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荻窪で、クラシック音楽を聴く4日間

第30回

11月9日［木］・10日［金］・11日［土］・12日［日］
開催期間 20 1 7年

荻窪音楽祭事務局：〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-18-11 サニーシティ荻窪203   TEL.03-5347-0244　FAX.03-5335-7888

主催：「クラシック音楽を楽しむ街・荻窪」の会
共催：南相馬市教育委員会／杉並公会堂（株式会社京王設備サービス）／公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団
後援：杉並区／杉並区教育委員会／南相馬市／公益社団法人荻窪法人会／東京商工会議所杉並支部    協力：中央線あるあるPROJECT実行委員会

【 協賛企業（50音順）】 株式会社井口鉱油／ヴィムスポーツアベニュウ／荻窪タウンセブン／海鮮魚こう／クラブイン荻窪／株式会社興建社／ジーエスケイ株式会社
西武信用金庫／セルヴァン／チャイルドルーム パピーナ／テーラー中山／東亜紙巧業株式会社／東京ガスイズミエナジー株式会社／東信水産株式会社
東洋時計株式会社／中津興産株式会社／株式会社日本樹脂施工／武蔵商事株式会社／やよい運送株式会社／ルミネ荻窪

 11月10日（金）18:3 0
 杉並公会堂 大ホール
 荻窪音楽祭30回記念ガラ・コンサート
 11月11日（土） ①11:3 0  ②12:3 0
 杉並公会堂 小ホール
 ピアノと語りでつづる音楽紙芝居
 11月12日（日）10:0 0
 杉並公会堂 グランサロン
 0歳児からのコンサート
 11月12日（日）13:3 0
 杉並公会堂 大ホール
 「エールをおくろう チカラをもらおう」
 南相馬と杉並をむすぶ
 第4回みらい夢チャリティコンサート
 南相馬市立原町第一中学校吹奏楽部演奏
 日本フィルメンバー友情出演!
 11月12日（日）17:0 0
 杉並公会堂 大ホール
 ─小学生～高校生が
 日本フィルメンバーと演奏する室内楽─
 第7回フレッシュジュニア・コンサート

【開催会場一覧（50音順）】
アコースティック・ライブカフェ・アルカフェ

天沼弁天池公園内郷土博物館分館東棟1階
Harmonie（アルモニー）
ヴィムスポーツアベニュウ

SDA天沼キリスト教会 礼拝堂／2階ホール
荻窪タウンセブン 屋上
荻窪地域区民センター

音楽専用空間クレモニアホール
かふぇ＆ほーるwith遊
カフェクラブ石橋亭

カフェレストラン ジュノン
衎芸館

ギャラリー遊美
Gran Duo

区立大田黒公園・大田黒記念館
城西病院 ロビー

杉並公会堂（グランサロン／小ホール／大ホール）
杉並保健所

スタジオTO2音楽院サロン
タウンセブンビル駅前広場

日本キリスト教団 大宮前教会
日本キリスト教団 荻窪教会

日本キリスト教団 荻窪清水教会
みずほ銀行 2階

三井住友信託銀行 ロビー
三菱東京UFJ銀行 4階

名曲喫茶ミニヨン
りそな銀行 ロビー

ルミネ5階 レストランフロア
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アコースティック・ライブカフェ・アルカフェ
天沼弁天池公園内郷土博物館分館東棟1階
Harmonie（アルモニー）
ヴィムスポーツアベニュウ
SDA天沼キリスト教会 礼拝堂／ 2階ホール
荻窪タウンセブン 屋上

