楽をE.アブンラディ、E.	マ
ルテッリ、A.グセフに師事。バロック音
楽を学んだのち、アラン･カーティスに
師事する。演奏活動はマドリガーレから
カンタータ、またオラトリオからバロッ
ク･オペラまで多岐にわたる。バロック
のレパートリーに特化した重要なアンサ
ンブルと数多く組んでおり、これまでに
ア･セイ･ヴォーチ、カペラ･デラ･ピエ
タ･デ･トゥルキーニ、コンチェルト･バロッコ、ラ･リゾナンサ、
ラ･ヴェネクシアーナと共演している。国際的バロック音楽祭へ
の出演も多く、ユトレヒト古楽音楽祭、ヴィーン芸術週間、オラ
ンダ･フェスティバル（アムステルダム）、アンブローネ音楽祭、ボー
ヌ音楽祭、宗教音楽週間（クエンカ）などに参加。また、サン･カ
ルロ劇場（ナポリ）、ブルックリン･アカデミー･オブ･ミュージッ
ク（ニューヨーク）、オペラ座（パリ）、市民劇場（アムステルダム）、
カタルーニャ音楽堂（バルセロナ）などに出演。これまでにCDも
数多くリリースしている。

テノール

アルベルト・アレグレッツァ
ALBERTO	ALLEGREZZA
イタリア･アンコーナ出身の歌手、音楽家、
俳優。ヴィチェンツァのペドロッロ音楽
院古楽科でリコーダーをパオロ･ファル
ディに師事し、最高評価を得て卒業。そ
の後、ダン･ラウリン、セルジオ･バレ
ストラッチ、ドロン･Ｄ･シャーウィン
に師事。同校で声楽をパオラ･ファルナ
ザーリ･パッティ、パトリツィア･ヴァッ
カーリに学び、グロリア･バンディテッ
リのもとバロック音楽を専門にする。声
楽家としてだけでなく俳優としても活躍している。古楽の演奏者
として著名なクラウディオ･カヴィーナ、オッターヴィオ･ダントー
ネ、ロベルト･ジーニ、ベッティーナ･ホフマン、ステファノ･ロ
レンツェッティ、ミヒャエル･ラドゥレスク、フェデリコ･マリア
･サルデッリ、マルコ･ロンギーニなどとも共演しており、最も重
要な国際的コンサートシーズンやフェスティバルに参加している。
これまでに、Sony、Tactus、DynamicからCDをリリースしている。

©Caroline Martinot

©Clair Gaul

　ク ラ ウ ディ オ・モ ン テ ヴ ェ ル ディ（Claudio	
Monteverdi　1567年–1643年）はルネサンスからバ
ロック時代の過渡期に活躍したイタリアの作曲家で
ある。ルネサンス様式による技巧を凝らしたポリフォ
ニー音楽を多く残している一方、モノディー形式を
いち早く取り入れたり、効果的なオーケストラの使
用、奇抜な和声進行による劇的な表現を用いるなど、
新しい時代への変革者として位置づけられている。
また、世界初の本格的なオペラとなった「オルフェ
オ」を初め、「ユリッセの帰還」、「ポッペーアの戴冠」
の三つのオペラが現存している。
　「ポッペーアの戴冠（L’Incoronazione	di	Poppea）」
は、モンテヴェルディの晩年1642年の作品。古代ロー
マの皇帝ネロと、その2番目の后ポッパエアに題材
を得た史劇で、彼らの激動に満ちた人生が音楽でた
くみに描かれていく。
　なお、オペラの中でネロとポッパエアはイタリア
語式発音で、それぞれネローネ、ポッペーアと呼ば
れている。以下登場人物はすべてイタリア語式発音
に準拠する。

