
  

♪マ ス タ ー ク ラ ス♪ 

■講 師■ ①波多野睦美（声楽）    ②前田りり子（フラウトトラヴェルソ） 
③太田 光子（リコーダー) ④三宮 正満 （バロックオーボエ） 
⑤斎藤 秀範（バロックトランペット） ⑥山本  徹 （バロックチェロ）

 ⑦西山まりえ（チェンバロ） 

■日  時■10/12(土)14：00-18：00 10/13(日)10：00-16：00 

■会  場■アクロス福岡内  

■受講時間■1レッスン50分  

※各コースの受講は１レッスンに限ります。 

■応募資格■プロ、アマチュアは問いません。 

■開 講 日■10/12(土) 10/13(日) ※⑦は13日のみです。 

■受 講 料■ 個人10,000円 アンサンブル15,000円 
*声楽受講には伴奏者同伴が必須。 

■受 講 曲■任意の曲  
※ルネサンス、バロックなどの古楽作品、ピリオド楽器・奏法に適した曲から選曲する事。 
※チェンバロ等を各部屋に設置しています。（チェンバロのピッチは415hzです。） 

 

マスタークラス（講師との共演コース） 

マスタークラスの受講生が、プロと共演できる絶好の機会です。 （ 各 1 組 ）  

■応募資格■プロ、アマチュアは問いません。プロと共演してみたい方。 

■参加講師■前田りり子、太田光子、山本徹 

■日  時■①10/12または10/13にマスタークラスを受講 

②10/13または10/14(前田のみ)に、古楽ステージ内で演奏  

■会  場■マスタークラス：練習室、セミナー室等（アクロス福岡内） 

      古楽ステージ：10/13 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 10/14国際会議場 

■受 講 曲■任意の曲（マスタークラスで受講の曲） 

■受 講 料■個人15,000円、アンサンブル20,000円 
（古楽ステージへの出演料を含む）

 

♪合唱セミナー  

ネウマ譜で歌うグレゴリオ聖歌 

～「主の昇天」：音楽化された昇天シーン～ 
 

■講  師■安積道也 
■日  時■10月12日(土) 14:00-18:00(休憩有)  
■会  場■アクロス福岡内 
■受 講 料■3,000円（学生1,500円）   
■楽 譜 代■郵送希望者は別途500円必要 
■課 題 曲■Viri Galilaei (主の昇天日より 入祭唱) 

Ascendit Deus（主の昇天日より 奉納唱）他 
■募集人数■５０名  

♪古楽アンサンブル・セミナー 
２日間完結で音楽を創り、14 日開催の古楽ステージで発表演奏します。 

 

■講 師■岩田 耕作 

■日 時■10月13日(日)13:30-17:30(休憩有) 

     10月14日(月祝)10:00-12:30(発表演奏含む) 

■会 場■アクロス福岡内 

■受講料■3,000円（学生1,500円）   

■楽譜代■郵送希望者は別途500円必要 

■課 題 曲■M.A.シャルパンティエ：「花の冠」H.486 より 

■募集内容■         *ピッチ415hz*言語：フランス語 

【管楽器】リコーダー、フルート、オーボエ、ファゴット等 

【通奏低音楽器】チェンバロ、リュート等 

【弦楽器】ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ガンバ等 

【声楽】ソプラノ・アルト・テナー・バス（ソロ及び合唱）   

*注意* 弦楽器は、ガット弦(又はそれに近い響きの弦）、バロック弓を使用の事。 

管楽器は原則古楽器とします。複数の楽器や声部でのエントリ‐も可能です。 

 」 

♪声楽ワークショップ 
  チェンバロと一緒にイタリア歌曲を歌おう 

 
 

お馴染みのイタリア歌曲をチェンバロの伴奏で歌ってみましょう。 
 

■講 師■波多野睦美  

■日 時■10月13日（日）10:00-12:30 

■会 場■アクロス福岡内 

■参加費■5,000円 

■定 員■10名 ※声楽・合唱経験者が対象です。 

■講習曲■Amarilli (ｶｯﾁｰﾆ)、Sento nel core (A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ) 

※応募多数の場合は講師と事務局で協議の上、決定します。 

  

