
ヤマハ音楽教室特別鑑賞チケット申込書
＊公開レッスンや講座のご観覧、コンサート鑑賞をご希望の方はヤマハ特約楽器店・ヤマハ各センターにお申込みください。
〈対象〉ヤマハ音楽教室在籍生徒とそのご家族、ご友人　*小学生未満のお子さまのご入場はご遠慮ください。

〈講座：A、B、E、F〉各講座1,000円（全席指定、消費税込）　〈Play & Talk＋コンサート：C+D、G+H〉各日2,000円（全席指定、消費税込）

A
プログラム

× 枚 B
プログラム

× 枚 C+D
プログラム

× 枚8/23 火
合計金額

E
プログラム

× 枚 F
プログラム

× 枚 G+H
プログラム

× 枚 円8/24
在籍生徒氏名 担当講師氏名 所属楽器店名 レッスン会場名

水

（キリトリ線）

ジュニアオリジナルコンサート（JOC）
ジュニアオリジナルコンサート（JOC）は、日本国内をはじめ世界各国のヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが、心に感じ
たことを曲にし、自ら演奏するコンサートです。1972年に発足以来、40年以上にわたり子どもたちの無限の可能性を引き出し、
その成長を促すためのコンサート活動として国内はもとより海外でも高く評価されてきました。現在では海外を含めて年間
35,000曲にも及ぶ作品が子どもたちのメッセージとして寄せられています。またこの活動から多くの音楽家が育ち、現在音楽界
をはじめ各界で広く活躍しています。

ヤマハ音楽教室に通う生徒の皆さんに、楽しく学べる様々な音楽メニューをご用意しました。
国内・海外の子どもたちが感性溢れるオリジナル曲と即興演奏を披露する

“第45回 インターナショナルジュニアオリジナルコンサート”も同時開催！ ぜひご来場ください。

A
開場10:15
開始10:30
終了11:45

ピアノ公開レッスン
講師: 青柳 晋
会場: ヤマハホール

B
開場12:30
開始12:45
終了13:45

弦楽器（ストリングス）を知ろう！
講師: 小関 郁（バイオリン）、小関 妙（バイオリン）、
福井 萌（ビオラ）、加藤 陽子（チェロ）、岡本 潤（コントラバス）
会場: ヤマハ銀座スタジオ

C
開場15:00
開始15:30

Play & Talk 国府 弘子～音のおしゃべり、音のお料理～
講師: 国府 弘子
会場: ヤマハホール

D
開演17:15
終演18:30

～音楽は言葉を超えて～
第45回 インターナショナル
ジュニアオリジナルコンサート（1日目）
会場: ヤマハホール

8/23 火

E
開場10:15
開始10:30
終了11:45

ピアノ公開レッスン
講師: 今峰 由香
会場: ヤマハホール

F
開場12:30
開始12:45
終了13:45

G
開場15:00
開始15:30

Play & Talk 新垣 隆～作曲することの喜び～
講師: 新垣 隆
会場: ヤマハホール

H
開演17:15
終演18:30

～音楽は言葉を超えて～
第45回 インターナショナル
ジュニアオリジナルコンサート（2日目）
会場: ヤマハホール

8/24 水

2016年8月23日（火）・24日（水）
ヤマハホール／ヤマハ銀座スタジオ 東京都中央区銀座7-9-14 ヤマハ銀座ビル
■ 入場料：ヤマハ音楽教室特別鑑賞チケット（全席指定、消費税込） 〈講座：A、B、E、F〉各講座 1,000円 〈Play & Talk＋コンサート: C+D、G＋H〉各日 2,000円
■ 対象：ヤマハ音楽教室在籍生とそのご家族ご友人 *小学生未満のお子さまの入場はご遠慮ください。
■ チケットのお求め[2016年6月28日（火）より発売]：ヤマハ特約楽器店・ヤマハ各センター *チケットぴあ等での一般販売はございません。 