　ローマ帝国第5代皇帝ネローネ（在位54年–68年）
と、ネローネの2番目の妻ポッペーアといえば、ヨー
ロッパ史上もっとも悪名高い人物と言える。特にキ
リスト教社会においてネローネとポッペーアは、放
火の罪で、当時ローマに在住していたキリスト教徒
を惨殺したり、初代ローマ教皇ペトロを逆さ十字架
刑に処すなど、キリスト教の迫害者として憎悪され
ている。モンテヴェルディがなぜ、このような悪役
をオペラの主人公に据えたのか、その謎に迫ること
が17世紀前半のヨーロッパの思想や文化、そして
このオペラの醍醐味を理解する鍵となる。
　ネローネは、前の皇帝クラウディウスの娘オッター
ヴィアを妻としていた。一方ポッペーアはネローネ
の親友オットーネの妻であったが、ネローネとポッ
ペーアは互いに愛し合うようになり、ポッペーアは
皇帝の后となることをもくろむ。しかし二人が結ば
れるためには、多くの障害となる人物が存在した。
それぞれの配偶者であるオッターヴィアとオットー
ネ、そしてネローネの不道徳な行動を諌める哲学者
のセーネカ。物語はそれぞれの人物の激しい心の動
きを描写しながら展開していく。

　久しぶりに任地からローマの自宅に戻ってきた総
督オットーネは、妻ポッペーアとネローネの逢引の

現場に出くわしてしまう。ポッペーアの心が変わっ
てしまったことを知ったオットーネは、妻への愛情
と憎しみの間で思い悩む。
　一方皇帝ネローネの后オッターヴィアも夫の浮気
に心を痛めている。
　ネローネは、幼いころからの家庭教師であり政治
の相談役でもある哲学者セーネカに、ポッペーアと
結婚したいことを打ち明けるが、にべも無く反対さ
れ口論となる。ポッペーアにそそのかされて、ネロー
ネはセーネカに自死を命じるが、セーネカはむしろ
喜んで運命に従うことを受け入れる。
　あるときオッターヴィアはオットーネを呼び出し
て、妻ポッペーアの暗殺を命じるが、オットーネは
后への忠誠心と妻への思い、殺害という悪事の間で
さらに苦悩する。しかし、オットーネのことを無心
に愛してやまないドルシッラという小間使いの手助
けを借りて、ついには殺害を決意する。
　中庭で眠るポッペーアの下に、ドルシッラの服を
借りて変装したオットーネが剣を手に近づくが、ま
だ死ぬ運命に無いポッペーアを、愛の神が目覚めさ
せる。ポッペーアの殺害を命じたオッターヴィアは
小船で海に流され、オットーネとドルシッラも追放
の身となる。
　もはや障害となる人物のいなくなったネローネと
ポッペーアは結ばれ、ポッペーアは皇后となる。

　オペラはネローネとポッペーアの愛の二重唱で幕
となるが、歴史家スエトニウスの伝記によれば、そ
の後ポッペーアは第2子を懐妊中に、ネローネと口
論となり、下腹部を蹴られたのが原因となり死亡し
たとされている。この史実は当時ヨーロッパでは広
く信じられ、モンテヴェルディの時代にこのオペラ
を観劇した人々にとって、終幕で永遠の愛を誓う二
人の幸福が、実はつかの間のものであることは、知
りすぎるほど知っていることだったのである。

　古代ギリシャやローマの文芸の復興を目指したル
ネサンス運動以降、ヨーロッパは、中世時代を支配
してきたキリスト教と、復興した古代思想との間で
の葛藤の中で、新たな哲学や芸術を生み出してきた。
　キリスト教における神の愛とは無償の愛（アガ
ペー）であり、神の姿に似せて作られた人間はもと
もと、このようなアガペーの愛に満ちた存在であっ
たのが、あらゆる地上の罪によって堕落したと考える。
　一方古代ギリシャでは、人間の持つあらゆる欲、

©Francesco Ridolfi

プログラムノート
岩田 耕作
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古楽コンサート〈第Ⅰ部〉
10月12日（日）12:30～15:00　アクロス福岡1階	コミュニケーションエリア

学びすと春日リコーダーアンサンブル
Johann Fischer “TafelMusik”より
小池宏明、中西直子、安成時恵、小井塚まどか、
岩城由美子、前田陵子、吉村純子、田中由美子、
古賀俊郎、佐久間小波（リコーダー）

「学びすと春日」は福岡県春日市の社会教
育関係団体で、リコーダーアンサンブルの
ほか書道、英会話、健康体操等の教室を自
主運営しています。私たちは教室で学んだ
ことを社会に還元するために、病院や介護
施設などで年２回程度の訪問演奏を行い、
大変喜ばれています。今後も訪問演奏活動
を続け、少しでも社会貢献をしたいと思い
ます。（春日市）

