開催日
10月5日（土） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテンB１
イベント名 佐藤秀嗣ソロリサイタル「和太鼓の軌跡〜名曲たちと共に」
曲目
杵屋正邦 小鼓独奏「重陽」/藤田正典 「風のはごろも」/三木稔「檮（TOH）」
西川啓光 「一陽来復」/佐藤秀嗣 和太鼓協奏曲「音鏡」
出演者
佐藤秀嗣 西川啓光 冨田慎平 上野由人
問合せ
TAIKO-LAB所沢 04-2968-3755
開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

10月6日（日） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
二胡との出会い＠シルバーマウンテン〜許可氏を迎えて〜
除夜小唱、風韻、天風愛舞和庵no.2、G線上のアリア、他
許可 山本祐ノ介 山田武彦 松尾祐孝
松尾祐孝 m.matsuo.psm@bird.ocn.ne.jp FAX：03-3748-0330

開催日
イベント名
曲目
出演者

10月12日（土） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテン1F
東・西を紡ぐ 華 ‐粋と息、意気と活き、生きる音楽、魅せる舞いー
横笛独奏： 邦楽 W/サキソフォン独奏： ジャズ X/舞踊： 長唄「黒髪」/Fue・Sax： デュオ・Z/舞踊： 長唄「鷺娘」
西川 浩平（横笛） 宮野 裕司 （サキソフォン） 東音 小林 百合（長唄）
杵屋三那都（三味線） 花柳 珂穂月（舞踊）
西川浩平 icc22268@nifty.com 090-8309-6348

問合せ

18:30 会場 シルバーマウンテン２F

開催日
10月13日（日） 入場料 2000円
開場 13:30 開演
14:00 会場 シルバーマウンテン1F
イベント名 箏の彩
曲目
吉村宏「アルマの雲」/吉沢検校「冬の曲 」/長澤勝俊「箏三重奏曲」/小山清茂「樹下の二人」
三木稔「三つのフェスタルバラード」
出演者
石垣清美 野澤佐保子 吉原佐知子 五十嵐恵 谷富愛美
問合せ
野澤佐保子 電話＆FAX：042-427-7286 noza@y3.dion.ne.jp
開催日
10月17日（木） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテンB1
イベント名 西川啓光 WITH 打楽〜DARAKU〜 邦楽打楽器のすべて
曲目
西川啓光 小鼓独奏「一陽来復」/長唄より「素囃子 狂い五段」
伝統芸能「三宅太鼓」/西川啓光「鼓友初日響」 他
出演者
西川啓光 佐藤秀嗣 長田伸一郎 冨田慎平 上野由人 杉谷忠志 川俣夜山
問合せ
西川啓光 hiro16321633＠ybb.ne.jp
開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

10月18日（金） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテンB1
東・西に萌いずる 恋 ークラシック・邦楽の創奏に乗せた『紅蓮の炎・道成寺』ー
横笛、フルート、パーカッション、謡、能による 組曲： ふく・うつ・うたう /新案・能： 道成寺
西川浩平 渡部亨 森茂 鵜澤久 鵜澤光
西川浩平 icc22268@nifty.com 090-8309-6348

開催日
10月20日（日） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテン1F
イベント名 日本現代音楽協会との協創の軌跡・現在・未来 〜レクチャー＆コンサート＆ワークショップ〜
曲目
プレトーク＝日本現代音楽協会との協創の軌跡/ミニコンサート＝佐藤昌弘作品＆松尾祐孝作品
五弦ヴァイオリン・ワークショップ~協創の未来へ・百留敬雄氏を迎えて~
出演者
佐藤昌弘 松尾祐孝 吉原佐知子 野澤徹也 大石将紀 飯野明日香 百留敬雄
問合せ
日本現代音楽協会 03-3446-3506 80th@jscm.net
開催日
10月20日（日） 入場料 2000円
イベント名 HIDE+HIDE ｺﾝｻｰﾄ
出演者
西川啓光 石垣秀基 尾上秀樹 脇丸諄一

