
 !!!
 

　 
!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
    
!
!
!
!
　　　【会期】2016年10月8日（土）～10日（月・祝） 
　　　【会場】あいれふホール　福岡市中央区舞鶴2-5-1 
　　　　　　　アクロス福岡　　福岡市中央区天神1-1-1 

!
新・福岡古楽音楽祭　実行委員会 
〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1-2F 

（公財）アクロス福岡事業部企画グループ内 
TEL 092-725-9327　FAX 092-725-9102　 

Email: kogaku.fes@gmail.com 　 
URL:  http://www.kogaku.net/ 

!

新・福岡古楽音楽祭 2016 
報告書

mailto:kogaku.fes@gmail.com
http://www.kogaku.net/


新・福岡古楽音楽祭2016　報告書 
目　次 

!
開催概要　　     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
タイムテーブル　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
入場者数　　   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ !
実施概要 
　室内楽コンサート「テレマン in パリ ～大作曲家が旅先で見たもの」  ・・・・・・ 
　ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサンブル 
　　　　　　　　　　　　　　　　　「ベルサイユ宮のシンフォニー」   ・・・・・・ 
　曽根麻矢子トークコンサート「チェンバロの魅力」  ・・・・・・・・・・・・・・ 
　チェンバロ・ワークショップ「チェンバロに親しもう！」   ・・・・・・・・・・・ 
　古楽マスタークラス　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　古楽セミナー【合唱コース】【古楽アンサンブルコース】　・・・・・・・・・・・ 
　古楽ステージ【第1部】【第2部】 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　交歓パーティ　　 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　パネル展　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　古楽器、CD等の展示　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　プレコンサート（その1）（その２）（その3）　・・・・・・・・・・・・・・・ !
看板　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
館内サイン、名札　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ !
チラシ 
　新・福岡古楽音楽祭2016総合チラシ　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　室内楽コンサート「 テレマン in パリ ～大作曲家が旅先で見たもの」・・・・・・ 
　ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサンブル 
　　　　　　　　　「ベルサイユ宮のシンフォニー」　・・・・・・・・・・・ ・・ 
　曽根麻矢子トークコンサート「チェンバロの魅力」　 ・・・・・・・・・・・・・ 
　プレコンサート（その1）「パリ四重奏」     ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　プレコンサート（その2）アクロス福岡フロアコンサートvol.423 特別編　・・・・ 
　プレコンサート（その3）ミュージック☆ファクトリーvol.71　・・・・・・・・・ !
新聞記事 
　朝日新聞　（8/15夕刊）、毎日新聞（9/15朝刊）、西日本新聞（9/16夕刊）・・ 
　毎日新聞　（9/22朝刊）、朝日新聞（9/22朝刊） ・・・・・・・・・・・・・・ 
　西日本新聞（9/23朝刊）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　朝日新聞　（9/27朝刊）、読売新聞（9/27夕刊）・・・・・・・・・・・・・・ 
　西日本新聞（9/30夕刊）、西日本新聞（10/5朝刊）、日本経済新聞（10/5夕刊）、 
　　毎日新聞（10/6朝刊）、西日本新聞（10/8夕刊）・・・・・・・・・・・・・ !
雑誌記事 
　 古楽情報誌アントレ（2017年1・2月合併号）・・・・・・・・・・・・・・・・ !
広告掲載 
　アントレ7・8月号（有料広告）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　アントレ7・8月号（無料告知記事）、アントレ10月号（無料告知記事）  ・・・・ 
　ぶらあぼ7月号（有料広告） ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　月刊はかた（無料告知記事 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　よかなび9～10月号（無料告知記事） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ !
特集記事 
　情報誌ACROS 9月号　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ !
メンバー名簿　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2017年の実施概要予定　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  3 
  3 
  4 !!
  5 !
  7 
  9 
10 
12 
14 
15 
18 
18 
19 
19 !
21 
22 !!
23 
25 !
27 
29 
31 
33 
34 !!
35 
36 
37 
38 !
39 !!
40 !!
46 
46 
47 
47 
48 !!
49 !
50 
50 !!2



開　催　概　要 !
■名　　称：新・福岡古楽音楽祭2016 ～爛熟のパリ・ロココ～ 
■目　　的：これまで地元・全国の多くの方に親しまれて来た「福岡古楽音楽祭」が第15回（2013年） 
　　　　　　で一区切りとなったことを受け、旧来の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、③参加者の研鑽と交流の場）を引き継ぎ、新しい世代が企画・運営に関わって、 
　　　　　　これまで守られてきた音楽祭の理念を継承し、福岡から全国へ古楽の魅力を発信する。 
■主　　催：新・福岡古楽音楽祭実行委員会、18世紀音楽祭協会、福岡県、福岡市、 
　　　　　　公益財団法人アクロス福岡、公益財団法人福岡市文化芸術振興財団 
■会　　期：2016年10月8日(土)・9日(日)・10日(月・祝) 
■会　　場：あいれふ（福岡市健康づくりサポートセンター）、アクロス福岡 
■講　　師：寺神戸亮（バロック・ヴァイオリン）、上村かおり（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、 
　　　　　　前田りり子（フラウト・トラヴェルソ）、太田光子（リコーダー）、 
　　　　　　曽根麻矢子（チェンバロ）、安積道也（合唱）、岩田耕作（アンサンブル） 
■出　　演：小池ユキ（バロック・ヴァイオリン）、チョー・ソンヨン（チェンバロ）、 
　　　　　　ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサンブル  
■実施事業：コンサート（3公演）、古楽セミナー（2種類）、マスタークラス（5コース）、 
　　　　　　古楽ステージ、ワークショップ、パネル展 
■展示出展：7社 
■来場者数：延べ8,621人 
■プレコンサート：アクロス・ランチタイムコンサートvol.53「パリ四重奏」　　　　　（10月4日） 
　　　　　　　　　アクロス福岡フロアコンサートvol.423「特別編」　　　　　　　　 （10月6日） 
　　　　　　　　　ミュージック☆ファクトリーvol.71「目覚めた楽器たちが騒ぎ出す」（10月8日） !
　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイムテーブル 
10月8日（土）                                                                                      

!
10月9日（日）  

                                                                            　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
10月10日（月・祝） !!!!!
 !