森山紀子（声楽）
バッハ「ヨハネ受難曲」より“Zerfließe, 
mein Herze”
伴奏：大森美樹（チェンバロ）

第9回福岡古楽音楽祭よりMMmadrigalists
メンバーとして古楽コンサートに出演してき
ましたが、ソロとして演奏するのは初めてで
す。講師の先生やスタッフの皆様、家族や
仲間たちに感謝の気持ちを込めて、大好き
なバッハのアリアを歌わせていただきたいと
思います。（福岡県）

森　雅生（バロックリュートソロ）
S.L.Weiss “Passagaille”

（福岡市）

芳賀史江（声楽）
John Dowland “Flow my tears”
John Dowland “Awake, sweet love”
伴奏：宮園智子（リュート）　

リュートの繊細な音色にのせて　歌わせて
いただきます。私たち二人の初めてのアン
サンブルです。（古賀市）

あくたリコーダーアンサンブル
W.Byrd「5声のファンタジア 第2 番」 “The 
Leaves be Green”
J .H. Sch mel ze r “Sonat a for s even 
Recorder”
河村武重、原禎恭、宮園智子、藤田史子、山本クミ、
寺崎千香子、野田真千子、河野智美（リコーダー）

第 1 回おぐに古楽音楽祭からの連続出演で
す。新・福岡古楽音楽祭のステージで演奏
することを楽しみに練習を重ねてきました。
新博多三大祭りといえば、春のどんたく、

夏の山笠、そして秋は古楽祭と言われるよ
うに盛り上げていきましょう。（福岡市）

山田夕子（リコーダー）
D.Castello “Sonata Prima”
D.Ortiz “Ricercada Prima”
伴奏：山本香代子（チェンバロ）

関西を拠点に中世から現代のフォークロア
までをレパートリーに、ゲーム音楽制作、
舞台演劇とのセッションなど時代とスタイ
ル不問の活動を続けてきました。そんな中、
１月末に以前から脱臼癖のあった右肩を手
術。練習再開まで半年と言われながらも５
月には定例のライブに復帰。さあ、今年も
笑顔で行くよ！ 行くよ！（大阪府）

冨安香澄（チェンバロソロ）
フランソワ• クープラン「クラヴサン曲集 
第2 巻 第6組曲 変ロ長調（抜粋）」
“La Bersan”, “Les Baricades misterieuses”

３歳よりピアノを始める。福岡女学院高等
学校普通科を卒業。現在、国立音楽大学音
楽研究専修２年。（筑紫野市）

コンソート出島
（リコーダーアンサンブル）

Henry Purcell “Chacony”
Marc-Antoine Charpentier “Te Deum”
栗林節子・沢水久美・篠原純子・末岡玲子・
竹尾暢美・田川文子・徳永靖子・藤島希志子・
藤本聡子・松尾光子・柳川玲子・下岸尚子・
鹿谷芳輝（リコーダー）

私達は、小池宏明先生の御指導のもと、全
員が４種類のリコーダーが吹けるようになる
ことを目標にバロック音楽を中心に練習に
励んでいます。最近、年齢のせいか？技術
的な進歩は、亀の歩みほどですが、音色に
は艶が出てきたのではと自負している今日こ
の頃です。（長崎県）

リコーダートリオ　リラ
Joseph Bodin de Boismortier “Sonata Ⅴ”
松本由美子、島田教子、副島香代子（リコーダー）

三人それぞれ故麻生純先生に笛を学び、笛
に魅せられ、子育て中も子育て後もリコーダー
を楽しんでいます。リコーダートリオリラと
して三人で演奏活動を始めたのは、第三回
福岡古楽音楽祭からです。キラキラとした
ガラスのような青春時代の音から、今や目
指すは燻し銀！果たして本日のハーモニー
はいかがでしょうか。（福岡市）