荻窪地域区民センター
音楽専用空間クレモニアホール
かふぇ＆ほーるwith遊
カフェクラブ石橋亭
カフェレストラン ジュノン
衎芸館

ギャラリー遊美
Gran Duo
区立大田黒公園・大田黒記念館
城西病院 ロビー
杉並公会堂（グランサロン／小ホール／大ホール）
杉並保健所

スタジオTO2音楽院サロン
タウンセブンビル駅前広場
日本キリスト教団 大宮前教会
日本キリスト教団 荻窪教会
日本キリスト教団 荻窪清水教会
みずほ銀行 2階

【お問い合わせ】 荻窪音楽祭事務局
  TEL. 0 3 - 5 3 47 - 0 2 44
  （ 火～金・10 :0 0～15 :0 0 ）

開催会場一覧（50音順）※有料、無料会場あり

入場
無料※0歳児より入場可　※先着順・定員に限りがございます。

ピアノと語りでつづる音楽紙芝居
杉並公会堂  小ホール

前回の音楽紙芝居の様子

入場
無料※0歳児より入場可　※完全予約制

0 歳児からのコンサート
杉並公会堂  グランサロン 要予約先着順

前回の0歳児からのコンサートの様子

入場
無料

※4歳未満の入場はご遠慮ください

小学生～高校生が
日本フィルメンバーと演奏する室内楽
第7回 フレッシュジュニア・コンサート

杉並公会堂  大ホール
前回のフレッシュジュニア・コンサートの様子

入場
無料

※入場整理券が必要です
　●配布場所：杉並公会堂（10時～19時・臨時休館日を除く毎日営業）
　●配布開始：9月27日（水）～  ●先着順・数に限りがございます 
※4歳未満の入場はご遠慮ください

エールをおくろう  チカラをもらおう　～南相馬と杉並をむすぶ～
第 4回 みらい夢チャリティコンサート

○ 南相馬市立原町第一中学校 吹奏楽部
 杉並区立 天沼中学校 吹奏楽部&OB・OG
  天沼小学校 吹奏楽部
  沓掛小学校 音楽教室吹奏楽団

［出演］

杉並公会堂  大ホール
前回のみらい夢チャリティコンサートの様子 合同演奏 指揮：海老原光

○ 日本フィルメンバー友情出演！
○ 合同演奏ステージ
  指揮：海老原光

要整理券

荻窪で、クラシック音楽を聴く4日間

11月9日［木］・10日［金］・11日［土］・12日［日］

第30回

三井住友信託銀行 ロビー
三菱東京UFJ銀行 4階
名曲喫茶ミニヨン
りそな銀行 ロビー
ルミネ5階 レストランフロア

※未就学児また乳幼児等同伴の
　入場はご遠慮ください。

30回 記念ガラ・コンサート
日本を代表する音楽家を迎えた
スペシャル・コラボレーション

杉並公会堂  大ホール

入場料：2,500円［全席自由］〈税込〉
桑原志織
（ピアノ）

有馬律子
（ハープ）

森田啓佑
（チェロ）

後藤悠仁
（指揮・音楽監督）

漆原朝子
（ヴァイオリン）

鈴木一志
（ファゴット）

伊藤亜美
（ヴァイオリン、ヴィオラ）

城戸かれん
（ヴァイオリン）

©Kei Uesugi

松岡直子
（ピアノ）

©Yoshinobu Fukaya/aura.Y2

Ⅰ.交流コンサート出演者による室内楽
● 有馬律子（ハープ）、松岡直子（ピアノ）
● 城戸かれん（ヴァイオリン）、伊藤亜美（ヴィオラ）
 森田啓佑（チェロ）、桑原志織（ピアノ）

Ⅱ.荻窪音楽祭フレッシュアンサンブル・コンサート

ヴァイオリン 秋谷夏音、岩端華澄、上原遙華、柴田恵奈
 西川奈那、姫野りか、深沢香穂子、前村美結
ヴィオラ 志田萌々花
チェロ 阿部美咲、濱田遥、ルプランス楚亜
オーボエ 冨永青志

指揮  後藤悠仁
ヴァイオリン独奏  漆原朝子
ファゴット独 奏   鈴木一志
コンサートミストレス  伊藤亜美

【荻窪音楽祭フレッシュアンサンブル】

［ サポートメンバー］
青木紀子（ヴィオラ）
城戸かれん（ヴァイオリン）

佐竹真登（オーボエ・日本フィル）
田沢 烈（コントラバス・日本フィル）

松澤稚奈（ヴィオラ・日本フィル）
森田啓佑（チェロ）、ほか
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