USTREAM配信でもご覧いただけます！（無料）
パソコンやスマートフォン、タブレット等でお楽しみください。
http://www.ustream.tv/channel/yamaha-mfjp

京都中央区銀座7-99-1414 ヤ ヤマハ銀座ビル
 〈Play & Talk＋コンサート: C+D、G＋H〉各日 2,000円

ヤマハ音楽教室に通う生徒の皆
国内・海外の子どもた

“第第第4545回 回回 インインターナショナルジ

USTREAM配信でもご覧い
パソコンやスマ トフォン タブレット等で

〈主催〉ヤマハ音楽振興会　〈後援〉ヤマハ株式会社・株式会社ヤマハミュージックジャパン
●お問い合わせ：ヤマハ音楽振興会 ジュニア・ミュージックフェスタ係　TEL. 03-5773-0820　http://www.yamaha-mf.or.jp/musicfesta/

（8/23実施分）

（8/24実施分）

A
B
C
D

プログラム 配信時間

ピアノ公開レッスン　青柳 晋 13：00～14：15
弦楽器（ストリングス）を知ろう! 14：30～15：30
Play & Talk 国府 弘子～音のおしゃべり、音のお料理～ 15：45～17：15
第45回 インターナショナルジュニアオリジナルコンサート（1日目） 17：30～18：45

E
F
G
H

プログラム 配信時間

ピアノ公開レッスン　今峰 由香 13：00～14：15
ワクワク!ドキドキ?エレクトーン即興アンサンブル♪　加曽利 康之&鳥居 達子 14：30～15：30
Play & Talk 新垣 隆～作曲することの喜び～ 15：45～17：15
第45回 インターナショナルジュニアオリジナルコンサート（2日目） 17：30～18：45

● 配信スケジュールは都合により変更になる場合があります。回線状況や演目内容など都合により、映像や音声が乱れたり、中継を停止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

8/25 木

8/26 金

（8/23、8/24をまとめて再配信! 詳しくはWEBサイトをご覧ください）8/28 日

ワクワク！ドキドキ？エレクトーン即興アンサンブル♪
講師: 加曽利 康之&鳥居 達子
会場: ヤマハ銀座スタジオ

-ZJO01

USTREAM配信でもご覧いただけます！（無料）
パソコンやスマートフォン、タブレット等でお楽しみください。
http://www.ustream.tv/channel/yamaha-mfjp

■お問い合わせ
ヤマハ音楽振興会 ジュニア・ミュージックフェスタ係　
TEL：03-5773-0820（電話受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～17：00）
〈URL〉http://www.yamaha-mf.or.jp/musicfesta/

【会場】ヤマハホール(7F)／ヤマハ銀座スタジオ（B2）　東京都中央区銀座7-9-14
●東京メトロ銀座線／丸の内線／日比谷線の銀座駅　A3出口より徒歩約4分
●都営地下鉄浅草線新橋駅、東銀座駅より徒歩約7分
●JR線新橋駅より徒歩約7分、有楽町駅より徒歩約9分
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※記載の終了、終演時間は全て予定です。
※プログラムは変更になる場合がございます。

※記載の終了、終演時間は全て予定です。
※プログラムは変更になる場合がございます。



A
プログラム

講師：青柳 晋
会場：ヤマハホール　〈開場10：15  開始10：30／終了予定11：45〉
【レッスン曲】 L.v.ベートーヴェン：ソナタ第10番 ト長調 作品14-2
　受講生：永谷 彩織（中1）

【レッスン曲】 F.ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
　受講生：上原 悠（中1）

〈青柳 晋〉
ニカラグアで生まれ、米国で５歳よ
りピアノをはじめる。９歳のときに
フォートワース交響楽団と共演。
小学校６年生の時、全日本学生
音楽コンクールで全国１位受賞。
他コンクール受賞多数。全国の
主要オーケストラと共演。現在、
東京藝術大学准教授。

