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　発売早々にチケットが完売し、満員御礼となったJAZZ LIVE。
18歳、松永貴志の人気の秘密はどこにあるのか。7月10日（土）
に森のホールで行われた「松永貴志トリオ with 木村充揮
JAZZ LIVE in NAGAKUTE」の公演前のリハーサル後に短い
時間をいただいてインタビューしました。 

・森のホールの印象は？ 
普段、ここは演劇とかを公演しているところなので、ホールも
とても変わっていて、あまりこういったところでは演奏しない
ので、すごく楽しかったです。 
 
・クラシックやポップスではなく、ジャズを選んだ理由は？ 
父がすごくジャズが好きでよくジャズを聞いてたので、それが
自然に僕にも移ったという感じだと思います。 
 
・新作のレコーディングは、アメリカで行われて、アメリカの
ミュージシャンと共演されたわけですが、日本とアメリカの違
いは？ 
すごく食べ物が大きいですね。やっぱり（日本とは）体の作り
も違うし、文化も違うし、でも、何かをやろうとしている音楽
では目指してるところはみんな一緒だと思います。 
 
・日本の中で、いろいろなところに行かれたと思うのですが、
今まで行ったところでよかったところは？ 
どこの街もそれぞれやっぱりすごく好きだなぁと思ったけど、
どこだろうな？やっぱりそれぞれいいですね。一番というとこ
ろはないですね。 
 
・いろいろなところに行かれると、変わった物を食べるのですか？ 
はい。その各地のおいしい物を。でも、名古屋はやっぱり食べ
物がheavyですね。味噌カツとか、コメダのシロノアールとか、
手羽先とか、味が濃いからheavyだと感じます。 
 
・そういうの（heavyな食べ物）好きですか？ 
はい、僕はもうheavyなもの好きですから。heavyだなと思い
つつ･･･。 
 
・この3月に高校を卒業されたわけですが、学校を卒業して変
わったことはありましたか？ 
特にないですけど、変わったことといえば、やっぱり学生じゃ
なくなったというとこでしょうね。まだ選挙権はないけど（笑）。 

この情報誌では文化の家が行なう事業や文化の
家で展開されるさまざまな活動を紹介するとと
もに町の芸術文化情報をお知らせします。 
 

表紙イラスト　平岡　瞳 
表紙デザイン　小山　奈緒子 
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1986年1月27日生まれ、兵庫県芦屋市出身。 
5歳の頃より独学でピアノ、オルガンを始める。 
10歳　ハモンドB-3を使用したオリジナル「CD＠SPAN」を発表。 
13歳　ジャズピアノの巨匠ハンク・ジョーンズに「ずば抜けた演奏」と絶賛される。 
15歳　「松永貴志プロデビューリサイタル」を実施。 
17歳　5月、デビューアルバム「TAKASHI」を発表。ベストセラーとなる。各種メ
　　　ディアにも多数取り上げられ、6月から7月まで初の全国ツアーは大成功を
　　　収める。 
　　　8月、＜東京JAZZ2003＞に出演。自己のトリオでの演奏はもちろん、ハー
　　　ビー・ハンコック＜SUPER　UNIT＞での海外超一流ジャズメンとの共演は
　　　喝采を浴びる。 
　　　10月、東北放送でDJ番組＜松永貴志　放課後のJAZZ＞が始まる。 
　　　11月、全曲書き下ろしオリジナルによる2ndアルバム「MOKO-MOKO」を
　　　発表。 
　　　1月、スイングジャーナル誌ジャズ・ディスク大賞＜ニュー・スター賞＞受賞。 
18歳　2月、グラミー賞受賞アーティスト、ボビー・マクファーリンと共演する。 
　　　「咲くやこの花賞」（大阪市芸術文化賞）受賞。 
　　　全米、およびヨーロッパ（イギリス、ドイツ他）から「STORM　ZONE」（邦
　　　題「MOKO-MOKO」）発売。 
　　　ブルーノートレーベル65年の歴史上、最年少のリーダー録音記録を作った。 
 

松永貴志トリオ with 木村充揮 
JAZZ LIVE in NAGAKUTE 
 
・プロとしての気構えに変化はありまし
たか？ 
１５歳の時からプロとしてやってきている
から、ずっと変わらずですね。 
 
・プロとして楽しかったことは？ 
仕事とはいえ、自分の好きなことをやっ
てるってことだから、楽しいです。仕事
だけど好きなことをやってる、好きなこ
とだけど仕事っていう、そういう感じじ
ゃないかなぁと思います。 
 
・人生で一番楽しい時はピアノを弾いて
いる時ですか？ 
そうですね。あと、食べてる時と（笑）。 
 
・逆に苦しいときは？ 
苦しいときは･･･溺れそうになった時とか。
泳げなくて（笑）。クロールができない
んですよ。 
 
・プロミュージシャンとして苦しい時は？ 
移動が多くてじっとしている時間が長い
ことですね･･･。だから、走りたいですね
（笑）。移動が多くて疲れますね。 
最近はあんまり飛行機は好きじゃないし。 
 