13:00-14:55 マスタークラス（リコーダー）　　 あいれふ講堂（10F）

開演16:00 室内楽コンサート「テレマン in パリ  
　～大作曲家が旅先で見たもの～」 あいれふホール（10F）

9:45-14:30 古楽セミナー（古楽アンサンブル） 
　　　　　　（合唱）

アクロス福岡 練習室（地下2F） 
アクロス福岡 交流ギャラリー（2F）

10:00-15:25   
マスタークラス（バロック・ヴァイオリン、ヴィオ
ラ・ダ・ガンバ、フラウト・トラヴェルソ、 
リコーダー）

アクロス福岡 練習室（地下2F）　

10:00-15:25 マスタークラス（チェンバロ） アクロス福岡　円形ホール（1F）

13:00-15:00 古楽ステージ【第１部】    　　　　　　 アクロス福岡　コミュニケーションエ
リア（1F）

開演16:00 ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサ
ンブル「ベルサイユ宮のシンフォニー」

アクロス福岡　シンフォニーホール
（1F）

10:00-11:00　
　

チェンバロ・ワークショップ「チェンバロに
親しもう」 アクロス福岡 円形ホール（1F）

10:30-11:30  古楽セミナー（古楽アンサンブル） アクロス福岡 練習室（地下2F）

10:30-13:30 古楽ステージ【第2部】  アクロス福岡 国際会議場（4F）　

開演15:00 曽根麻矢子トークコンサート「チェンバロの魅力」  アクロス福岡 国際会議場（4F）　
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!!
                                                        　　　　　　　 

新・福岡古楽音楽祭2016  来場者（参加者）データ 
!
　　　　　　来場者数   8,621 名  　　 
!!
　＜内訳＞ 
　　音楽祭期間中 !!!!!!!!!!!!!!!!
　　 
　　プレコンサート !!!!!!!!!!!
 !

10月4日 アクロス・ランチタイムコンサートvol.53 
「パリ四重奏」

779名

10月6日 アクロス福岡フロアコンサートvol.423「特別編」 256名

10月8日 ミュージック☆ファクトリーvol.71 
「目覚めた楽器たちが騒ぎ出す」

50名

10月8日 マスタークラス 
室内楽コンサート 
交歓パーティ

  46名 
232名 
45名

10月9日 マスタークラス 
古楽セミナー 
古楽ステージ（第1部） 
ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサンブル

238名 
107名 
  280名 
686名

10月10日 チェンバロ・ワークショップ 
古楽セミナー 
古楽ステージ（第2部） 
曽根麻矢子トークコンサート

38名 
41名 
347名 
302名

10月3日～　
　　    10日

パネル展 5174名

音楽祭期間中の合計 7,536名
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室内楽コンサート 
「テレマン in パリ　～大作曲家が旅先で見たもの～」 
!
日時：2016年10月8日 16:00開演 
会場：あいれふホール 
主催：18世紀音楽祭協会、新・福岡古楽音楽祭実行委員会、福岡県、福岡市、 
　　　（公財）アクロス福岡、（公財）福岡市文化芸術振興財団 !
出演：寺神戸亮・小池ユキ（バロック・ヴァイオリン）、上村かおり（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、 
　　　前田りり子（バロック・フルート）、曽根麻矢子（チェンバロ） !
プログラム： 
　G.Ph.テレマン　 
　　フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ・ダ・ガンバまたはチェロと通奏低音のための6つの組曲か 
　　らなる新しい四重奏（パリ四重奏曲）第1番ニ長調 
　A.フォルクレ   
　　組曲4番 ト短調から「パッシーの鐘」-「ラトゥール」-「パッシーの鐘」（ガンバ） 
　　組曲1番 ニ短調から「フォルクレ」（チェンバロ） 
　M.ブラヴェ　　　 
　　フルート協奏曲　イ短調 
　J-M.ルクレール 
　　2つのヴァイオリンと通奏低音のための序曲　Op.13-5　イ長調 
　A.フォルクレ 
　　組曲2番 ト長調から「ルクレール」（ガンバ） 
　　組曲1番 ニ短調から「クープラン」（チェンバロ） 
　F.クープラン　 
　　コンセール「リュリ賛」（比類無きリュリ氏の永遠の思い出に） !!!!!!!!!!!!!
■実行委員レポート 
　満場の聴衆のもと、G.Ph.テレマン「パリ四重奏曲第1番ニ長調」が演奏されました。テレマンは、
当時その名声を聞きつけたパリの音楽家達から招待を受け、1737年から翌年にかけてパリに滞在。
この作品はその間に書かれた曲の一つです。序曲”Vivement”は、春の訪れのような柔らかく楽しい
雰囲気をもつ曲で、テレマンの緻密な音楽のイメージを覆すものでした。フルートとヴァイオリン、
ガンバが語るように歌い、対話を紡いでいくのに客席は引き込まれました。当時、音楽様式ではイタ
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リアとフランス様式が対立していましたが、この作品にも随所にそれぞれの特徴的な要素、そして両
者の融合が見受けられるようでした。 
　続いて、当時パリで活躍していたヴィルトゥオーゾ達の作品が取り上げられました。フォルクレの
「組曲」(1,2,4番より)はガンバ、チェンバロのいずれで演奏しても良いそうですが、上村さんと曽根
さんのソロがそれぞれ際立ち、対比して聴くのが面白く、ブラヴェ「フルート協奏曲イ短調」とルク
レール「2つのヴァイオリンと通奏低音のための序曲」(op.13-5)では、フルートとヴァイオリンのソ
ロ楽器としての表現力の豊かさや、楽器同士の語り、丁々発止の掛け合いなどアンサンブルの魅力を
存分に楽しむことができ、当時の音楽家同士の、演奏を通した交流の風景を目の当たりにできたよう
でした。 
 !!!!!!!!
 !!!!!!!!!!
　プログラムの締めくくりは、5名の奏者が揃って、F.クープランのコンセール「リュリ賛」。寺神戸
さんによると、この作品は、フランス音楽の中でも特に栄華を誇ったリュリが精霊達によってパルナ
ソス山に導かれ、イタリアの作曲家たちと対決、調和するという物語で、「イタリアとフランス音楽
の融合こそが音楽を完璧にする」というクープランの理想が表れているそうです。全13曲で構成され、
各曲には場面状況を示す表題がつけられています。例えば「パルナッス山へと連れ去られるリュリ」(第
7曲)など。演奏の際には、1曲ごとに小池さんが表題を朗読され、物語を楽しむことができました。
冒頭でリュリがミューズ達と音楽を奏でている場面の音楽は優雅で、幾層にも重なった薄いレースが
風に揺れるよう。その後、軽快なエールに続いて、いよいよアポロが降臨。ここで物語が動きだし、
順に登場人物や局面を描写していく様子など、まさにバロックオペラを「聴いている」ような臨場感
でした。 
　演奏家によるトークをはさみ、ステージと客席の距離感が近まり、アーティストとの一体感が感じ
られたコンサートでした。聴衆は惜しみない拍手を送り、初日の夜が感動のうちに終了しました。 
 !
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ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサンブル 
「ベルサイユ宮のシンフォニー」 
   