中山美智子（声楽）
バッハ「ヨハネ受 難 曲（第 2 稿）」より　
第9曲
伴奏：高嶋みゆき（チェンバロ）

実行委員のメンバーとして、この古楽コンサー
トの担当をさせていただいています。音楽
祭の運営に関わることで充実した日々を送っ
ていますが、それに加えてステージに乗れ
るなんて！ 記念すべき第 1 回目の音楽祭に
出演できて光栄です。（福岡市）

田代芳嗣（バロックリュートソロ）
S.L.Weiss “Ciacona ソ短調”

佐藤先生が1970年に出した世界初のバロッ
クリュートのレコードを聴いてバロックリュー
トが大好きになりました。特にヴァイス、ドゥ・
ヴィゼーが好きです（北九州市）

ＭＭ madrigalists（声楽アンサンブル）
モンテヴェルディ “O rossignuol（おお夜
鳴き鶯よ）”
ガストルディ “A lieta vita（楽しい人生に）”
森山紀子、村山文子、伊藤恵子、森山芳雄、村
山暁（声楽）

在福の合唱団有志による声楽アンサンブル。
イニシャルＭ揃いのメンバーです。今春ア
ルトＭ子さんに目出度く第３子誕生。子育
て奮戦中につき、ピンチヒッターとしてK子
さんが出演します。（福岡市）

福岡リコーダーオーケストラ
デイビッド・トンプソン「ジュビリーワルツ」
スコット・ジョプリン（小池宏明編曲）「イー
ジーウインナーズ」
伊藤久美子、大島早苗、川副こずえ、来島紀美子、
坂本葉子、清水千枝子、下岸尚子、下平律子、
城　幸代、杉山あけみ、多田なおみ、野上幸子、
坊野洋子、本田京子、松木真一郎、脇　道典、
脇ユリ子、山本クミ、河野妙子（リコーダー）
指揮：小池宏明

NHK福岡文化センターの受講生を中心に結
成し約10年が経過しました。ルネッサンス・
バロックから現代までの幅広いレパートリー
の中から今回は20世紀のイングランドとアメ
リカの音楽を演奏します。（福岡市）

観賞無料

公演直前講座
「ポッペーアの戴冠」の魅力発見！ 
10月12日（日）11:00～12:00　アクロス福岡	円形ホール
講師：クラウディオ・カヴィーナ
歌劇「ポッペーアの戴冠」の上演に先立ち、音楽総監督の目線から見た、
本作品の魅力をチェンバロ実演を交えて講演いただきます（通訳付）。

悲しみや怒りといった負の感情さえも神々の支配す
るものであり、これらすべてを備えているのが人間
の本来の姿であると考えている。そして、このよう
な不完全な人間の姿をありのままで表現しようとし
たのがルネサンス以降の芸術と言える。

　音楽においても、人間のありのままの感情を表現
しようという試みがなされ、その中で生まれたのが

オペラである。この新しい表現手段をより効果的に
発揮させるには、登場人物の感情が激しければ激し
いほど良い。モンテヴェルディがあえて、ヨーロッ
パでもっとも憎まれている人物を舞台に乗せたのは、
激情に駆られて破滅的な人生をおくった人々の姿を、
どう描けるか、新しい音楽の表現方法の限界へのチャ
レンジではなかっただろうか。

　《ポッペーアの戴冠》は、オペラ・プロジェクトとし
てラ・ヴェネクシアーナがレコーディングを行なった
二つ目の作品です。このオペラ・スコアに初めて目を
通したとき、私は他のオペラにはない新たな手法で上
演し得る刺激的な可能性を見出しました。つまり、コ
ンサート形式であっても、オペラハウスで見聴きする
のと同じような、劇的効果に満ちた舞台をつくれるの
ではないかということです。
　シェイクスピアとモンテヴェルディは同時代の人で
すが、その当時の劇場はまさに新式の興行の場でした。
私は、聴衆は本物のシェイクスピア劇、それも役者だ
けが演じ得るようなシェイクスピアを聴くべきだ（ＣＤ
においても同様に）と考えました。しかし《ポッペーア》
では、筋書きに加えて、バロック時代の最も優れたイ
タリア人作曲家の一人（私にとっては「最高の」作曲家
です）が作った音楽、それも素晴らしい音楽があります。
《ポッペーア》では各登場人物がとても生き生きと描か
れていますし、さらに音楽はそれぞれの人物の性格に
一致しています。
　演目にコンサート形式のオペラを取り上げる時、私