・ホールとライブハウスの違いを感じる
ことはありますか？ 
ライブハウスはやっぱりお客さんと近い
ってことですかね。コンサートは見に来
るっていうだけですけど、ライブハウス
はよりお客さんと一緒に楽しむ的なもの
がすごくあるので、そこが違います。コ
ンサートだとお客さんもすごくリラック
スして聴けるし。僕はどっちも好きです
けど。 
 
・プロを目指す若い人に向けて、アドバ
イスがあればお願いします。 
楽しんでがんばるしかないですよね（笑）。
好きだったらやっぱり自然にがんばるだ
ろうし、自然にやる気が出るだろうし。
ドラクエを全部クリアしようと思ったら
一生懸命目をこすりながらやってるみた
いに練習するしかないですよね。そんな
感じで好きなことをやっていればいいの
では（笑）。 
 

　今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの天才若手ジャズピアニスト、松永貴志のトリオ
と元憂歌団の木村充揮のジョイントコンサートは、長久手公演のために組まれた
オリジナルプログラム。前半は松永自身作曲のオリジナルを演奏。スピード感あ
ふれるエネルギッシュな演奏に、観客はただ呆然と聴き入るばかり。CDとは違
う生の迫力に圧倒されてしまいました｡ 
　後半は、うって変わって落ち着いたムード。木村充揮による弾き語りから始ま
り､松永貴志トリオとのジョイントという構成。まさに｢天使のダミ声｣木村の心
に染み込むようなボーカルと、前半よりちょっと力の抜けた、軽快なタッチの松
永のピアノが絶妙なハーモニーをかもし出していました。アンコールを含め、予

定していた曲をすべて演奏し終わっても
場内の拍手は鳴り止まず、急きょその場
で曲を決めてアンコールを追加する一幕
もありました。 

生LIVE

＜松永貴志プロフィール＞ 
 



吹奏楽がおもしろい 特 
集 

Special edition

　吹奏楽って何？ 
 

～吹奏楽　概説～ 
　吹奏楽というとすぐに思い浮かぶのが、中学､高校な

どの部活動の吹奏楽部やブラスバンド部。文科系の部

活でありながら、ランニングで基礎体力をつけたり、

腕立て伏せや、鉄棒にぶら下がって腕力を強化したり。

「結構ハードなトレーニングをしているなあ」と、グ

ランドの隅から眺めた記憶があります｡ 

 

吹奏楽の定義は何でしょうか？ 
吹奏楽の定義は、辞書によると 

「wind band,band（英）,blasorchester（独）,harmonie

（仏）木管楽器と金管楽器を主体とし、これに打楽器を

加えた演奏形態。大規模なものでは、さらにコントラ

バスなどが加えられることがある｡弦楽器を主体とした

オーケストラにくらべ、人数の割りに音量が大きいこ

とから、ホールでのコンサートのみならず、野外演奏

や行進演奏にも適する。」（新訂　標準音楽辞典　音

楽之友社） 

となります。簡単に言えば、管楽器(と打楽器)によるオ

ーケストラ。ウィンドオーケストラという言葉を耳に

したこともありませんか。ただし、｢ブラスバンド｣は

正確には金管楽器と打楽器のみによる編成のことを指し、

木管楽器は含まれません。木管金管両方入っていると、

｢吹奏楽団｣または｢ウィンドバンド｣というのが正解の

ようです。 

 

吹奏楽のルーツ 
　管楽器の歴史をたどると、エジプトの壁画にすでに

ラッパを吹く姿が描かれており、古代ローマでもラッ

パなどによる軍楽が行われていたようです。 

　現代の吹奏楽のルーツとなる管楽器合奏のスタイル

が定着したのが18世紀頃。オーボエ、クラリネット、

吹奏楽クリニック当日、午後に行われた合奏クリニック 
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バスーン、ホルン各2本を基本編成として、宮廷楽士に

よりセレナーデが奏でられました｡ 

　18世紀の終わりごろには、楽器の改良、開発が進み、

フルート、トランペット、トロンボーンなどが加わり、

また、トルコの軍楽の影響を受けてシンバルやタンバ

リン、トライアングル、各種太鼓が編成に加えられる

ようになりました。 

　19世紀には、産業革命に伴う工業技術の飛躍的発展

によって、楽器もまた進歩を遂げます。金管楽器のバ

ルブ・システムが発明され、また、ベルギー出身の楽

器製作家アドルフ・サックスにより新楽器サクソフォ

ンとサクソルン属（チューバやフリューゲルホルンなど）

が発明されました。この2つの発明により、ほぼ現在の

吹奏楽の形が作られました。 

 

