
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）福岡市文化芸術振興財団 後援 福岡県合唱連盟／福岡吹奏楽連盟

サポータースタッフ募集！ 事前準備・告知～当日運営まで、音楽祭を一緒に作りましょう！ 詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.kogaku.net/

Fukuoka Early Music Festival 2022
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10/ ［日］16
古楽セミナー（アンサンブル） Bコース （2日目）
古楽ステージ 〈第2部〉
古楽セミナー（アンサンブル） Bコース （2日目）
古楽ステージ 〈第2部〉

   9：45～12：00
10：00～12：00

アクロス福岡内
アクロス福岡 国際会議場（4F）

10/ ［金］14

10/ ［土］15

12：00 開演
14：00～15：30
14：30～18：30

福岡シンフォニーホール（1F）
円形ホール（1F）
アクロス福岡内

マスタークラス
古楽セミナー（アンサンブル） Aコース
古楽ステージ 〈第1部〉
古楽セミナー（アンサンブル） Bコース （1日目）
古楽い・ろ・は・塾 「古楽の再発見」

マスタークラス
古楽セミナー（アンサンブル） Aコース
古楽ステージ 〈第1部〉
古楽セミナー（アンサンブル） Bコース （1日目）
古楽い・ろ・は・塾 「古楽の再発見」

10：00～16：00
10：00～15：00
12：00～15：00
15：30～17：30
16：30～17：30

アクロス福岡内
アクロス福岡内
アクロス福岡 国際会議場（4F）
アクロス福岡内
円形ホール（1F）

アクロス・ランチタイムコンサートVol.94 「テレマン 食卓の音楽」
古楽講座 「むかしの楽器 ～ヴィオラ・ダ・ガンバの魅力～」
マスタークラス

アクロス・ランチタイムコンサートVol.94 「テレマン 食卓の音楽」
古楽講座 「むかしの楽器 ～ヴィオラ・ダ・ガンバの魅力～」
マスタークラス

アクロス福岡
会場

（福岡市中央区天神1-1-1） 
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15：00 開演 アクロス福岡 国際会議場（4F）
室内楽コンサート
「バロック・トリオの精華 ～シギスヴァルト・クイケンの音楽漫遊～」
室内楽コンサート
「バロック・トリオの精華 ～シギスヴァルト・クイケンの音楽漫遊～」



©studio-mickey©studio-mickey

©malouvdh©malouvdh

曽根麻矢子

佐藤　泉

戸田　薫若松夏美

永野怜実 マルレーン・ティアーズ

三宮正満

◎アクロス福岡チケットセンター  TEL：092-725-9112（10：00～18：00）
◎アクロスWEBチケット  https://www.acrosticket.jp
◎チケットぴあ  https://t.pia.jp ［Ｐコード 219-841（10/14）、219-844（10/16）］
◎ローソンチケット  https://l-tike.com/ ［Ｌコード 85079（10/14）、85080（10/16）］

Fukuoka Early Music Festival 2022

テレマン 食卓の音楽
10/

［金］開演12：00（開場11：30）

開演15：00（開場14：30）

14
福岡シンフォニーホール（1F）会場

全席指定 1,500円（U25 700円）料金
曲目
出演

■コンサートチケット取扱い

お問合せ 新・福岡古楽音楽祭事務局 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1西館２階 （公財）アクロス福岡事業部内

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※諸事情により記載内容が変更になることがありますので、予めご了承ください。　※2022年7月1日現在の情報です。最新の情報は、ホームページをご覧ください。

◆ 特別マスタークラス
● マスタークラス
■ マスタークラス

講師 岩田耕作

古楽講座

10/ ［金］14：00～15：3014

円形ホール（1F）会場

協力：日本アートマネジメント学会 九州支部

むかしの楽器

かつて花形楽器でありながらチェロの台頭
とともに忘れられたヴィオラ・ダ・ガンバ。
20世紀に入り再び愛好者が増え、クイケン氏も
「僕の友だち」と讃えるガンバの魅力に迫ります。