は歌手達に何よりもまず「役者」であれと言います。「音
楽家」であることは、その次で良いのです。これは、《ポッ
ペーア》を取り上げる他の団体との大きな違いです。ラ・
ヴェネクシアーナは全く演劇的な、特殊な方法を持っ
ていると思います。どの演技、演奏も「地中海」風の
特徴を持っており、そうした趣はラ・ヴェネクシアー
ナというグループとともに聴衆に愛されているのです。
今回の公演では、日本の皆さまもまた私たち「魔術師」
が織りなす魅力のとりこになることを期待しています。
　日本で、しかもいずれも素晴らしいホールで公演し、
イタリア音楽を日本の聴衆の皆さまにお届け出来るこ
とに、グループ全員が熱意を燃やしています。
　ラ・ヴェネクシアーナの、そしてわが国イタリアの
音楽を奏でることのできる日本公演が実現したことを
とても光栄に思います。
　私たちの息を吹き込み甦ったポッペーアの物語が聴
衆の皆さまの心深くに記憶されるよう、全力を尽くし
て演じる所存です。

クラウディオ・カヴィーナ

ポッペーア、ネローネ……ラブ・ストーリー、憎しみ、
そして殺人……つまり、それは真の物語。

英国チェンバロ製作家アンドリュー・ウッダーソン製
作（2014）によるイタリア様式一段鍵盤チェンバロ
モデル： after an anonymous 17th century original
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講師：太田光子（リコーダー）

前日のセミナーで初顔合わせの出来立てほ
やほやのアンサンブル。太田光子先生のお
力添えをいただき、楽しい演奏を目指します！

（大阪府、福岡県）

Die Zauberblockfloeten
（リコーダーアンサンブル）

J.S.Bach “Trio Sonata”
徳永隆二、安江桜子、渡辺浩行（リコーダー）

2006 年の初結成からほぼ毎年、福岡古楽
音楽祭古楽コンサートに出演させていただ
いてきました。新・福岡古楽祭にも出演で
きるのは大きな喜びです。古楽祭の期間中
のみ練習する機会が出来る居住地の離れた
メンバー、今年も目一杯楽しんで練習＆演

奏します。（大阪府、静岡県、福岡県）

鳥取バロックアンサンブル（器楽合奏）
J.S. バッハ「ブランデンブルグ協奏曲第5
番」より抜粋
坂下展章（フラウト・トラヴェルソ）、中井唱（ソロ
ヴァイオリン）、西野晟一朗（チェンバロ）、奥田和
也（ヴァイオリン）、圓井友梨（ヴィオラ）、表飛悠人、
谷口和也（チェロ）

この曲を演奏出来る日が来るなんて、本当
に夢のようです！！ あのチェンバロのソロ、
どうかご期待下さい！！（鳥取県）

福岡祝祭アンサンブル
ルイージ・ロッシ（Luigi Rossi）　歌劇「オ
ルフェオ（Orfeo）［1647年］」より
野田よう子（リコーダー）、大喜多陽子、阿部等（オー

ボエ、パーカッション）、土田ふみ、藤原みか、吉
岡充弘（フラウト・トラヴェルソ）、樫原典子、中村
英敏、藤嶋晴、岩田悠花（ヴァイオリン）、城輝昭、
白濱茂樹（チェロ）、白濱美佐子（ガンバ）、宮園
智子（リュート）、田中美和子、酒井寿喜、藤原
佐保子、市橋なぎさ（ソプラノ）、平野智菜（アルト）、
長野公宣（カウンターテナー）初瀬正典、堤顕紘（テ
ナー）
指揮：岩田耕作

二日間の古楽コンサートの取りを務めるのは、
公募により全国から集まったメンバーによっ
て編成された「福岡祝祭アンサンブル」です。
華やかなステージをお楽しみください。