日時：2016年10月9日 16:00開演 
会場：アクロス福岡 シンフォニーホール（1F） 
主催：新・福岡古楽音楽祭実行委員会、18世紀音楽祭協会、福岡県、福岡市、 
　　 （公財）アクロス福岡、（公財）福岡市文化芸術振興財団 !
出演：ダニエル・キュイエ（指揮、バロック・ヴァイオリン） 
　　　ストラディヴァリア・ナント・バロック・アンサンブル !
プログラム： 
　J.F.ルベル 
　　バレエ音楽「田園の楽しみ」 
　　バレエ音楽「四大元素」 
　F.フランクール 
　　ロイヤルフェストのための交響曲1773（アルトワ伯の王室祝典に寄せるサンフォニー） 
 !!!!!!!!!! !
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　©椎原　一久 !!
■実行委員レポート 
　 2日目のコンサートでは、ルイ14世が芸術のパトロンとしても絶大な権力をもっていた当時、ヴェ
ルサイユ宮殿を中心に宮廷文化が栄華を誇る中で活躍した2人の作曲家、ジャン=フェリ・ルベルと
フランソワ・フランクールの作品が取り上げられました。 
　ルベルのバレエ音楽「田園の楽しみ」の演奏が始まると、シンフォニーホールは、宮廷らしく洗練
され優雅な響きに包まれました。牧歌的なメロディに、小鳥が鳴いているような装飾が加わり、ロコ
コの風景絵画にあるような田園風景が描き出されました。総勢17名のアーティスト達は、肩の力の
抜けた自然な演奏スタイルで、キュイエさんも音楽に合わせて踊るように演奏されていたのが印象的
でした。 
　ルベルのバレエ音楽「四大元素」の冒頭は不協和音で始まり「あれ?現代音楽?」とインパクトのあ
る驚きでした。ヴァイオリンが激しく燃える火を表現するなか、トラヴェルソが鳥の鳴声を美しく響
かせ、世界が混沌から徐々に落ち着き、形作られていく様子が音楽で表現されました。筆者は中央右 
寄りの席で聴いていましたが、シンフォニーホールの響きは大変良く、細かいパッセージも届き、宮
殿の大広間の響きにひたることができました。キュイエさんは時々客席の方を向きながら演奏され、
親近感を一層感じられました。  
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!!!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 !!!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　©椎原　一久 !
　 フランクールの「アルトワ伯の王室祝典に寄せるサンフォニー」(1773年)は、ルイ16世の弟にあ
たるアルトワ伯の結婚に際して、ヴェルサイユ宮殿での祝宴のために作曲された作品です。このコン
サートでは、キュイエさんが管弦楽組曲に構成したものが演奏されました。このアンサンブルの特徴
の一つは、まろやかで柔らかい弦楽器の音といえるでしょう。木管の音にも空気感が感じられ、輪郭
が柔和で優雅な響きが魅力的でした。そこにチェンバロがきらびやかに装飾を加えて、全体としてゴ
ージャスな宮廷の響きを作り上げていました。バロック音楽が17世紀にイタリアで生まれた後、フラ
ンスに伝わり、ヴェルサイユ宮殿を中心に「優雅で繊細な陰影を持つフランス様式」へと洗練されて
いきましたが、この日、宮廷文化の最盛期に創られたバレエ音楽と交響曲をたっぷりと堪能すること
ができました。コンサートの最後に、キュイエさんが会場に「福岡にお招きいただき大変嬉しいで
す」とメッセージを下さいました。アンサンブルのメンバー達、そして奥様でチェンバロ奏者のジョ
スリーヌさんと抱擁をかわし、ステージを後にする姿は控えめで、音楽に対する謙虚な姿勢がかいま
見えるようで、大変爽やかな余韻が残りました。 !!!!!!!!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 !
◆聴衆の声（アンケートより） 
○多彩・多様な表現のできるアンサンブルに驚きました。バロック・アンサンブルの生の演奏を初体
　験。そのやわらかい響きに魅了されました。豊かな響きの弦楽器と木管楽器のやわらかい音色にう 
　っとり。多才な表現力で演奏する奏者も素晴らしい。 
○フランスの美しい音楽をじっくり味わい、幸せな気分です。ベルサイユ宮殿に行った時のことを思 
　い出し、その雰囲気を再び呼び返しました。 
○待ちに待ったストラディヴァリアの優しく豊かな音色に引き込まれました。ハーモニィがよくまと 
　まり、心打たれるアンサンブルに感動しました。 
○ルベルもフランクールも初めて聴く楽曲です。ルベル「四大元素」のカオスの出だしにぞっとしま 
　した。本当に「混沌」としたイメージが広がり、17世紀に作られた曲とは思えない感じでした。
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　曽根麻矢子トークコンサート「チェンバロの魅力」 
!
日時：2016年10月10日  開演15:00 
会場：アクロス福岡　国際会議場（4F） 
主催：新・福岡古楽音楽祭実行委員会、18世紀音楽祭協会、福岡県、福岡市、 
　　 （公財）アクロス福岡、（公財）福岡市文化芸術振興財団 
　　 
出演：曽根麻矢子（チェンバロ） !
＜プログラム＞ 
　J.S.バッハ：前奏曲 変ロ長調（平均律クラヴィーア曲集第1巻 第21番 BWV866から） 
　G.F.ヘンデル：パッサカリア ト短調（組曲第7番 HWV432から） 
　D.スカルラッティ：ソナタ イ長調 K.211、ソナタ イ長調 K.212 
　J.P.ラモー：ミューズたちの語らい、一つ目の巨人 
　J.デュフリ：ラ・フェリクス、ラ・ダマンジ 
　A.L.クープラン：アルルカン、またはアダム 
　J.N.P.ロワイエ：敏感、スキタイ人の行進 
 !!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!
■実行委員レポート 
　 音楽祭3日目の午後は、国際会議場(アクロス福岡4階)にて、曽根麻矢子さんのトークコンサートが行わ
れました。曽根さんは第14回福岡古楽音楽祭(2012年)「鍵盤楽器の祭典」の際にソロコンサート(あいれ
ふホール)で演奏され、満場の聴衆を魅了したことは記憶に新しいところです。 
　 プログラムの前半は、1685年生まれの3人の作曲家達、J.S.バッハ、ヘンデル、スカルラッティの作品
を、後半は、今年の音楽祭のテーマでもある18世紀のフレンチ・バロック期から4人の作曲家の作品で構
成され、演奏の合間に、チェンバロの音が鳴るしくみや、作品の解説を交えながら進められました。国際
会議場は、チェンバロ・ソロには「少し広めの空間」ということでしたが、当日使用されたチェンバロは
佐賀県の中村壮一氏製作によるもの(18世紀フランスのモデル)で後ろ席でもよく響き、一台の楽器から紡
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ぎだされる表現の幅、音色の多彩さは、まるで別のチェンバロかと思うほど。満場の聴衆は静かに聴き入
り、客席には、午前中のチェンバロワークショップ会場にいた子ども達の姿も見られました。 
　 前半では、緻密に構成されたバッハと、流麗、典雅なスカルラッティの音楽のそれぞれの特徴が際立
ち、ドイツとイタリアの様式や美の違いを改めて感じられました。後半は、フランス革命の年に亡くな
り、激動の時代を過ごしたデュフリやA.L.クープランの作品のほか、オペラでも有名なJ.P.ラモーの「ミュ
ーズたちの語らい」、「一つ目の巨人」、そしてJ.N.P.ロワイエの「敏感」といった、詩的かつドラマティ
ックでオペラのような構想をもつ作品が取り上げられました。アンサンブルでの通奏低音とは異なり、チ
ェンバロ奏者が1人で壮大な音楽世界を創り出す、「チェンバロ・ソロ」というジャンルの魅力と奥深さを
堪能できた1時間でした。 
　 聴衆の皆さんからは「チェンバロの音色、リズム感の美しさを再確認し、感動しました」、「チェンバ
ロをあれほどアグレッシブに楽しく弾かれることに感動した」等の感想が寄せられ、終演後の会場には感
動が渦巻いていました。 

