会場案内

※中面イベント情報に記載されている番号と照らし合わせて御覧ください。

霞が関ナレッジスクエア
スタジオ

西館ショップ＆レストラン3階
（エスカレーター1つ上がる）

霞が関コモンゲート
東館2階共用ロビー

千代田線 霞ヶ関駅
A13 番出口

音楽につつまれる 1 週間。

霞が関コモンゲート
西館２階

銀座線 虎ノ門駅
5 番出口

南側エントランスホール

霞テラス
噴水前

銀座線 虎ノ門駅
11番出口直結

霞が関ビル
ロビー

霞が関音楽祭 5周年特別企画

ぶんちゃんスタンプラリー

霞が関音楽祭 5 周年の今年はちょっとトクベツ♪ 3 種類のスタンプを全て集めた方には、

「文化庁 広報誌ぶんかる」キャラクター ぶんちゃんのオリジナルバッグを差し上げます！

各スタンプの設置場所は中面のイベント情報を御覧ください。3 種類のスタンプが集まったら、
その場でバッグをお渡しします。

7/30 (mon) − 8/3 (fri)

「文化庁 広報誌ぶんかる」
キャラクター ぶんちゃん

※バッグはなくなり次第終了です。※お一人様 1 回の御参加につき 1 枚のお渡しとなります。

入場無料

霞が関音楽祭2018 協賛企画

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）

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（KK ）／ MuCuL（ミュウカル）
2

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
文化庁

プチデザートを
サービスします！

【期間】7/30（月）〜8/3（金）
【対象時間】
11:30〜15:00
（L.O.14：30）
【店舗情報】
「エキスパート倶楽部」
霞が関コモンゲート ショップ＆レストラン
アネックス1階(天野歯科隣り)

国税庁
金融庁
霞が関
ビル

文科省

桜田通り

カフェ「エキスパート倶楽部」
ランチをご注文のお客様に

虎ノ門駅
5番出口
虎ノ門駅
11番出口

至新橋→
エキスパート
倶楽部
外堀通り 虎ノ門駅

５周年特別企画

スタンプラリー開催！
「文化庁 広報誌ぶんかる」
キャラクター ぶんちゃんの
オリジナルバッグをゲット♪
詳細は裏表紙へ

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

ス

ス

東京藝大プロデュースコンサート

3

真夏の夜のひととき、ビッグバンドによるジャズの演奏がテラスを熱くします！今年は霞が関ビルディング竣工50周年を記念して
スペシャルな新曲も披露いたします。

会場：霞が関ビルディング
出演者：DREAMVIVO JAZZ ORCHESTRA
演奏曲目：Take the 'A' Train／Sing, Sing, Sing／小林鈴勘『霞が関ビルディング竣工50周年 委嘱新曲』 ほか
主催：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

ス

ンプはこれ
タ

！

8月2日
（木）
12：00〜13：00

5周年特別企画開催！各会場でスタンプを3種類集めると、オリジナルバッグと交換できます！詳細は裏表紙へ

番
地図 号

「DREAMVIVO JAZZ ORCHESTRA SUMMER SPECIAL LIVE」

トを行っているプロジェクトです。
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」は今年で5回目を
迎えます。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♪

ンプはこれ
タ

！

「霞が関から文化力プロジェクト」を御存じですか？

！

イベントスケジュール

8月1日（水）18：00〜19：00

ンプはこれ
タ

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」

番
地図 号

2

いつかどこかで聞いた懐かしい曲たちを、4人の歌声でお贈りします。合唱とはまた違った少人数のアンサンブルを、どうぞお楽しみに。

文化交流使の会

番
地図 号

4

文化庁文化交流使の本條秀慈郎氏は、今年の上半期にアメリカ、ヨーロッパ各地で尺八の小濱明人氏とコンサートツアーを行いました。

その結果による新鮮な生の音を、いち早く此処でお聞き頂けます。現地で初演されたニューヨーク、プラハの作曲家の作品も披露され、
そこには楽器の持つ豪快な醍醐味が表現されています。

主催：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

8月2日（木）18：30〜19：30

ンプはこれ
タ

！

｢竹取〜東西南北、湧き出でる うた のミクロコスモス」

会場：霞が関ビルディング
出演者：安川 みく（ソプラノ）、横瀬 まりの（アルト）、金沢 青児（テノール）、河野 陽介（バリトン）
演奏曲目：中田喜直『夏の思い出』／大中寅二『椰子の実』／成田為三『浜辺の歌』 ほか