コンヴィヴィオ・ムジカーレ
（リコーダーアンサンブル）

バッハ ｢ファンタジアとフーガ　ハ短調　
BWV.537｣
荒巻純子、内屋敷律子、白濱美佐子、須藤千
津子（リコーダー）

コンヴィヴィオ・ムジカーレ（音楽の宴）は
リコーダーの奥深さと多彩な魅力にひきつ
けられて集まった主婦４人のグループです。
2006年に結成され、３年前にメンバーが１
人入れ替わり、以来、新たな響きを求めて
練習を重ねてきました。
今回はグレートバス、コントラバスを使用し
た低い楽器での演奏です。どうぞお聴きく
ださい。（大分県、福岡県）

宮本 修（リコーダーソロ）
バッハ「無伴奏フルートパルティータ」

福岡での古楽祭存続おめでとうございます。
それとスタッフの皆様に深い感謝をささげま
す。（熊本県）

たまの音楽家（器楽合奏）
J.ボールドウィン「二重奏」
J.M.オトテール「組曲」
大喜多陽子、阿部 等（クルムホルン、リコーダー）

昨年の「最後の音楽祭」に初参加し、得難
い経験ができました。東京からの参加はな
かなか障壁も大きく、メンバー揃っての参
加というわけにはいきません。今回も２名で、
去年に続いてクルムホルンとヴォイスフルー
トを演奏します。（東京都）

坂下由子（リコーダー）
テレマン「リコーダー協奏曲ヘ長調」より　
第1、第2楽章
坂下由子（リコーダー）中井唱、奥田和也（ヴァイ
オリン）、圓井友梨（ヴィオラ）、表飛悠人（チェロ）、
西野晟一朗（チェンバロ）

こんにちは。これまで、リコーダーデュオ「ミー
ル」、リコーダーアンサンブル「アポロ・フ
ラウテ」、古楽アンサンブル「鳥取バロック
アンサンブル」のメンバーとして、福岡古
楽音楽祭の古楽コンサートに出演させてい
ただいてきましたが、今回初めて、コンチェ
ルトのソロを演奏させていただきます。リコー
ダーを始めた時からの憧れの名曲、まさか
フル編成で演奏できる日が来るとは、本当
に夢のようです。楽しく演奏できるようメン
バーと共に頑張ります。よろしくお願いいた
します。（鳥取県）

河本 基實（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
サントコロンブ「プレリュード、アルマンド、
クーラントとドゥーブル」

小国、福岡の古楽祭でガンバを教えていた
だいてきました。引き続き新・福岡の古楽
祭でも勉強を続けさせていただきたいと思
います。（山口県）

Duo FUMICA（フラウト・トラヴェルソ）
Georg Philipp Telemann “Sonata in 
G-Dur TWV40:148”
藤原みか、土田ふみ（フラウト・トラヴェルソ）

私達はそれぞれ学生時代に有田正広先生に
副科でトラヴェルソを教えていただきました
が、卒業後はひとりで練習の日々。長崎在住、
福岡在住の私達は福岡古楽音楽祭を通して
知り合い、昨年の音楽祭終了後から数カ月
に一度練習をしています。
本日は 1999 年にキエフで再発見された二
重奏曲「９つのソナタ」からTWV40：148
を演奏します。（長崎県、福岡県）

J&J Band mini（器楽合奏）
ルクレール「ソナタOp.2-8」より
瀬部香織（リコーダー）、城輝昭（バロック・チェロ）、
坂田ますみ（チェンバロ）

昨年結成の J&J Band です。今年は、憧れ
の古楽コンサートに初挑戦。アンサンブルっ
て楽しい！そんな幸せな気分が、会場のみ
なさまにも伝わったら嬉しいです♪（三重県、
福岡県）

リコーダーデュオ「風」
バッハ「フランス組曲第3 番」よりアルマン
ド、メヌエット、アングレーズ、ジーグ
柳原郁子・荒巻純子（リコーダー）

福岡と大分在住の二人によるリコーダーデュ
オです。今年で４回目の参加になります。
息の合った演奏ができれば嬉しいです。（大
分県、福岡県）

オルケスタ・デ・ピコ
（リコーダーアンサンブル）

Elway Bevin “Browning”
Willem Wander van Nieuwkerk 
“Kadanza”
赤木裕子、片小田秀行、中野真澄、西田孝子、
野村明告、白濱美佐子、白濱茂樹、須藤千津子、
寺園喜基、内屋敷律子（リコーダー）

