
9/14【土】17:00

9/15【日】12:00,17:00

9/16【月・祝】12:30

笛吹市スコレーセンター

2013

9/14       9/16［土］                       ［月・祝］

音楽監督  藤原 義章

9/16【月・祝】 14:00開演（13:30開場）

指揮：藤原 義章　　演奏：笛吹音楽祭オーケストラ・合唱団

◆交響曲第2番：ブラームス
◆アヴェ・ヴェルム・コルプス：モーツァルト 
◆オペラ『魔笛』より「序曲」「万歳、許されたる者」：モーツァルト 
◆オペラ『ナブッコ』より
　「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」：ヴェルディ 

◆オペラ『道化師』 より「鐘の合唱」：レオンカヴァルロ

オーケストラ コンサート ▲

ホール ロビー コンサート

▲

ロビー

◆「鱒」：シューベルト　＜歌曲とピアノ五重奏＞ 

アンサンブル コンサート ▲

ホール

参加者の自由な発表の場

◆二つの個性：藤井 凡大／吾妻獅子：峰崎 勾当
　水の変態：宮城 道雄／琉球民謡による組曲：牧野 由多可

筝・三絃：窪田 礼子　　　　筝・三絃：身崎 有希子
十七絃：窪田 さやか　　　　尺八：岩間 龍山

演奏する人と聴く人が

ともに楽しむ集い

Fuefuki 
Music 

Festival 

主催：笛吹音楽祭運営委員会

後援：山梨県／山梨県教育委員会／笛吹市／笛吹市教育委員会

       （公財）ふえふき文化・スポーツ振興財団

助成：笛吹市地域振興促進助成事業　
●笛吹市スコレーセンター　　●山交
●山梨県民文化ホール　　　　●岡島友の会 （笛吹市スコレーセンター）

055-263-7959

全国から集まった演奏者が、

オーケストラコンサートで練習の成果を披露します。

オーケストラの練習は自由に見学できます。

「アンサンブルコンサート」 「ロビーコンサート」

「絵画展」 もあります。

詳しくは裏面をご覧ください

オーケストラと合唱の
参加者を募集しています

9/14【土】 13:00開演（12:30開場） 

info@fuefukimusic.com

オーケストラコンサートとアンサンブルコンサートのセット券です。

（高校生以下 500 円） チケット：1,000 円

ソプラノ：川口聖加　　　　  ピアノ：奥山 初枝        　
ヴァイオリン：蜷川 いづみ　  ヴィオラ：光行 澄子
チェロ：谷口 節夫　　　　  コントラバス：井上 陽

【お取扱い】

【ご入場にはチケットが必要です】 【ご入場にはチケットが必要です】 【無料】

笛吹音楽祭では聴覚障がい者の方々をご招待いたします。お問い合わせ：笛吹市スコレーセンター（055-263-7959）

◆石和東小学校6年生による
　ジャズ演奏

笛吹音楽祭事務局

お問い合せ



参加申込書

自宅 携帯

歳

男 ・ 女

Vn. のみ希望パート 

□1st  □2nd 

14 日（土） 16 日（月・祝）15 日（日）

□電車　・　□自家用車　・　□その他（　　　　　　　　）

□夕食 □昼食
□昼食

□夕食

〒

　9 月　　　　　日　　　        　  　　時～

AM

PM

キリトリ

キ
リ
ト
リ

□希望します （□14日【土】 ・□15日【日】）

①

②

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

⑫

⑬

年

⑭

⑮

※メールの場合は、①～⑯の番号をつけてください

石和橋

至山梨市

JR中央線至甲府

至甲府

至甲府
アピタ 市役所

山梨伝統工芸館

石和中

中央
自動
車道

至名古
屋

至河口湖

一宮・御坂 I.C

甲府バイパス

至新宿

至東京
坪井
交差点

至東京

石和温泉

四日市場交差点
マクドナルド

笛
吹
川

20

411

137

笛吹市スコレーセンター
〒406-0035
山梨県笛吹市石和町広瀬 626-1
TEL 055-263-7959
■JR 石和温泉駅から

　タクシーで１０分位

（フエフキオンガクサイジムキョク）
年
齢

性
別

　
氏  名

フリガナ

住  所

電話番号

メールアドレス

所属したこと
のある団体

演奏楽器

合唱希望パート

到着日時

弁当注文

交通手段

宿　泊

③

④

※弁当・宿泊代金は音楽祭当日受付時にいただきます。

11:30　　参加者受付開始
13:00　　アンサンブル コンサート
15:15　　全体ミーティング
15:45　　オーケストラ・合唱練習
17:00　　ロビーコンサート
18:30　　オーケストラ・合唱練習　～ 21:00　

 ９:15　　全体ミーティング
 ９:30　　オーケストラ・合唱練習
12:30　　ロビーコンサート
14:00　　オーケストラ コンサート
16:30　　懇親パーティー　～18:30

9/16（月・祝）

 ９:15　　全体ミーティング
 ９:30　　オーケストラ・合唱練習
12:00　　ロビー コンサート
13:45　　オーケストラ・合唱練習　　
17:00　　ロビー コンサート
18:15　　オーケストラ・合唱練習　～ 21:00

9/15（日）

9/14（土）

指　揮：藤 原 義 章
コンサートマスター：蜷川いづみ

合唱指導：川 口 聖 加

□ソプラノ・ □アルト・ □テノール・ □バス・ □未定（わからない）

⑯

楽器
経験年数

⑪

交響曲第2番：ブラームス
アヴェ・ヴェルム・コルプス：モーツァルト 
オペラ『魔笛』より「序曲」「万歳、許されたる者」：モーツァルト 
オペラ『ナブッコ』より

　「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」：ヴェルディ 
オペラ『道化師』より「鐘の合唱」：レオンカヴァルロ 

【オーケストラ】（管楽器は各４名。管楽器のパートは練習過程で決めていきます）

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・フルート・オーボエ
クラリネット・ファゴット・ホルン ・トランペット・トロンボーン・ティンパニー

【合唱】ソプラノ・アルト・テノール・バス（合唱のみ5月より地元練習有り）

国籍、年齢、経験など一切問いません。

9月14日（土）～16日（月・祝）

オーケストラ  11,000円 ／ 合唱  6,000円  

参加費を振り込み、参加申込書を郵送またはメールしてください。

〒400-0053 山梨県甲府市大里町4365-1-101　
中川 方　笛吹音楽祭参加受付係／ メール：info@fuefukimusic.com

山梨中央銀行 石和支店 普通922976 笛吹音楽祭事務局

8月14日（水）

夕食（14日・15日）、昼食（15日・16日）の弁当予約を別途受け付けます。
（近くにコンビニなどありません）

ログハウス風の広い部屋　朝食なし　1泊 2,000円
（ご希望の方はお申し込みください）

笛吹市スコレーセンター：TEL 055-263-7959
E-mail：info@fuefukimusic.com
笛吹音楽祭HP   http://homepage3.nifty.com/fuefukimusic/

演奏曲

募　集
パート

参加資格

日　程

参加費

申し込み

申込書
送付先

振り込み先

締め切り

食　事

宿　泊

お問い合せ

音楽にプロとアマチュアのちがいはありません。
技術や年齢をこえて集まったメンバーが、オーケストラコンサートに向けて一体となる３日間です。
新しい出会いや発見が、新たな可能性を引き出してくれることでしょう。

■ 募 集 要 項 ■主なスケジュール

オーケストラコンサート

アンサンブルコンサート アンサンブルコンサート

ロビーコンサート

オーケストラと合唱の参加者を募集しています

絵画展
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