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日本屈指のアーティストによる
Ｓｐｅｃｉａｌコンサート

ⓒみどり音楽企画

ウィングホーム presents

トリオ・デ・クエスト

ドラゴンクエスト名曲の数々をお楽しみください
Special Guest

すぎやま こういち

ドラクエ・サウンドや
数々のヒット曲の生みの親！
すぎやま こういち先生が
特別出演します！

2017

11 12 日

会場：菊川文化会館アエル 大ホール
開場▶13:30

開演▶14:00

長瀬正典（指揮）
菊川吹奏楽団
チケットのお取り扱い

〇菊川文化会館アエル ☎0537-37-3232／http://kikugawa-ael.jp/
●掛川市生涯学習センター … ☎0537-24-7777

●アクトシティチケットセンター

●掛川市文化会館シオーネ… ☎0537-72-1234 ●（株）兵藤楽器掛川本店 … ☎0537-23-0245
●菊川・小菊荘 ……………………… ☎0537-73-2460 ●（株）兵藤楽器掛川連雀店 ☎0537-23-6595
●イケヤ アピタ掛川店

……… ☎0537-22-0666

●チケットぴあ …………………… ☎0570-02-9999
（Pｺｰﾄﾞ341-914）

■入場料（全席指定・税込）／おとな：3,5００円（アエル友の会3,15０円）高校生以下：1,5００円
■チケット発売：アエル友の会８/１９
（土）
〜 一般８/２６
（土）
〜
※未就学児の入場はご遠慮ください

※託児所を設けますので、
ご利用の方は１１月2日(木)までにお申し込みください(一人５００円)

主催：菊川文化会館アエル 後援：菊川市、菊川市教育委員会、静岡新聞社・静岡放送、静岡新聞びぶれ 協賛：ウィングホーム株式会社 企画協力： みどり音楽企画 協力：スギヤマ工房

ⓒみどり音楽企画
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Os am u T a k a h a sh i

ⓒ石田剛基

小田桐 寛之

ⓒ石田剛基

野田 清隆

トロン ボ ー ン

H i r o y u k i O da g i ri

富山県生まれ。洗足学園魚津短期大学を経て、洗足学園
大学を卒業。
トランペットを津堅直弘、関山幸弘、佛坂咲千
生の各氏に師事。第65回日本音楽コンクール・トランペット
部門第1位。第13回日本管打楽器コンクール・トランペット部
門第1位。新星日本交響楽団(現、東京フィルハーモニー交
響楽団)を経て1999年、東京都交響楽団首席奏者に就
任。その他、東京メトロポリタン・ブラス・クインテット、
なぎさ
ブラス・ゾリステン、
トランペットアンサンブル「 T H E
MOST」、The Brass Principals Japan ほかメンバー。
2016年に開催されたGolden Brass Japan Festival at
Port of Moji 音楽監督。
これまでにソリストとして国内外
のオーケストラや吹奏楽団と共演。
ソロ、室内楽と多数のア
ルバムをリリース。洗足学園音楽大学客員教授、上野学園
大学客員教授、東京音楽大学講師。

ピアノ

K i y o t a ka N o da

1957年札幌生まれ。
トロンボーンを真弓基教、野武重忠、秋
山鴻市、各氏に師事。1979年洗足学園音楽大学卒業と同
時に東京ブラス・アンサンブルに入団。1982年東京トロン
ボーン四重奏団結成、現在までに16回のリサイタル、海外
でのコンサート、
４枚のCDをリリース。
当時としては珍しくア
レンジにも力をいれ、現在までに多数の楽曲を出版。1986
年東京都交響楽団首席トロンボーン奏者として入団、現在
に至る。宮崎音楽祭、豊富音楽祭など、数多くの音楽祭に
も中心的メンバーとして参加。
これまでにソロCDを7枚、
ブ
ラスアンサンブルで20枚以上のCDをリリース。現在、東京
都交響楽団首席トロンボーン奏者、東京トロンボーン四重
奏団、東京メトロポリタン・ブラス・クインテット、東京メトロポリ
タン・トロンボーン・カルテット、各メンバー。洗足学園音楽大
学教授、国立音楽大学教授、昭和音楽大学客員教授。

ブラームスと20世紀作品を組み合わせた一連のリサイタル
により東京藝術大学で博士号を取得。
日本音楽コンクール
第１位および各賞を受賞。室内楽における内外の名手との
共演はもとより指揮者からも信頼を寄せられ、下野竜也、広
上淳一、
ドミトリー・リスらの指揮のもと読売日響、
日本フィ
ル、東京シティフィル、藝大フィル、名古屋フィル、京都市響、
大阪交響楽団など各地のオーケストラでソリストを務める。
一方、H. バートウィスル
《ハリソンの時計》
の演奏を作曲者
より絶賛されるほか、2016年は尾高惇忠のピアノ協奏曲を
世界初演するなど現代音楽の領域でも活動している。
東京藝大ピアノ科・室内楽科講師を経て、現在は東京学
芸大学准教授、
ならびに東京音楽大学指揮科特別アド
ヴァイザー。東京クライス・アンサンブル、
トリオ・エドアルテの
メンバー。