ス

ス

！

7月30日(月) 18：30〜19：30

ンプはこれ
タ

東京藝大プロデュースコンサート「弦楽四重奏の魅力」

番
地図 号

5

クラシック音楽の王道、弦楽四重奏の響きを、気軽に体験してみませんか？ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロの奏でる美しいハーモニー

会場：霞が関コモンゲート東館２階
出演者：本條 秀慈郎（三味線演奏家）
、ゲスト 小濱 明人（尺八）
演奏曲目：
「neo」／「Stíny Zapomenutých Předků (Shadows of Forgotten Ancestors) 日本初演」／「竹取 Taketori」
／「Short stories for Shakuhachi and Shamisen 1. 儚 -Moh- 2. 凛 -Lin- 」

をお楽しみください！

主催：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西館２階
出演者：和田 志織（ヴァイオリン）、吉澤 知花（ヴァイオリン）、竹本 百合子（ヴィオラ）、原 宗史（チェロ）
演奏曲目：ハイドン『弦楽四重奏曲第 81 番 ト長調』／ドヴォルザーク『弦楽四重奏曲第 12 番 ヘ長調「アメリカ」より第 1, 2, 4 楽章』ほか
主催：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

2

古くから伝承されてきた音楽から、映画で耳馴染みのあるメロディ、そしてオリジナル曲まで、アイルランド音楽の魅力を余すとこ
ろなくお伝えします！

会場：霞が関ビルディング
出演：アイリッシュ音楽ユニット「きゃめる」
酒井 絵美（フィドル）、高梨 菖子（ホイッスル）、成田 有佳里（バウロン、コンサーティーナ）、岡 皆実（ブズーキ）
演奏曲目：Danny Boy ／ Titanic Set（映画『タイタニック』挿入曲）／ Garden Reel ほか

｢YURI の音写真帳｣

1

コンサート

1

｢ある夏の夜に」〜サインマイム･音楽･ダンス･映像によるショートストーリー〜

主催：霞が関ナレッジスクエア（KK ）／ MuCuL( ミュウカル )
2

8月3日(金) 18：30〜19：30

ス

番
地図 号

会場：霞が関コモンゲート西館ショップ＆レストラン 3 階 霞が関ナレッジスクエア スタジオ
出演者：〈コンピューターミュージック〉慶野 由利子
演奏曲目：
「くるくる」「ほわっ」「とろんとろん」ほか

ンプはこれ
タ

文化交流使の会

｢東洋の古楽器［笙］、西洋の古楽器［リコーダー］」

！

ス

ンプはこれ
タ

！

霞が関ミュージックサロン・プロデュース

霞が関ミュージックサロン・プロデュース コンサート

番
地図 号

ゲームミュージックの先駆者、慶野由利子が自作の画像作品とともに贈る自由なサウンド。

主催：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

7月31日(火) 18：30〜19：30

8月3日（金）12：10〜12：50

ンプはこれ
タ

！

東京藝大プロデュースコンサート「アイルランド音楽の魅力」

番
地図 号

ス

ス

！

7月31日(火) 12：00〜13：00

ンプはこれ
タ

番
地図 号

4

言葉のないセリフが手から 歌詞のない歌が口から 躍動する肉体が全身で 失われた《なにか＝X》を求めて

奈良、平安時代から雅楽の中で活躍してきた［笙］と、ルネサンス、バロック期の音楽には不可欠の［リコーダー］が新しい出会いを

映像を背景に紡ぐファンタジードラマ スリリングな夏の夜をどうぞご一緒にお過ごしください。

しました。さて、どんな音楽が飛び出すでしょうか！？

会場：霞が関コモンゲート西館ショップ＆レストラン 3 階 霞が関ナレッジスクエア スタジオ
出演者：〈サイン〉米内山 明宏、〈音楽〉佐藤 慶子、〈ダンス〉高橋 愛、〈手話通訳〉Kayo

会場：霞が関コモンゲート東館２階
出演者：宮田 まゆみ（笙）、共演 鈴木 俊哉（リコーダー）
演奏曲目：雅楽古典「平調調子」／雅楽古典「越天楽」／プラッツ「線香花火」／細川 俊夫「鳥たちへの断章Ⅲb」／ベリオ「ジェスティ」
／川上 統「軍鶏」

演奏曲目：サインポエム「四季」「響きの歌」
主催：霞が関ナレッジスクエア（KK ）／ MuCuL( ミュウカル )
2

主催：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