 
　吹奏楽クリニック 
 

　5月15日土曜日に、文化の家全館を使用して吹奏楽

クリニックが行われました。これは、愛知県立芸術大

学音楽学部の教授や学生を講師に招き、長久手町内に

ある長久手高校、栄徳高校、長久手中学校、南中学校

の吹奏楽部の生徒たちに演奏の指導をするものです。

平成13年に始まり、今回で4回目となりました｡ 

 

各楽器に分かれてのクリニック 
　吹奏楽で使用する楽器は沢山の種類があるため、午

前中は金管・打楽器、午後からは木管楽器と分け、また、

昼の1時から3時には全体合奏の指導が行われました。

　朝9時30分から参加者の受付が始まります。そして

10時から各楽器に分かれてクリニックのスタート。こ

の指導には愛知県立芸術大学の学生が行います。受講

生の中には各楽器の中でも楽器をはじめたばかりの1年

生もいて、楽器の持ち方、構え方から、音の出し方、

呼吸法など基礎からのレッスンを行いました。経験者

を対象にしたレッスンでは、ウォーミング・アップを

兼ねた音階練習から、楽曲に即した奏法の指導まで、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽クリニック参加校より 
～長久手中学校吹奏楽部～ 

 全校生徒500人足らずの生徒数の中で、吹奏楽部

はその１割以上の64人が所属する学校一部員数の

多い部です。4月の新入生歓迎会に始まり、5月の

文化の家での吹奏楽クリニック・7月の夏のコンク

ール・10月には校内文化祭・11月には郡市の吹奏

楽フェスティバル・12月にはアンサンブルコンテ

スト、そして3月には恒例となってきた、長久手中

学校チェリーコンサートなど、一年を通して一生懸

命活動に取り組んでいます。  

 

 7月に行われた愛知県吹奏楽コンクールでは、課題

曲「鳥たちの神話」と自由曲「スカイスケープス」

を演奏しました。私たちの選んだ課題曲は大変難し

く、とても一生懸命練習しました。なかなか全体が

揃わず、悔しい思いをするときもありましたが、パ

ート練習やセクション別分奏でお互いに注意したり

励ましたりしながら、本番に向けて頑張りました。

コンクールでは、細かい失敗はありましたが、自分

たちの満足のいく演奏ができました。残念ながら惜

しいところで県大会に進むことはできませんでした

が、金賞をいただくことができました。家の方や応

援に来てくれた方から、多くのお褒めの言葉をいた

だくことができました。  

 

　コンクールが終わった今は3年生が引退し、1・

2年生だけの新体制になりました。私たちは、「聴

いてくださる人に感動を与えられる音楽をしよう」

ということを目標にしています。そのために、文化

祭の曲選びをすると同時に、それぞれの楽器でいい

音を出せるように、基礎練習や基礎合奏を中心に練

習しています。確かに、基礎の練習はつまらないと

きもあるけれど、5月の吹奏楽クリニックで県芸の

皆さんに教えていただいた基礎の大切さを忘れずに

頑張っています。  

 

楽器別クリニックでは文化の家のアートリビングの諸室に分かれ、それぞれ 
指導を受けました 
 
 

各楽器ごとのクリニックでは指の押さえ方の基本から指導が行われました 
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特 
集 

Special edition

打楽器クリニック 
 

トイレットペーパーの芯を使ったブレスコントロールのレッスン 
 

合奏クリニック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きめ細かいレッスンが行われました。最初は他校の生

徒が一緒だったりと、受講生の多くは緊張した面持ち

でしたが、いざ実技に入るとすぐ真剣な表情に変わり、

講師の指導1つ1つにうなずいていました｡ 

 
合奏クリニック 
　昼食後は森のホールで合奏のクリニック。県芸大の

村田教授、武内助教授により2・3年生全員が基礎練習

の指導を。その後2班に分かれて今回のクリニックのた

めに用意された課題曲の指導を受けました｡ 

　レッスンの内容は、トイレットペーパーの芯を使っ

たブレス（息）コントロールのレッスンといったユニ

ークなものや、息の吸い方、吐き方などの基礎的なも

のから、課題曲による合奏まで多岐にわたり、特に合

奏の指導では、ある一つの楽器の入り方や、強弱のコ

ントロールなど、客席から見学していた者には気がつ

かないミスにも鋭く指導が入り、しかし、指導後には、

曲の感じが変わり、はっきりとその成果が分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　2時間の合奏クリニックの後は、木管楽器のクリニ

ック。午前中と同様に初心者と経験者に別れて、各楽

器ごとのレッスンが行われました。 

 
 