通称「オル・ピコ」と名乗る、大坪由香先

生のレッスン生による小オーケストラです。
2003 年の第 5 回古楽音楽祭から参加して
います。（福岡市）

福岡バロックダンスの会
「群舞のパヴァーヌ」
パヴァーヌ「我が美しき想い人」「バッサ・
ダンツァ・ヴェヌス」「馬のブランル」
伊藤美子、平島恵子、加藤隆明、相澤十百美、
佐藤美佳、大田黒ありさ、市原美穂、金田典子（バ
ロックダンス）

日本に初めてヒストリカル・ダンス（ルネサ
ンス・バロック・ロココ期に実際に踊られ
ていた舞曲の総称）を紹介し指導もされた
エヴァ・カンピアヌ女史に師事し、現在は
福岡でバレエ研究所を率いる古賀穂南美・
彌吉清孝先生のもと、今に残る舞曲を復元
したダンスを、指導していただいております。

（北九州市）

合唱セミナー受講生による発表演奏
G.P.da Palestrina “Sicut cervus”
C.Monteverdi “Kyrie（4声のミサ［1650 年］）”
Schütz “Die mit Thränen seen”
SopⅠ：梅津朋子、太田直子、木村純枝、白水響子、
鈴木加代子、高橋彰子、日高文
SopⅡ：加賀美弥子、川田純子、田上朝子、三
久保佐和子、山田幸子、米倉立子
Alt：岩熊真由美、大坪暢子、奥山由里、堺亜希子、
平井佐和子
Ten.：石橋優、梅津教孝、隈健一、坂本衆三
Bas.：安西博之、鈴木淳、次田友暁、原田研
指揮：安積道也

今回の音楽祭のために全国各地から集まっ
たメンバーが合唱団としてステージに立つ
のは、これが最初で最後です。レッスンの
成果はいかに！

講師との共演
白石嘉毅（バロックフルート）
ヘ ン デ ル「ト リ オ ソ ナ タ　ロ 短 調　
HWV386b」より第1、2楽章
河本基實（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
山本香代子（チェンバロ）
講師：前田りり子（バロックフルート）

私自身５年ぶりのステージとなり、大変緊
張しています。りり子先生、河本さん、山
本さんのお力を借りて大好きなヘンデルのト
リオソナタに挑戦したいと思います。（福岡県）

講師との共演
山田夕子・瀬部香織（リコーダー）
H.Issac "Der Hund"

古楽コンサート〈第Ⅱ部〉
10月13日（月・祝）10:00～13:00　アクロス福岡4階	国際会議場

古楽セミナー
10月12日（日）　練習室、セミナー室ほか
◉祝祭アンサンブルセミナー　アクロス福岡	練習室①　講師：岩田	耕作
◉合唱セミナー　アクロス福岡	サロン（8階）　講師：安積	道也
講師：鈴木美登里（声楽）、太田光子（リコーダー）、前田りり子（フルート）、上尾直毅（チェンバロ）、
	 佐藤豊彦（リュート）　※プロフィールは3頁参照

観賞無料

聴講無料

祝祭アンサンブルセミナー講師

岩田耕作	チェンバロ
福岡県飯塚市出身。6歳のときに失明。筑波
大学付属盲学校高等部音楽科を卒業後ヨー
ロッパに留学。ブリュッセル王立音楽院に
てチェンバロと室内楽のプルミエ・プリ、
ストラスブール音楽院にてチェンバロと作
曲法の金賞を受賞。チェンバロを小林道夫、橋本ひろ、アリーン・
ジルヴェライヒ、チェンバロとオルガンをロベール・コーネン、
通奏低音とオルガンをマルタン・ジェステール、作曲法をオディー
ル・シャルベ、マルク・アンドレの各氏に師事。現在福岡を拠点に、
演奏活動、作曲、レッスンなどを行っている。