!
 ◆聴衆の声（アンケートより） 
　◯まるで歌っているかのような演奏でした。チェンバロのしくみ、音の鳴り方の違いなど、解説も勉強 
　　になりました。デュフリ、クープラン、ロワイエといったなじみがあまりない楽曲も素晴らしかった 
　　です。 
　◯曽根さんのトークとチェンバロ演奏は素晴らしい。チェンバロの生演奏を聴く機会は少なく有意義な 
　　コンサートでした。人の心を癒してくれます。 
　◯大変良かった。チェンバロをあれほどアグレッシブに楽しく弾かれることに感動した。　 
　◯この音楽祭の特徴と思いますが、演奏者を身近に感じられ、より親しみが持てるようになっています 
 !!
チェンバロ・ワークショップ「チェンバロに親しもう！」 
!
日時：2016年10月10日（月・祝）10:00-11:00 
会場：アクロス福岡　円形ホール（1F） 
講師：曽根麻矢子（チェンバロ） !
参加者：矢古島　慎成（小3）、河原田　曉（小6）、武居　佳花（中2） !!!!!!!!!!!!
 !! 10
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!
■実行委員レポート 
　さて、今年もチェンバロ初心者を対象としたワークショップが開催されました。今年の講師はチェ
ンバロ奏者の曽根麻矢子さん。ワークショップに事前に応募し、参加した小中学生3名はいずれもピ
アノを習っているものの、チェンバロに触れるのは初めてということでした。J.S.バッハのインヴェ
ンションやシンフォニア、平均律と、事前に練習してきた曲を演奏しました。子ども達は、チェンバ
ロに接して「ペダルがない！」とか「音（ピッチ）が違う」など、それぞれに様々な発見があったよ
うでした。ペダルがなくても、例えば左手の基盤の音を伸ばしておき(＝「フィンガーペダル」)、和
音の移り変わりを浮き立たせることで音楽を支えられることや、音の高さ(ピッチ)は自分で予め調整
して変えられる、と実演を交えての説明に、子ども達は感心した様子でした。 
　また、子ども達からは「タッチが違う」という感想も聞かれました。曽根さんによると、チェンバ
ロを演奏する上で大切なポイントは、鍵盤を触って①ツメが弦に触れ、ひっかかったことを感じ、そ
の上で、②「ツメが弦をはじいた」という感覚を「指で感じられること」だそうです。チェンバロの
タッチの特徴と音が鳴るしくみについて、子どもの年齢に合わせて説明を変え、分かりやすく時にユ
ーモアも交えながら楽しく説明されていたのが印象的でした。 
　さて、今回のワークショップではサプライズがあり、本日演奏した3曲を、子ども達から楽譜を借
りて曽根さんが順番に演奏して下さいました。インヴェンションでは、イネガルで2声が生き生きと
語り合い、「ここまで自由に弾いても良いんだ!」と、子ども達の新鮮な驚きが伝わってきました。
またシンフォニアは前の曲とは別の楽器のように柔らかい音色で、詩を編むように聞こえ、「しっと
りとしていた」という感想が聞かれました。 
　その後、聴衆席で聞いていた子どもにも試し弾きの機会を与えてくださり、皆が知っている「キラ
キラ星」の演奏までプレゼントしてくださった曽根さん。それぞれの子ども達にとって、忘れられな
いチェンバロとの出会いになったのではないでしょうか。 !!!!!!!!!!!!
◆受講生の声（アンケートより） 
　◯ひかせてもらえて良かったです。ありがとうございました。 
　◯楽しかった。また来たい。 
　◯とてもわかりやすくチェンバロの説明をしてくださり、チェンバロが何なのか全然知らなかったけ 
　　ど、しくみなどがよく分かりました。楽しかったです。ありがとうございました。 !
◆聴講者の声（アンケートより） 
　◯音のきれいさが本当に素敵です。先生のほがらかさも！ 
　◯チェンバロのしくみなど、詳しくご説明してくださり、とても面白くあっという間の時間でした。 
　　先生の演奏も素晴らしかったです。 
　◯チェンバロ、豊かな音色になるのですね。弦を連結するのですね。はじめて知りました。 
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!!
 