♪古楽講座 
  むかしの楽器 ～トランペット＆オーボエ編～ 

 

 

オーケストラや吹奏楽で大活躍する､トランペット､オーボエの生い立ち
を実演とともにご紹介します！珍しい楽器を見聞きするチャンスです！ 

 

■日 時■10月13日（日）16:00-17:30 

■会 場■アクロス福岡 円形ホール(1F)  

■受講料■1,000円  

■定 員■100名  

■講 師■斎藤秀範、三宮正満 
 

 
 

♪古楽ステージ 

古楽愛好家によるリレーコンサートです。 
今回は、第一線で活躍中のプロ奏者+アマチュア奏者のスペシャル 
ステージを各日開催します！どうぞお楽しみに！ 
 

■日時・会場■〈第1部〉10月13日（日）12:00～15:00  
コミュニケーションエリア（１階） 

〈第2部〉10月14日（月･祝）10:30～12:30  
国際会議場（4階）            

■募 集 枠■〈第1部〉15組〈第2部〉９組 
■出演時間■１ステージ10分以内（入退場の時間を含む）   

※演奏時間は8分程度の曲を選曲下さい。 
■出 演 料■１人/4,000円 ２人/5,000円 3人/6,000円 

４人/7,000円 ５人/8,000円 6人/9,000円 
７人～ /10,000円 

※チェンバロ利用料は１回1,000円（ピッチ415Hz/440Hz） 
**ご注意とお願い** 
＊多くの愛好家のみなさんにご参加いただけるよう、古楽ステージ 
への出演の上限は、おひとり様3ステージまでとします。 
（グループなどの重複出演等） 
＊出演人数には、伴奏者も含みます。 

 

♪交歓パーティ 

新･福岡古楽音楽祭の出演アーティストと交流できる機会を設けました。
食事とお酒と共に愉しい時間を一緒に過ごしませんか？ 
ご家族やお友達とお誘いあわせの上、お気軽にご参加下さい。 
 

■日 時■１０月１２日(土) 19：00開宴 （2時間程度）  
■会 場■アクロス近郊会場 
■定 員■50名程度     ■参加費用■4,500円（１人） 

 
 

 

✿応募方法✿ 
 

■募集期間■７月１５日(月･祝)10時～７月３１日(水)15時  

＊期日前の受付は行っておりません。 

■お 申 込■ホームページの申込フォームよりお申込み下さい。 

■受付結果■８月中旬頃に、全応募者へ結果をお知らせします。 

■選考方法■実行委員会の基準に法り、受付締切後に実行委員会 

内で選考を行います。 

■お問合せ■新･福岡古楽音楽祭事務局 

 ✉：kogaku.fes@gmail.com ☎092-725-9327（10時-18時） 

〒810-0001福岡県福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡2階 
 

ホームページ http://www.kogaku.net/ 
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新・福岡古楽音楽祭では、今年も古楽のプロ奏者を迎えて特別講座を開催致します。下記の部門について受講者を募集致します。 
詳細、お申込みはホームページをご覧ください。この貴重な機会をお見逃しのないよう、皆さまのご応募を心よりお待ちしております。 
   

 《タイムスケジュール》 詳細はホームページをご覧ください。                         2019年5月20日現在 
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 パネル展2019開催！ サポータースタッフ募集中！ 

音楽の街 てくてく旅（イタリア編） 

～ こーへー君が行く ～《鑑賞無料》 

10月7日(月)～14日（月祝） 
会場：コミュニケーションエリア 

事前の準備から当日の運営まで、私た

ちと一緒に音楽祭を作り上げて下さる

方を募集中です！ 

詳細は、ホームページをご覧下さい。

http://www/kogaku.net/ 

 

《新・福岡古楽音楽祭 2019スケジュール》  
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[お問い合わせ] 新・福岡古楽音楽祭事務局  Email：kogaku.fes@gmail.com  http://www.kogaku.net 
 

上記は2019年５月２０日現在の情報です。内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 
 

新･福岡古楽音楽祭２０１９ 募集要項 
2019年 10月 12日(土)～10月 14日(月・祝) 

 

