
＊主催＊
霞が関コモンゲート管理組合 /新日鉄興和不動産株式会社 /

霞が関ナレッジスクエア /MuCuL( ミュウカル )/
三井不動産株式会社 /三井不動産ビルマネジメント株式会社 /

文化交流使の会 /文化庁

霞が関音楽祭
2015

KASUMIGASEKI MUSIC FESTIVAL 2015

－音楽につつまれる一週間－
2015.7.27Mon-7.31Fri

＊お問合せ先＊
文化庁　長官官房政策課
文化広報・地域連携室

TEL 03-5253-4111 内線 (2810）



event schedule
ランチ＊12:10 ～ 12:50　　夜＊18:30 ～ 19:30

「霞が関から文化力プロジェクト」をご存じですか？

霞が関から文化を発信し日本を元気にする目的で、文化庁や関係団体・企業が中心となって

コンサートなどのイベントを行っているものです。

そんなイベントがぎゅぎゅっと集まる一週間「霞が関音楽祭」が今年もやってきました！

ランチをしながら、お仕事帰りに、心ゆくまでお楽しみください♪

(金)
7.31

(木)
7.30

(水)

7.29

(月)
7.27

(火)
7.28

《霞が関ミュージックサロン・プロデュース》ランチタイムコンサート

桐朋学園音大卒業生による～弦楽四重奏の調べ～

出演者 :  犬嶋 仁美（ヴァイオリン）、中都留 果己（ヴァイオリン）、
         　 本田 佳奈（ヴィオラ）、松本 亜優（チェロ）

出演者 :　高橋宙詩、鈴木詩織、松岩沙季 (マリンバ･パーカッション )

大学のオーケストラで一緒に弾いていたメンバーが集まって演奏する、 
ランチタイムにふさわしい、明るく楽しい曲の数々。どうぞお聴きください！ 日本を代表する、ろうアーティストと音楽家による 30年以上に渡る創作活動の中から生まれた《サインソング》。

その手の妙による、もうひとつの歌をどうぞお楽しみください！
会場 :　霞が関コモンゲート　
           ショップ＆レストラン西館3階          
           霞が関ナレッジスクエア スタジオ

［12:10 ～ 12:50］ 《霞が関ミュージックサロン・プロデュース》ランチタイムコンサート

《サインソング=手の歌》をどうぞ
～手の歌を見たことがありますか　聴いたことがありますか～

出演者：　米内山明宏、佐藤慶子、伊丹信子 (手話通訳 )

［12:10 ～ 12:50］

東京藝大プロデュース コンサート 

～JAZZの夕べ～
会場 :　霞が関ビルディング
           霞テラス噴水前

［18:30 ～ 19:30］

出演者：Vivo Dream Band 
　　　　〈サクソフォン〉角口圭都、川島亜子、田中拓也、
　　　　                  　 杉田久子、大石俊太郎
　　　　〈トランペット〉葉室晃、松山萌、東野匡訓、古土井友輝
　　　　〈トロンボーン〉高橋真太郎、黒木良太、廣田純一、菅原薫
　　　　〈ドラムス〉       秋田孝訓
　　　　〈ベース〉          地代所悠
　　　　〈キーボード、ギター、尺八他〉小林鈴勘
（曲目 ：A列車で行こう 、シング・シング・シング　他）

主催者名 :　三井不動産株式会社 /
                 三井不動産ビルマネジメント株式会社

主催者名 :　三井不動産株式会社 /
                 三井不動産ビルマネジメント株式会社

東京藝大プロデュース コンサート 

～アカペラ 四重唱の魅力～ 
会場 :　霞が関ビルディング
           霞が関ビルロビー

［18:30 ～ 19:30］

出演者：〈ソプラノ〉  瀧本真己
　　　　〈アルト〉     野間愛
　　　　〈テノール〉  富本泰成
　　　　〈バリトン〉  河野陽介

（曲目 ：中田喜直「夏の思い出」、大中寅二「椰子の実」　他）

主催者名 :　三井不動産株式会社 /
　　           三井不動産ビルマネジメント株式会社

東京藝大プロデュース コンサート 

サックスの人気を探る！

～サクソフォーン四重奏の夕べ～
会場 :　霞が関コモンゲート東館 2階
          共用ロビー

［18:30 ～ 19:30］

出演者：〈ソプラノ・サクソフォーン〉  須川展也
            〈アルト・サクソフォーン〉     住谷美帆
            〈テノール・サクソフォーン〉  中嶋紗也
            〈バリトン・サクソフォーン〉  塩塚純
（曲目 ：ジャンジャン /サクソフォーン四重奏曲
           R. ロジャース /真島俊夫編曲「My favorite things」　他）

(曲目：四季、Wave 　他 )

主催者名 :　文化庁 /霞が関コモンゲート管理組合 /
　　　　　  新日鉄興和不動産株式会社

会場 :　霞が関コモンゲート東館 2階
          共用ロビー

主催者名 :　文化庁 /霞が関コモンゲート管理組合 /
　　　　　  新日鉄興和不動産株式会社

文化庁文化交流使の会

古典の世界 ～能の魅力～

会場 :   霞が関コモンゲート東館 2階
　　  　共用ロビー

［18:30 ～ 19:30］

出演者：寺井榮 (能楽観世流シテ方　重要無形文化財 [能楽 ] 総合指定保持者）
　　　　寺井千景 (能楽観世流シテ方 )、寺井美喜 (能楽観世流シテ方 )

主催者名 :　文化庁 /文化交流使の会 /
　　　　　  霞が関コモンゲート管理組合 /
　　　　　  新日鉄興和不動産株式会社

文化交流使による実演。海外や国内で活動実績が豊かな文化交流使経験者が培った経験を
広く、日本、世界の文化発展に役立てるため実演を致します。

［12:10 ～ 12:50］

主催者名 :　霞が関ナレッジスクエア /
                 MuCuL( ミュウカル )

( 曲目 :　モーツァルト : アイネ・クライネ・ナハトムジーク  K.525 より第 1楽章
ドヴォルザーク : 弦楽四重奏曲第 12番 op.96,B179「アメリカ」より第 1,4 楽章　他 )

( 曲目 :  W. A. モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K. 525 より 第１楽章
　　　    A. ピアソラ　リベルタンゴ
　　　    L. v. ベートーヴェン　ピアノ・ソナタ 第８番ハ短調 Op. 13 「悲愴」より第２楽章
　　　    安倍　圭子　竹林Ⅱ　～２台のマリンバのための～
　　　    S. ライヒ　マリンバ・フェイズ
　　　    B. ウィーラン　リバーダンス　他 )

主催者：  霞が関ナレッジスクエア /MuCuL( ミュウカル )
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（曲目 ：Around The World 、ひまわり、SING、
　　　 ラッパ吹きの休日、見上げてごらん夜の星を、ビートルズメドレー）

出演者：慶応マンドリンクラブKMC
　　　　レディスマンドリン LMC

武蔵野音大プロデュース コンサート 

マリンバ＆パーカッションコンサート

～木の温もりに触れる音楽の夕べ～

マンドリンコンサート
会場 :　霞が関ビルディング
           霞が関ビルロビー

会場 :　霞が関コモンゲート　
           ショップ＆レストラン西館3階          
           霞が関ナレッジスクエア スタジオ