!
2016年10月8日（土）13:00～14:55　あいれふ講堂（10F） 
2016年10月9日（日）10:00～15:25　アクロス福岡 練習室（地下2F）・円形ホール（1F） !
講師：寺神戸亮（バロック・ヴァイオリン）　　上村かおり（ヴィオラ・ダ・ガンバ） 
　　　前田りり子（フラウト・トラヴェルソ）　 太田光子（リコーダー） 
　　　曽根麻矢子（チェンバロ） !
＜タイムテーブル＞ 
　10月8日（土）あいれふ講堂（10F） !!!!!!!!
　10月9日（日）アクロス福岡 練習室（地下2F）・円形ホール（1F） 

!
■実行委員レポート 
　同時並行で開催されたマスタークラスの中から幾つかを紹介しましょう。 
　前田りり子先生（トラヴェルソ）のクラスでは、舞曲についての講習が行われており、アルマンド、ガ
ボット、サラバンドといった舞曲のそれぞれの踊り方の特徴を、前田先生が実演を交えながら（踊りなが
ら）解説されていました。例えば、アルマンド（Almando=ドイツの）は角張ったイメージで、一定のテ
ンポで進み続ける中にオモテ、ウラの抑揚がある。それに対してガボットは「前後に進む小節」と「止ま
る小節」があり、ジャンプして方向を変えるように上下の動きもある。一方、サラバンドは前2つのように
直線的ではなく、カーブのイメージ…。それぞれのダンスにおける身体の動きを視覚的にイメージするこ
とによって、受講生の音楽演奏も立体感が増し、舞曲の特徴が浮き彫りにされていくようでした。 

練習室2 練習室3 練習室4 練習室5 円形ホール

講師 前田りり子 寺神戸亮 上村かおり 太田光子 曽根麻矢子

10:00-10:55 土田ふみ 
藤原みか

廣末真也・黒沼
千比呂・為国健
太・西野晟一朗

布施久美子 吉田陽子 近江宏

11:00-11:55
!

南方佳子 相内俊一
!

河本基實 瀬部香織 藤崎都代子

12:30-13:25
吉岡充弘・布施久
美子・近江宏・ 
前田りり子　♪

林内美織
!