主催：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）福岡市芸術文化振興財団 

声楽ワークショップ 
 

講  師/波多野睦美 
開講時間/10：00-1２：30  
対  象/声楽・合唱経験者  
定 員/10 人 参加料/￥5,000  
 

古楽ステージ《第１部》 
 

会 場/コミュニケーションエリア 
開催時間/１２：00-１５：００ 
募集枠数：１５人（組） 
参加料は裏面をご覧ください。 

交 歓 パ ー テ ィ 
 

ゲスト：音楽祭出演講師陣予定 
開催時間/1９：00-21：00 

定員/50名程度 

参加料/\4,500 

 
 

合 唱 セ ミ ナ ー 
 

講  師/安 積 道 也 
開講時間/1４：00-18：00 
定  員/５０人 
受講料/ 一般\３,000 

学生\1,500 
 
 

マスタークラス（声楽）  
 

講  師/波多野睦美 
開講時間/1４：00-18：00 
受講時間/50分間 定員/４組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 

マスタークラス(ﾄﾗｳﾞｪﾙｿ) 
 

講  師/前田りり子 
開講時間/14：00-18：00 
受講時間/50分間 定員/４組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 

 
マスタークラス(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ)  
 

講  師/斎藤秀範 
開講時間/15：00-18：00 
受講時間/50分間 定員/３組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス（チェロ）  
 

講  師/山本徹 
開講時間/15：00-18：00 
受講時間/50分間 定員/３組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス(ﾁｪﾝﾊﾞﾛ)  
 

講  師/西山まりえ 
開講時間/1３：00-1６：00 
受講時間/50分間 定員/３組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス（ﾘｺｰﾀﾞｰ）  
 

講  師/太田光子 
開講時間/15：00-18：00 
受講時間/50分間 定員/３組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス（ｵｰﾎﾞｴ）  
 

講  師/三宮正満 
開講時間/15：00-18：00 
受講時間/50分間 定員/３組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス(ﾄﾗｳﾞｪﾙｿ) 
 

講  師/前田りり子 
開講時間/10：00-12：00 
受講時間/50分間 定員/２組
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 

 

マスタークラス（ﾘｺｰﾀﾞｰ）  
 

講  師/太田光子 
開講時間/10：00-14：00 
受講時間/50分間 定員/４組
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス（ｵｰﾎﾞｴ）  
 

講  師/三宮正満 
開講時間/10：00-12：00 
受講時間/50分間 定員/2組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ)  
 

講  師/斎藤秀範 
開講時間/10：00-12：00 
受講時間/50分間 定員/2組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス（チェロ）  
 

講  師/山本徹 
開講時間/13：00-16：00 
受講時間/50分間 定員/3組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 
 

マスタークラス(講師との共演コース) 
 

講 師/前田りり子・太田光子・山本徹  
開講時間/[10/12］14:00-18:00 
 ［10/13］10：00−16：00 

受講時間/50 分間 定員/各１組 
受講料/\15,000（個人）\20,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）  
 

古楽講座 むかしの楽器  
～トランペット＆オーボエ編～ 

 

講  師/斎藤秀範･三宮正満 
開講時間/16：00-17：30  
定員/100 席  受講料/￥1,000 

古楽アンサンブルセミナー 
 

講 師/岩田耕作 1日目 

開講時間/13：30-17：30 

受講料/一般\３,000 学生\1,500 

 

古楽アンサンブルセミナー 
 

講 師/岩田耕作 ２日目 
開講時間/1０：00-1２：３0 

※発表演奏:12時頃. 
 

古楽ステージ《第２部》 
 

会 場/国際会議場 
開催時間/10：30-12：30 
募集枠数：９人（組） 
参加料は裏面をご覧ください。 

マスタークラス（声楽）  
 

講  師/波多野睦美 
開講時間/1４：00-16：00 
受講時間/50分間 定員/２組 
受講料/\10,000（個人） 

\15,000（ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） 

マスタークラス/合唱セミナー コンサート 

室内楽コンサート 

 

マスタークラス 

古楽ステージ 

声楽ワークショップ 

交歓パーティ 

アンサンブルセミナー 

古楽講座 

古楽ステージ 

アンサンブルセミナー 