【トリオ・デ・クエスト】

ドラゴンクエスト生誕30周年を迎えた昨年にトランペット高橋敦・トロンボーン小田桐寛之・ピアノ野田清隆の３人の名手によって結成された、
トリオによる
新しい形でのドラゴンクエストの楽曲は、2016年3月9日のCD販売開始から話題を呼んでいる。
ファーストアルバムはドラゴンクエストI〜IIIより選曲され、至
るところに散りばめられた卓越したテクニックや、広がりのある美しい音色など、究極のアンサンブルは大反響で、2017年8月9日にはドラゴンクエストⅣ〜Ⅵ
より選曲された第2弾が販売開始され、
こちらも好評を得ている。今回の公演は、作曲者すぎやまこういち氏を迎え、満を持して初のライブとなる。

Speci a l

Gue s t

長瀬 正典

すぎやま こういち
東京生まれ。東京大学を卒業後、文化放送を経てフジ
テレビに入社し、
ディレクターとして
「ザ・ヒットパレード」
などの番組を手掛け、同時に作曲家としての活動も始
めた。
「亜麻色の髪の乙女」
など多くのヒット曲、CM、
ア
ニメ、映画音楽、器楽曲、競馬場のファンファーレなど幅
広いジャンルの音楽を手掛けている。
人気ゲームソフト
「ドラゴンクエスト」
の音楽を発売以来
担当。青少年のオーケストラ入門になればと、
オーケス
トラによる交響組曲「ドラゴンクエスト」
のコンサートを各
地で行っている。
ＨＰ： すぎやまこういちの世界 http://sugimania.com

菊川吹奏楽団
1992年菊川文化会館アエルの完成に伴い創立。
アエ
ルを練習の拠点として、定期演奏会や地域のイベント・
依頼演奏を主な活動とする。10代から50代の幅広い
年齢層の50名の団員が在籍。音楽を通じて出会った
多くの方々とのつながりを大切に、地域に根差した活
動を行い、地元に愛される吹奏楽団を目指している。

至 浜松

至 静岡

菊川駅

N

東名高速道路
バス停
東名菊川

菊川I.C.

アエル

プ ログ ラム

第1部

第２部

トランペット、
トロンボーン、
ピアノによるドラゴンクエスト
作曲/お話し すぎやまこういち
トランペット 高橋敦
トロンボーン 小田桐寛之
ピアノ 野田清隆
♪序曲「Ⅰ」
♪街の賑わい
「Ⅱ」
♪おおぞらをとぶ
「Ⅲ」
♪楽しいカジノ
「Ⅳ」
♪大海原へ
「Ⅴ」
♪時の子守唄「Ⅵ」

菊川文化会館アエル
Kikugawa cultural Hall AEL

Ma sa n o ri Nagase

浜松学芸高等学校芸術科音楽課程卒業。東京藝術大学音楽学部器楽科サ
クソフォン専攻卒業，静岡大学大学院教育学研究科修士課程（サクソフォン，
音楽教育専攻）修了。現在，常葉大学短期大学部音楽科、浜松学芸高等学
校芸術科音楽課程、各非常勤講師。
サクソフォンを岩本伸一、冨岡和男、須川
展也、北山敦康の各氏，室内楽を冨岡和男氏に，古楽演奏法を吉沢実氏に師
事。指揮では大学在学中に松尾葉子氏より教えを受け、現在は菊川吹奏楽団
常任指揮者、
クリエートリコーダーオーケストラ音楽監督兼指揮者。

トリオ・デ・クエスト×菊川吹奏楽団
指揮 長瀬正典
♪すぎやまこういち/真島俊夫
ドラゴンクエスト・コンサート・セレクション
♪ニノ・ロータ/岩井直溥
ゴッドファーザー２
「愛は誰の手に」
（トランペットソロ 高橋敦）
♪マーヴィン・ハムリッシュ/浦田健次郎
追憶のテーマ
（トロンボーンソロ 小田桐寛之）
♪すぎやまこういち/真島俊夫
この道わが旅「Ⅱ」
☆指揮 すぎやまこういち ・・
・他

指定管理者

〒439-0018 静岡県菊川市本所2488-2 TEL.0537-35-1515 休館日：毎週月曜日(祝日の場合翌日)

アエル チケットセンター
チケット予約はホームページからもできます！

0537-37-3232

●JR菊川駅から約2.7km/東名菊川ICから約600m
●バス停「アエル入口」
から約30m、
「東名菊川」
から約600m
●駐車場420台

http://kikugawa-ael.jp/

菊川文化会館アエル

検 索