吉田一美 高橋真千代 明石拓爾

13:30-14:25 瀬部香織・城輝
昭・坂田ますみ 亀之原佑介 ̶̶̶ 藤原佐保子 小田部陽子

14:30-15:25 西野晟一朗・ 
上村かおり　♪

牧原由依・ 
寺神戸亮　♪ ̶̶̶ ̶̶̶ 中野洋子

あいれふ講堂

講師 太田光子

13:00-13:55 山田夕子

14:00-14:55 野田よう子

12

マスタークラス　　（受講のみのコース） 
特別マスタークラス（講師との共演コース）♪



　太田光子先生（リコーダー）のクラスでは、楽譜に書かれた「音のかたまり」をどのように解釈し、息
を吹き込んでいくかについて解説されていました。楽譜上は均等な長さに書かれていても、その中でどの
音が重要かを意識すること、例えばある音型が続く場合に、最初の音を基盤にハーモニーを明確にしたり、
最初の音を「語る」ことによって音楽の輪郭や表情を作れることを演奏を交えながら示されました。 
　上村かおり先生（ガンバ）のクラスでは、西野晟一朗さん（チェンバロ）との古楽ステージでの共演に
向けて講習が行われており、西野さんの演奏について「ガンバの気持ちをよく分かっている」「和音の弾
き方もいい。待つところはきちんと待ってくれる」と評価されていたのが印象的でした。 
　寺神戸亮先生（ヴァイオリン）のクラスでは、牧原由依さんが、寺神戸先生との古楽ステージでの共演
に向けて二重奏曲を受講されました。セカンドパートを「伴奏」として弱々しく弾くのではなく、バスラ
インとして堂々と奏でることで「丁々発止の掛け合い」が臨場感をもって生み出されることが分かりまし
た。また、器楽アンサンブルにおいても、ガンバに対して「自分が伴奏であると思いすぎないこと」「丁々
発止、火花を散らすところが面白い」とアドバイスされ、前の晩の室内楽コンサートで目の当たりにした
「楽器同士の対話」を生み出す秘訣や考え方を理解できた気がしました。 
　音楽に真摯に向き合う演奏家の考え方に触れ、また受講生のビフォー・アフターの大きな変化に立ち会
うことができたひとときとなり、各クラスで熱心に聴講する方々の姿も多く見られました。 !
　 !!!!!
 !!
!!!!!!!!!
◆受講生の声（アンケートより） 
　◯より豊かな音を出すための奏法、アンサンブルのつくり方などとても勉強になりました。　 
　◯奏法について説得力のある言葉で分かりやすく細かく指導いただいたこと（が参考になった）。 
　◯弓の使い方、イタリア曲の装飾のつけ方など、先生が弾きながら説明して下さり、一つでも出来 
　　るようになりたいです。 
　◯曲の構成やまとめ方などとても参考になりました。 !
◆聴講生の声（アンケートより） 
　◯音楽の作り方がとても分かりやすく素晴らしかったです。理論的な面と感情的な面のバランス、表情 
　　のつけかた、勉強になりました。 
　◯情熱的かつ学術的なレッスンでした。バロックのルールとトラヴェルソの技術を総合的に教えていた 
　　だいた。 
　◯気づかせられたり新しい発見がたくさんあり、面白く聴かせていただきました。 !!
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古楽セミナー 

＜ 合唱コース ＞ 
!
日程：10月9日（日）9:45-14:30 
会場：アクロス福岡　交流ギャラリー（2F） 
講師：安積道也 
課題曲：［レクイエム］（1）グレゴリオ聖歌 
　　　　　　　　　　　（2）ビクトリア 
受講者数：46名 !
■実行委員レポート 
　筆者は午前中「グレゴリオ聖歌」の講習を取材しました。グレゴリオ聖歌は、ネウマによる記譜法（ネ
ウマ譜）によって書きとめられましたが、音の高さや拍子など、直接に読み取れない情報も多いため、解
釈が大変困難であるといわれます。安積先生は、テクストの意味を理解し、歌詞のどの部分が大切なのか
を考え、どこを強調するかを考えること、また、既にこの時代において「声や息の使い方に無数のバリエー
ション（可能性）がある」こと等を実演を交えながら解説されました。例えば日本歌曲の「夕焼け小焼け
の赤とんぼ・・・」でも、最初の「ゆ・う・や・け」をどう歌うか、の解釈は歌い手に委ねられています。
数行の楽譜の中にさまざまな解釈の可能性が凝縮されていますが、これを近年の研究の成果等をもとに読
み解いていき、音楽表現としてまとめあげていくのを間近で見ることができました。 
　今回は「講習時間内での『完成』」よりも講習内容の理解の深化を優先することとし、古楽ステージで
の発表は行われませんでした。結果、人前での発表のプレッシャーを感じることなく、「お互いの声を聴
き合う」ことや「歌詞をどのように表現するか（可能性を試してみる）」などに時間をたっぷりと取るこ
とができ、安積先生が目指されていたものに集中できたのでは、と感じられました。 
　午前中の最後に歌われたグレゴリオ聖歌は、最初に聴いた時とは全く違っており、精神性と深みが感じ
られる「グレゴリオ聖歌」に達していました。受講生の方々も終始真剣で、それぞれに発見や手応えを感
じられたことが伝わってきました。 !
◆受講生の声（アンケートより） 
　◯ネウマ譜を実際に歌える機会があるとは、驚きました。ラテン語でも日本語でも抑揚をつけて歌 
　　うのが良いというのは変わらないのだなと感じました。 
　◯ネウマ譜の存在を知ることができたこと、それが現代の歌い方にどうつながっているかというこ 
　　とを理解することが出来た。 
　◯ネウマ譜通りに歌うと、音楽的にも豊かに、そしてとても楽に歌えることに驚きました。 
　◯歌がうまくなるのではと思いました。 
 !!
!!!!!!!
 
!
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＜ 古楽アンサンブル コース ＞ 
!
日程：10月9日（日）9:45-14:30、10月10日（月・祝）10:30-11:30 
会場：アクロス福岡 練習室1（地下2階） 
講師：岩田耕作 
課題曲：オラーツィオ・ヴェッキ「慰めの森」または「多様な気晴らしの名曲集」（1590年）より 
　　　　1. 私はその時を知っている　　　　　　2. 行きましょう、ニンフたち　3. サルタレッロ 
　　　　4. ヒュメナイオスよ、それが真実なら　5. 眠らないでティリドーラ　　6. みんな楽しもう 
受講者数：31名 !!!!!!!!!!!!
　古楽アンサンブルコースは2日間にわたって行われ、その成果は最終日の「古楽ステージ」にて披
露され、プログラムの最後を華々しく締めくくられました。 !
◆受講生の声（アンケートより） 
　◯今回初めての参加でしたが、他では得られない貴重な体験をさせていただきました。 
　◯ルネサンスの合奏の体験ができた。 !!
古楽ステージ【第1部】 

!
日時：2016年10月9日（日） 13:00-15:00 
会場：アクロス福岡 コミュニケーションエリア（1F） !
出演（グループ名）： 

　チェリーズ　　　　　　　　　　　　 
　福岡リコーダーオーケストラ　　　　　 
　宮本修　　　　　　　　　　　　　 
　河本基實　　　　　　　　　　　　　  
　学びすと春日リコーダーアンサンブル　 
　グループ『葦』器楽アンサンブル 
　グループ『葦』声楽アンサンブル 
　宮本修、山田夕子　　　　　　　  　　 
　あくたリコーダーアンサンブル　　　　　　　 
　バロック・コレギウム・サッポロ　　 
　《講師との共演》吉岡充弘&前田りり子 
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!!!!!!!
 !!!!!!!!
 !
 