合唱セミナー講師

安積道也	指揮者、オルガニスト
フライブルグ国立音楽大学にて指揮科と教会
音楽科を修了。ドイツ国家資格教会音楽家最
高位取得。バイロイト・レーゲンスブルク合
唱指揮者コンクール優勝。在独中、ギュンター
スタール聖マリア教会音楽監督、ドイツフランス合唱団常任指揮
者を兼任。合唱指揮をM.シュルト‐イェンセン、オルガンをH.ド
イチュ、声楽をE.B.ヒレマン、音楽理論・作曲法をO.ビュージン
グの各氏に師事。現在、西南学院音楽主事・オルガニストを務め
る傍ら、指揮者、オルガニストとして国内外で演奏・指導を行なっ
ている。西南学院大学聖歌隊、西南学院オラトリオ・アカデミー
常任指揮者。エリザベト音楽大学非常勤講師。

楽器
講師
会場

祝祭アンサンブル
岩田耕作
練習室①

チェンバロ
上尾直毅
練習室②

リコーダー
太田光子
練習室③

フルート
前田りり子
練習室④

リュート
佐藤豊彦
練習室⑤

声楽
鈴木美登里
セミナー室①

休　憩 (11:45～12:15)休　憩（10:45～12:45）

冨安香澄

小田部陽子

河本基實

川末矢江子
鳥取バロックアンサンブル

〈フルート〉

野田よう子

山田夕子

坂下展章

瀬部香織
辛島明美

〈チェンバロ〉

白石嘉毅

福嶋聡

福永等

坂下展章
山田・瀬部

〈リコーダー〉

森雅生

宮園智子

田代芳嗣

中野博司

種田良実

田中千佳

森山紀子

中山美智子

MMmadrigalists

市橋なぎさ

午前の部
9:15～10:45

午後の部
12:45～15:15

合唱
安積道也

サロン

午前の部
9:15～10:45

午後の部
12:45～15:15

1 9:45～10:45

210:45～11:45

312:15～13:15

413:15～14:15

514:15～15:15

©studio-mickey.com
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L’Incontro 〈再会〉～イタリアンバロックの室内楽～
2015年10月23日（金）　あいれふホール　19時開演
出演：鈴木秀美（バロック・チェロ）、若松夏美（バロック・ヴァイオリン）、
	 鈴木美登里（ソプラノ）、上尾直毅（チェンバロ）
曲目：Antonio	Vivaldi「Lungi	dal	vago	volto	愛しい顔から離れれば」
	 Francesco	Maria	Veracini	“Sonate	accademiche	opera	seconda	no.	XII”
	 Antonio	Vivaldi	“cello	sonata	in	B	flat	major		RV46”
	 Giovanni	de	Macque	“Capricio	sopra	re	fa	mi	sol”　　ほか

ワルター・ファン・ハウヴェ（リコーダー）による
レクチャーコンサート
2015年10月24日（土）　アクロス福岡 国際会議場　時間未定

古楽セミナー
2015年10月24日（土）
講師：鈴木秀美（バロック・チェロ）、若松夏美（バロック・ヴァイオリン）、前田りり子（フルート）、
	 上尾直毅（チェンバロ）、鈴木美登里（声楽）、岩田耕作（祝祭アンサンブル）、
	 ワルター・ファン・ハウヴェ（リコーダー）　ほか

古楽コンサート　
2015年10月24日（土）、25日（日）　時間未定

ジュリアーノ・カルミニョーラ＆
ヴェニス・バロック・オーケストラ
2015年10月25日（日）　
アクロス福岡　福岡シンフォニーホール　時間未定
曲目：「イタリア・バロック名曲集」予定

※曲目、会場等は変更になることがございます。

2015年の音楽祭は、10月23日～25日に開催！

新・福岡古楽音楽祭2014は、以下のメンバーを中心に運営の準備を進めてきました。

村山暁、安積愛子、梅津教孝、樫原典子、小牧達彦、左座武彦、志村聖子、瀬部香織、
添嶋麻里、中山美智子、前田明子、三久保佐和子

［お問合せ先］新・福岡古楽音楽祭	事務局　
〒810-0001	福岡市中央区天神1-1-1	アクロス福岡2階　（公財）アクロス福岡	事業部	企画グループ内
メール	kogaku.fes@gmail.com　HP	http://www.kogaku.net/　電話	092-725-9327

来年度の音楽祭に向けて、当日の運営業務に参加して
下さるボランティアを募集しております。ご関心があ
る方はぜひ事務局へお問い合わせ下さい。

ボランティア
募集中！

鈴木秀美 若松夏美