B
プログラム

講師：小関 郁（バイオリン）、小関 妙（バイオリン）、福井 萌（ビオラ）、加藤 陽子（チェロ）、岡本 潤（コントラバス）
会場：ヤマハ銀座スタジオ　〈開場12：30  開始12：45／終了予定13：45〉
プロの奏者が生演奏を交えながら、楽器の紹介から色々な演奏方法までわかりやすく解説します。
オーケストラやエレクトーンでなじみのある弦楽器（ストリングス）について、目で見て、耳で聴いて、
楽しく学びましょう！　【内容】弦楽器の仕組み、編成、歴史について／楽器の大きさや音域の比較／
ピチカートやミュートなどの奏法の紹介／演奏曲目「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」をはじめ、
なじみのある曲やヤマハ教材曲など

C
プログラム

講師：国府 弘子
会場：ヤマハホール　〈開場15：00  開始15：30／終了予定17：00〉
数々の演奏経験を経てその音色にますます深い情感をたたえ、ジャンルを超越した共演者から熱い
ラブコールの絶えない、オンリーワンのジャズピアニスト国府弘子さん。オリジナル曲をはじめ、
「きらきらぼし」「エリーゼのために」「ハッピー・バースディ・トゥ・ユー」など広く知られたメロディー
を題材にジャズアレンジ、楽しいお話とともに魅力たっぷりのピアノソロ演奏をお届けします。

D
プログラム

8/23 火

E
プログラム E  1,000円（税込）

F
プログラム F  1,000円（税込）

G
プログラム G+H  2,000円（税込）

H
プログラム

〈国府 弘子〉
国立音楽大学ピアノ科在学中に
ジャズに目覚め卒業後単身渡米、
帰国後デビュー。その独自のサウン
ドは高く評価されている。22枚目と
なる最新作は2015年発表の「ピア
ノ一丁！」。現在、川崎市文化大使、
埼玉入間市文化創造施設の音楽
アドバイザー、平成音楽大学、尚美
音楽学園客員教授。

～音楽は言葉を超えて～

第45回 インターナショナルジュニアオリジナルコンサート（1日目）
会場：ヤマハホール　〈開演17：15／終演予定18：30〉

講師：今峰 由香
会場：ヤマハホール　〈開場10：15  開始10：30／終了予定11：45〉
【レッスン曲】 F.ショパン：ワルツ 変イ長調 作品69-1
　受講生：持田 佳音（小3）

【レッスン曲】 R.シューマン：アベッグ変奏曲 作品1
　受講生：佐藤 伯諭（中2）

ピアノ公開レッスン
〈今峰 由香〉
5歳よりヤマハ音楽教室にて学ぶ。
関西学院大学文学部卒業後、ミュン
ヘン国立音楽大学、同大学院修了。
数々の国際コンクールで成功をお
さめる。主要オーケストラとの共演、
ヨーロッパを中心に各地でのソロ・
リサイタルなど活発な演奏活動を
行っている。現在ミュンヘン国立音
楽大学ピアノ科教授として後進の指
導にも力を注ぎ多方面で活躍中。

〈加曽利 康之〉
独創的なアレンジスタイル、ゴー
ジャスかつ透明感溢れるサウンド
が神髄。指導者としての評価も
高く、名実ともにエレクトーン界の
トップランナー。
〈鳥居 達子〉
様々な形態の作編曲の経験に裏打ち
された知識、教則本の制作等他とは
一線を画す存在感で指導者としても
圧倒的な評価を得る。クラリネット奏者 
赤坂達三との共演でも話題を呼ぶ。

〈新垣 隆〉
1970年東京生まれ。4歳よりピアノ
を始め、ヤマハ音楽教室で作曲を
学ぶ。桐朋学園大学音楽学部作曲
科を卒業後、作曲家ピアニストとし
て多岐にわたり精力的に活動。現代
音楽を主体に映画やＣＭ音楽の
作曲も手掛ける。最近ではテレビ・
ラジオ番組に出演し、親しみやすい
キャラクターとして今までとは違う
一面も見せ輝きを増している。