古楽ステージ【第2部】 
!
日時：2016年10月10日（月・祝） 10:30-13:30 
会場：アクロス福岡 国際会議場（4F） !
出演（グループ名）： 
　《講師との共演》西野晟一朗&上村かおり 
　リコーダートリオリラ　　　　　　　　　 
　MMmadrigalists　　　　　　　　　　　 
　山田夕子　　　　　　　　　　　　 
　コンソート出島　　　　　　　　　　　　 
　藤崎都代子　　　　　　　　　　　　　 
　Die Zauberblockfloeten　　　　　　 　 
　オルケスタ・デ・ピコ　　　　　　　　　 
　西野晟一朗　　　　　　　　　　　　　　 
　芳賀史江　　　　　　　　　　　　　　　 
　バロックアンサンブルtortue bleu　　  　 
　JJ-Band　　　　　　　　　　　　　　　 
　Duo FUMICA　　　　  
　《講師との共演》牧原由依&寺神戸亮　    
　福岡祝祭アンサンブル　　　　　　　　    !!
 !!
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 !!!!
 !!!!!!!
 !!!!!!!!!
■実行委員レポート 
　古楽ステージは2日間にわたって開催され、会期中のセミナーや日頃の研鑽の成果が披露されました。歌と
リュートのデュオや、器楽ソロ、アンサンブルなどバラエティに富んだ楽器編成で、恒常的に活動するグループ、
このステージのために結成されたアンサンブル、講師との共演などプロフィールも様々でした。 
　第１部では、かつての福岡古楽音楽祭にも馴染み深い、グループ『葦』が出演されました。「ハレルヤ」を演
奏され、歓びを体現するような奏者の表情の豊かさと演奏にベテランの迫力が感じられました。山田夕子さん（リ
コーダー）と宮本修さん（チェンバロ）は本日のために遠方同士で練習を重ねられ、オトテールの作品をしっと
りと聴かせました。吉岡充弘さん（トラヴェルソ）と前田りり子先生との共演では、バッハのトリオ・ソナタ
（ト長調BWV1039）を演奏され、布施久美子さん（ガンバ）、近江宏さん（チェンバロ）とともに楽器同士の
対話を織りなし、古楽セミナーの成果を発揮されました。 
　第２部は、国際会議場にて開催されました。藤崎都代子さん（チェンバロソロ）は今回が初出場ということで
したが、曽根麻矢子先生のマスタークラス受講を経て、フレンチ・バロックの典雅な響きを奏でられました。ま
た、今回は特に若手演奏家の活躍が目立ちました。牧原由依さん（バロック・ヴァイオリン）と寺神戸亮先生の
共演では、2台のヴァイオリンによる「丁々発止のやり取り」が生き生きと展開され、セミナーの効果を存分に
示されました。西野晟一朗さん（チェンバロ）と上村かおり先生の共演は、会場を魅了する素晴らしい演奏だっ
たそうです。筆者は本番には立ち会えませんでしたが、西野さんが終演後に「上村先生と共演する機会に恵まれ、
事前の合わせの時から本番に至るまで様々な発見と学び、新鮮な驚きがあったこと」を熱く語ってくださったの
が印象的でした。祝祭アンサンブルでも、若手演奏家が要所を担っていたことが把握できました。古楽ステージ
の締めくくりには会場全体で ”So ben mi c’ha buon tempo”を歌い、アンサンブルには講師の先生方（前田り
り子先生、太田光子先生）が飛び入り参加され、思いがけない喜びとなりました。 
　今後も「愛好家の研鑽の成果発表の場」、「若手が育っていく場」、「全国の古楽愛好家が出会い、高め合え
る場」、そして「プロ、アマを越えて古楽の魅力を共有できる場」として、年に1回の祝祭（＝festival）の空間
になることを願っています。 !
◆出演者の声（アンケートより） 
　◯とても良いあたたかな空気の中で演奏できて嬉しかったです。 
　◯出演に際してみんなで勉強（練習）でき、よい経験になりました。 
　◯練習リハーサルのように上手くはいかないのを痛感。来年に向けてまた練習です。すばらしい団体の演奏も 
　　聴けました。 
　◯リコーダーを始めて日が浅く、演奏はまだまだですが、このような発表の場があり嬉しいです。 
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交歓パーティ 
!
日時：2016年10月8日（土）開宴19:00 
会場：ウォーターサイト・オットー（毎日新聞会館1階） !!!!!!!!!!!!!!!!!
　古楽祭初日の室内楽コンサートの終演後、出演者や講師の先生方を囲んで、恒例の交歓パーティが開催
されました。寺神戸さんに乾杯の音頭をとっていただいた後、グラスを片手に楽しい話に花が咲きました。
出演者、講師の先生方からお一人ずつスピーチを頂くこともでき、突然のお願いにも関わらず当意即妙、
温かいお言葉に、胸が熱くなるひとときでした。２日目のメインゲスト、ナント・バロック・アンサンブ
ルのダニエル・キュイエさん、奥様でチェンバロ奏者のジョスリーヌさんも参加され、会場の皆さんとの
交流を楽しまれていました。パーティの最後は、ボランティア代表の田中雅美さんによる恒例の「博多一
本締め」で和やかに締めくくられました。 !
パネル展「時代楽器 ～演奏会を彩る名役者たち～」 !
日時：2016年10月3日（月）～10日（月・祝）10:00～18:00（最終日は16:00まで） 
会場：アクロス福岡　コミュニケーションエリア（1F） 
　 
　 !!!!!!
　今年は「時代楽器」（ピリオド楽器）をテーマに、当時の楽器の特徴や変遷を 
ビジュアルとともに伝えるパネルの展示が行われました。まだ十分に知られてい 
ない古楽器の奥深く魅力的な世界を、分かりやすく身近な存在として発信する試 
みです。現代の楽器製作者による古楽器やCD等の展示（次頁参照）と合わせ、 
通行途中や古楽祭の空き時間に足を止めて鑑賞する方の姿を多く見受けることができました。 !
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古楽器、CD等の展示 
!
日程：2016年10月8日（土）～10日（月・祝） 
会場：  8日（土）　　あいれふホール ホワイエ（10F） 
　　　  9日（日）　　アクロス福岡 円形ホールロビー（1F） 
　　　10日（月・祝）アクロス福岡 国際会議場ロビー（4F）、シンフォニーホールロビー（1F） !
出展者： 
　中嶋弦楽器工房　　   ・・・・・・・・・・・・・バロック・ヴァイオリン　他 
　鈴木楽器製作所　　　・・・・・・・・・・・・・リコーダー 
　バロック木管図書館woodwind　　　・・・・・・バセット・ホルン、バロック・オーボエ、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バロック・クラリネット　他 
　Flaut traverso Workshop FUKUNAGA　 ・・・トラヴェルソ 
　中村ピアノ工房　　 　・・・・・・・・・・・・・チェンバロ 
　ローランド株式会社　　・ ・・・・・・・・・・・電子チェンバロ 
　タワーレコード福岡パルコ店　　 ・・・・・・・・CD、DVD、楽譜、書籍 !!!!!!!
 !
新・福岡古楽音楽祭2016　プレコンサート（その1）/　アクロス・ランチタイムコンサートvol.53　 