開場

18:00 開演

18:30 会場 シルバーマウンテンB１

開催日
10月27日（日） 入場料 2000円
開場 13:30 開演
14:00 会場 シルバーマウンテン１F
イベント名 三味線アンサンブルの魅力
曲目
玉木宏樹「ジャワリ」/沢井忠夫「戯」/杵屋正邦「呼応」/峰崎勾当「吾妻獅子」
佐藤敏直「序破急」/藤井凡大「二種の三絃の為のソナタ」
出演者
野澤徹也 中香里 野澤佐保子 吉原佐知子 浅野藍 山崎千鶴子 大友美由奈
問合せ
野澤徹也 042-427-7286 noza@y3.dion.ne.jp
開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

10月30日（水） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
温故知新 万葉秀歌
最古の歌集「万葉集」からインスパイアされた世界観でオリジナル曲
温故知新メンバー
西川啓光 hiro16321633＠ybb.ne.jp

18:30 会場 シルバーマウンテンB1

開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

11月13日（水） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
津軽三味線演奏会「繊細に弾く 豪快に叩く」
津軽じょんから節 津軽あいや節 津軽三下り 他
山本竹勇 木谷有里 山中信人
山中信人 090-9143-9842
nobu4831000jonkara@gmail.com

18:30 会場 シルバーマウンテンB1

開催日

11月9日（土）

入場料

500円
（SeMEES参加料）

開場

10:00 開演

10:30 会場 １号館２階 現代邦楽研究所

イベント名 箏による音楽づくりワークショップ 〜微分音程調弦によるトーンクラスター〜
講師
山口賢治
問合せ
現代邦楽研究所 044-856-2932 genhouken@senzoku.ac.jp FAX：044-856-2937
開催日
11月16日（土） 入場料 無料
開場 18:00 開演
18:30 会場 前田ホール
イベント名 邦楽ミュージカル「恋娘近松合戦！」
出演者
篠原真 現代邦楽コース 講師、学生、卒業生 ミュージカルコース 講師、学生、研究生
現代邦楽研究所卒業生 他
問合せ
演奏部 044-856-2981 ensou@senzoku.ac.jp
開催日
11月17日（日） 入場料 無料
開場 13:30 開演
14:00 会場 前田ホール
イベント名 邦楽ミュージカル「恋娘近松合戦！」
出演者
篠原真 現代邦楽コース 講師、学生、卒業生 ミュージカルコース 講師、学生、研究生
現代邦楽研究所卒業生 他
問合せ
演奏部 044-856-2981 ensou@senzoku.ac.jp
開催日
11月17日（日） 入場料 2000円
開場 13:30 開演
14:00 会場 シルバーマウンテン2F
イベント名 越境するガムラン〜日米の現代作品による
曲目
ガムラン・ドゥグン伝統曲/ ルー・ハリソン「ソリストを伴うガムランのための3つの小品」
藤枝守「植物文様シリーズ」より「オリーブの枝が話す」 /藤枝守「歌づけ般若心経」伊藤比呂美新訳
出演者
森重行敏 パラグナ・グループ 古川原裕仁 栗原裕樹 藤枝守
問合せ
電話＆FAX：(03)3767-7146 info@paraguna.com
開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

11月24日（日） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテン2F
石垣清美〜沢井忠夫を謳う〜
沢井忠夫「讃歌」「三つのパラフレーズ」「五節の舞」「上弦の曲」「ファンタジア」
石垣清美 ニ代 石垣征山 吉原佐知子 野澤佐保子 中香里 浅野藍
五十嵐恵 産形典子 谷富愛美 大友美由奈 坂本知亜子
吉原佐知子 090-4601-5873 s-yoshihara@senzoku.ac.jp