古 楽 器 等 展 示

コンサート

その他

セミナー

アクロス福岡内会場

アクロス福岡内会場

講師［ヴァイオリン］ シギスヴァルト・クイケン、若松夏美、戸田薫
［フラウト・トラヴェルソ］ 前田りり子
［バロックオーボエ］ 三宮正満
［チェンバロ］ 曽根麻矢子
［ヴィオラ・ダ・ガンバ］ 上村かおり

※両コースとも古楽ステージ内で成果発表 Ａコース：10/15（土）、Ｂコース：10/16（日）

［土］10：00～15：0010/15
［器楽］ M.カッツァーティ 「チャッコーナ」課題曲

kogaku.fes@gmail.com　ホームページ https://www.kogaku.net/

受講料 1,000円

【Aコース】

［土］15：30～17：3010/15
［日］  9：45～12：0010/16

【Bコース】

［器楽&声楽］  D.ツィポーリ 「小ミサ」課題曲

❖新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご協力をお願いします❖
©yoko

マスクの着用 人と人との間隔の確保手指消毒 検 温

●会場入場時、検温を行います。検温にて発熱（37.5度以上）が認められた場合及び、
　風邪症状のある方のご入場（参加・出演）をお断りさせていただきます。
●マスクの常時着用と、手指消毒をお願いいたします。
●入場者数に制限がございます。演奏会・講座のチケットは、事前購入をお勧めいたします。
●集団感染の発生が明らかになった場合、ご連絡をいたしますので、入場者確認書の
　記入（氏名・連絡先等）にご協力ください。
その他、ホームページをご確認の上、ご来場ください。

音楽祭期間中に各会場で楽器やＣＤ等を展示・販売します。
リコーダー、バロックオーボエ、フラウトトラヴェルソ、ルネサンスギターほか

古楽ステージ 新・福岡古楽音楽祭2022

〈第1部〉 10/
［土］12：00～15：0015

〈第2部〉10/
［日］10：00～12：0016

アクロス福岡 国際会議場（４Ｆ）会場

鑑賞無料

10/
［月・祝］～10 ［日］16

10：00～18：00（最終日は16時まで）
コミュニケーションエリア（１Ｆ）会場

鑑賞無料

「古楽音楽祭 ア・ラ・カルト 」

シギスヴァルト・クイケン（指揮＆スパッラ）
若松夏美、戸田薫、佐藤泉（ヴァイオリン）
マルレーン・ティアーズ（ヴィオラ）
前田りり子、永野怜実（トラヴェルソ）
三宮正満（オーボエ）
曽根麻矢子（チェンバロ）

テレマン：ターフェルムジーク第1集より

室内楽コンサート室内楽コンサート

バロック・トリオの精華
10/

［日］16
アクロス福岡 国際会議場（4F）会場

全席自由 3,000円（U25 1,500円）料金
曲目
出演 シギスヴァルト・クイケン（ヴァイオリン）、上村かおり（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、曽根麻矢子（チェンバロ）

ラモー：コンセールによるクラヴサン曲集より ほか

講師 上村かおり
（ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者）

古楽い・ろ・は・塾

10/ ［土］16：30～17：3015

円形ホール（1F）会場

古楽の再発見

シギスヴァルト・クイケン氏は５０年の長きに
わたり「新しい古楽」を模索し続けています。
でも、そもそも古楽とは？ 新しい古楽って何？
そんな疑問に答えつつ、氏の魅力、音楽祭の
聴きどころをご紹介します。

受講料 500円

10/ ［金］14：30～18：3014
10/ ［土］10：00～16：0015

古楽セミナー（アンサンブル）

マスタークラス、古楽セミナー、ワークショップ、
古楽ステージの参加等詳細は、ホームページを
ご覧ください。
受付期間：8月1日（月）～8月15日（月）

参加者募集

講師 前田りり子
（フルート奏者）

シギスヴァルト・クイケン

～シギスヴァルト・クイケンの音楽漫遊～

（共演コース）

【パネル展】

～ヴィオラ・ダ・ガンバの魅力～©YUJI HORI©YUJI HORI

アクロス・ランチタイムコンサートVol.94 《スペシャル版》アクロス・ランチタイムコンサートVol.94 《スペシャル版》