～音楽は言葉を超えて～

第45回 インターナショナルジュニアオリジナルコンサート（2日目）
会場：ヤマハホール　〈開演17：15／終演予定18：30〉

8/24 水

曲名 作曲者名（年齢）

The Enchanted Realm

The Trail of the West

Bonheur ～幸せ～

風舞

Duffy's Tea Time

Alexander Devano Aryasena（11）

Alexander Hurvitz（13）

杉原 奏理（13）

萱嶋 朋（12）

蘇 宸嫺（11）

1.

2.

3.

4.

5.

在住地

インドネシア

アメリカ

千葉県

山梨県

台湾

演奏形態

エレクトーンソロ

アンサンブル（ピアノ、バイオリン）

アンサンブル（エレクトーン、フルート）

ピアノソロ

アンサンブル（ピアノ、ドラム、ベース）

曲名 作曲者名（年齢）

5ひきのねずみのじどうしゃレース

Plot in Montmartre

３つのイマージュ

夜空の下で

Beautiful Hui Teng Xi Le

船津 光佑（8）

Jade Venus（11）

馬場 小雪（14）

竹内 菜々見（11）

武 加文（8）

1.

2.

3.

4.

5.

在住地

福岡県

フランス

静岡県

兵庫県

中国

演奏形態

ピアノ連弾

アンサンブル（ピアノ、バンドネオン）

ピアノソロ

エレクトーンソロ

アンサンブル（エレクトーン、二胡）

ピアノ公開レッスン

弦楽器（ストリングス）を知ろう！

Play & Talk 国府弘子～音のおしゃべり、音のお料理～

講師：加曽利 康之&鳥居 達子
会場：ヤマハ銀座スタジオ　〈開場12：30  開始12：45／終了予定13：45〉
あなたのオリジナルがアンサンブルで新しい曲に生まれ変わったらどんな気持ちになるでしょう？
今回の講座では、JOCのピアノソロ作品にエレクトーンが加わり、皆さんの目の前でアンサンブルに
変身させていきます。エレクトーンプレイヤーでありJOCの卒業生でもある加曽利康之さんと
鳥居達子さんが作曲者、そして会場の皆さんともやりとりしながらその場で音楽を広げていきます。
スリリングなアンサンブルから即興の楽しさやエレクトーンの魅力を感じてください！

ワクワク！ドキドキ？エレクトーン即興アンサンブル♪

講師：新垣 隆
会場：ヤマハホール　〈開場15：00  開始15：30／終了予定17：00〉
作曲家＆ピアニストとして、初のソロアルバム「新生」を４月27日にリリース、ますます活躍の幅を
広げる新垣隆さん。作曲することの楽しさや喜びについて、JOC時代の興味深いエピソードを交え
ながら当時の作品の演奏とともに、楽しくお話します。また、当日ご来場の方々からいただいた
モチーフをもとに、その場でさまざまなスタイルによる即興演奏を披露する、スペシャルな企画も
ご用意しています。

Play & Talk 新垣 隆～作曲することの喜び～

A  1,000円（税込）

B  1,000円（税込）

C+D  2,000円（税込）

※年齢はコンサート当日時点のものです。  ※プログラムは変更になる場合がございます。※年齢はコンサート当日時点のものです。  ※プログラムは変更になる場合がございます。

想い出に寄せて
～ピアノとオーケストラの為に～ 村田 沙耶（13）6. 兵庫県 アンサンブル（ピアノ、エレクトーン、ティンパニ） The Awakening Gregorius Rafel Mikael Tamadji（15）6. インドネシア

アンサンブル
（ピアノ、エレクトーン、ティンパニ、パーカッション）

《即興演奏》 《即興演奏》

※曲目は予定です。都合により変更となる場合もございますのでご了承ください。 ※曲目は予定です。都合により変更となる場合もございますのでご了承ください。