開催日
11月27日（水） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
イベント名 「和 ヴィオラ」〜吉崎克彦作品集〜
曲目
吉崎克彦 「クレッセント」「哀歌」「狂詩的ミューズ」「光のしづく」
「祈詩ＲＥＮ‐ＭＥＮ」「光と影」「花神〜フローラ〜」
出演者
古川原裕仁 吉原佐知子 谷富愛美
問合せ
吉原佐知子 090-4601-5873 s-yoshihara@senzoku.ac.jp

18:30 会場 シルバーマウンテン2F

開催日
11月30日（土） 入場料 1000円（音楽祭パス） 開場 10:30 開演
11:00 会場 2号館４F講堂
イベント名 現代邦楽コース 冬の音楽祭〜冬ものがたり〜
曲目
沢井忠夫「雪ものがたり」/三木稔「箏譚詩集第一番 冬」/唯是震一「雪人形」/
山中信人「編曲津軽じょんから節」/長澤勝俊「北国雪賦」
出演者
山口賢治 山中信人 現代邦楽コース学生、院生、卒業生
問合せ
演奏部 044-856-2981 ensou@senzoku.ac.jp
開催日
12月1日（水） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテンB1
イベント名 Silver Mountain〜“earth” 地球上の即興音楽家
曲目
インターネット回線を利用した同時演奏と、スクリーン等の映像映写（実況）による、
世界３ヶ国での即興演奏による同時演奏
出演者
山田武彦 平野公崇 山口賢治 パリ国立高等音楽院生 他
問合せ
山中信人 090-9143-9842
nobu4831000jonkara@gmail.com
開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

12月1日（日） 入場料 2000円
開場 13:30 開演
14:00 会場 シルバーマウンテンB1
三木稔 作品 一人オペラ二本立て・歌楽（からく）「ベロ出しチョンマ」・ 歌楽（からく）「鶴」
三木稔 歌楽「ベロ出しチョンマ」/唱歌メドレー「ふるさとの四季」/歌楽「鶴」
境 信博 一政 さつき 西川 浩平 山田明美 城ヶ崎美保
いちまさ 080-3395-0150 harusukeponpon@i.softbank.jp
FAX：044-852-4922

開催日
12月7日（土） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテン1F
イベント名 現代邦楽の今 ~創造の地平~
曲目
吉松隆「水幻譜」/沢井忠夫「華になる ~十七絃独奏のために~」/Donald Reid Womack「BEND」
三木稔「流琵」/佐藤容子「風香二節」/江原大介「時の交わり」
出演者
山口賢治 野澤徹也 松村エリナ 小林道恵 櫻井亜木子
問合せ
現代邦楽研究所 044-856-2932 genhouken@senzoku.ac.jp FAX：044-856-2937
開催日
イベント名
曲目
出演者
問合せ

12月8日（日） 入場料 2000円
開場 13:30 開演
14:00 会場 シルバーマウンテンB1
古典の会〜箏曲山田流のうた〜
「千鳥の曲」「ほととぎす」「熊野」
西潟昭子 設楽千聡代 中香里 茂手木潔子
現代邦楽研究所 044-856-2932 genhouken@senzoku.ac.jp FAX：044-856-2937

開催日
12月25日（水） 入場料 2000円
開場 18:00 開演
18:30 会場 シルバーマウンテンB1
イベント名 尺八アンサンブルコンサート ~巨匠から次代を担う若手までが大集結~
曲目
長澤勝俊「若竹の賦」/諸井誠「竹籟五章」/琴古流古典本曲「鹿の遠音」
都山流古典本曲「若葉」/金大成「鎮魂三谷」独奏尺八と尺八合奏群のための
出演者
三橋貴風 青木彰時 林鈴麟 山口賢治 櫻井咲山 神令 遠藤鈴匠 黒田静鏡 野村幹人
問合せ
現代邦楽研究所 044-856-2932 genhouken@senzoku.ac.jp FAX：044-856-2937