　「パリ四重奏」 
!
日時：2016年10月4日（火）12:00開演 
会場：アクロス福岡　シンフォニーホール 
主催：福岡県、福岡市、（公財）アクロス福岡、（公財）福岡市文化芸術振興財団、 
　　　新・福岡古楽音楽祭実行委員会、18世紀音楽祭協会 
出演：寺神戸亮（バロック・ヴァイオリン）、上村かおり（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、 
　　　前田りり子（バロック・フルート）、チョー・ソンヨン（チェンバロ） !
＜プログラム＞ 
　テレマン：パリ四重奏曲集　第2集「6つの組曲からなる新四重奏曲集」より 
　　　　　　　第4番 ロ短調 TWV43:h2 
　　　　　　　第6番 ホ短調 TWV43:e4 !!!!!!
 !
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新・福岡古楽音楽祭2016　プレコンサート（その2）  /　アクロス福岡　フロアコンサートvol.423        　　　　 

　特別編 !
日時：2016年10月6日（木）12:15開演 
会場：アクロス福岡　コミュニケーションエリア（1F） 
主催：（公財）アクロス福岡 
出演：前田りり子（バロック・フルート）、チョー・ソンヨン（チェンバロ） 
 
＜プログラム＞ 
　M.ブラヴェ：フルートソナタ ロ短調 op.3-2 
　J.B.フォルクレ：ラ・シルバー 
　G.Ph.テレマン：無伴奏フルートのためのファンタジア 
                         ホ短調 
　J.S.バッハ：ファンタジアとフーガ イ短調BWV904 
　J.S.バッハ：オブリガートチェンバロとフルートのため 
　　　　　　  のソナタ ロ短調 BWV1030より第1楽章 !!
 !!
新・福岡古楽音楽祭2016　プレコンサート（その3）　　/　ミュージック☆ファクトリー　vol.71　 

　ルネサンスのひびき ～古楽器のアンサンブル～ !
日時：2016年10月8日（土）11:30～12:00 
会場：アクロス福岡　コミュニケーションエリア（1F） 
主催：九州大学大学院芸術工学府ミュージック☆ファクトリー、（公財）アクロス福岡 
支援：九州大学芸術工学研究院ソーシャルアートラボ 
出演：芸工アヴァンギャルド・コンソート !
＜プログラム＞ 
　J.S.バッハ　　　　　　　 3和音によるカノン 
　作者不詳　　　　　　　　山に輝く星よ（「モンセラートの朱い本」より） 
　作者不詳　　　　　　　　おお、輝ける処女よ（「モンセラートの朱い本」より） 
　ティールマン・スザート　ロンド「なぜ」 
　作者不詳　　　　　　　　おお、陽気な5月 
　作者不詳　　　　　　　　讃えよ乙女を～輝ける君主（「モンセラートの朱い本」より） 
　作者不詳　　　　　　　　処女聖母に祝福あれ（「モンセラートの朱い本」より） !!!!!!!!!!!!!!!! !
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!
①　　　　　　　　　　　　　　　　  　② !!!!!!!!!!!!!!
　　　　　　　　　　　 !!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ③ !!!!
①メイン看板 
　1階北口（1ヶ所）に掲出 
　サイズ：2100×1800 !
②屋内看板 
　地下2階（2ヶ所※）に掲出 
　サイズ：600×600 
　　※地下鉄側、イムズ側出入り口 !
③屋外看板 
　1階南口（1ヶ所）に掲出 
　サイズ：1800×900 !!!!!!!!!!

看 板
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館内サイン、名札 （一部） 
 
!!

名 札

館内サイン
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