参加者の声 
 

　クリニック終了後に寄せられたアンケートには､「ク

リニックが終わる頃には、全然音が変わっていて、楽

器に息が入るようになって音がキレイになりました。

スゴイ感動しました。」（高校生・クラリネット） 

「自分の不得意な部分を相談できたりアドバイスして

もらったり、とてもよい経験になりました。知らない

人たちとはじめて合奏をしたのでとても楽しかったで

す。」（高校生・トランペット）「クリニックでは、

今までぜんぜん知らなかったことなど、普段学校で教

えてもらっていること以上に詳しく教えてもらうこと

ができ、とってもためになりました。」（中学生・ク

ラリネット）「講師の先生が1人1人の質問にていねい

に教えてくださったのでよく分かりました。他の学校

の人とも同じ練習をすることでふれあえてとても楽し

くレッスンを受けることができました。」（中学生・

クラリネット）といった声が寄せ

られました。 

　また、講師を務めた県芸大の学

生からは､「（受講生の問題点など

を指導して）自分が中高生から学

ぶことの方が多いのではないかと

いうくらい、普段気に留めていな

いことを改めて見つめなおしたク

リニックでした。」という声も聞

かれました。 
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なぜ、オーケストラにサクソフォンがいないのか？ 
 
　吹奏楽ではない、弦楽器も入るオーケストラでは、サクソフォンの姿がほとんどとい
っていいほど見られません｡なぜでしょうか？ 
　それは、オーケストラが主に演奏する曲、バッハやモーツァルト、ベートーベンなど
が生きていた時代にはサクソフォンがまだ発明されていなかったからなのです。例えば
この3人の中で一番後の時代に亡くなったベートーベンの没年は1827年、同じくサク
ソフォンの特許取得が1846年。まだ存在しない楽器を使った曲は作りようが無いです
からね｡ 
　では、同じくサクソフォンの発明者アドルフ・サックスが発明したチューバは、どう
してオーケストラの中にいるのでしょう｡ 
　チューバの発明以前は、セルパンという楽器がそのパートを受け持っていました。や
がて、セルパンは1821年に開発されたオフィクレイドという楽器に取って代わられて
いきますが、1845年チューバが発明されると、やがて操作性や音量にすぐれたチュー
バに置き換わっていったのでした。 
　一方、サクソフォンはその独特の音色から、やがてジャズの花形となるなど独自の道
を歩んだのでした。 
 

吹奏楽フェスティバル　in　NAGAKUTE　 吹奏楽フェスティバル　in　NAGAKUTE　 

内容：各団体の個別演奏（20分程度）の後、全団体が
　　　集い、合同演奏を行います。 

ゲストバンド：煌 

〈プロフィール〉 
煌（きらめき）とは、長尾洪基のもとに集まった情熱溢れる
若きアマチュア吹奏楽集団のこと。本拠地を長久手町に置き、
ジャンルを問わずパレード・ドリルから、ポップス・現代音
楽まで何でもこなすスーパーマルチバンドを目指している。 

 
指揮：長尾洪基（長久手町在住／作曲家） 

〈指揮者プロフィール〉 
作・編曲家。バンドディレクター。 
愛知県立芸術大学音楽学部作曲科卒業。作曲を兼田敏、和声
を保科洋に師事。 
吹奏楽のための作・編曲や、スクールバンド、社会人一般バ
ンド、社会教育型ジュニアバンドなど数々の楽団指導等を通
じて常に吹奏楽の新しい可能性と心に響く音楽を追求し活動
している。 
長久手町在住。 

 
【長尾氏からのコメント】 
　吹奏楽はその形態のもつ特徴からとてもダイナミッ
クな幅の広い音楽表現が可能です。音楽ホールのよう
な室内での演奏だけではなく、屋外での厳粛な式典や
行進しながらの楽しい演奏（パレードやドリル）など
実用的な場面で演奏することも得意です。クラシカル
なものに限らずさまざまなジャンルの音楽表現に対し

柔軟に展開できるのも特徴です。 
　また管楽器や打楽器はピアノやヴァイオリンなどに
比べ楽器の習熟が早くできるので、学校のクラブ活動
など音楽教育活動としても大切な役割を担っています。 
 

　逆にこのような多様性を持つが故に実用的な音楽演
奏や教育素材としての優位性が強調されすぎ、さらに
は吹奏楽と同様に大きな合奏形態である管弦楽などと
比べると歴史が浅いことも相まって、音楽芸術として
高度な表現を深める事が不得手と思われてしまう場合
があります。 
　これは吹奏楽にとってたいへん憂慮すべき残念なこ
とです。表現できることや活躍する場面の幅が格段に
広く、限定された分野での括り方が難しい吹奏楽だか
らこそ、あらゆる方向への可能性を秘めているのです。 
　音楽会や現代音楽作品への啓蒙など繊細で高度な芸
術音楽としての表現は他の演奏形態と全く同様に可能
であるのみならず、吹奏楽ならではの独自の音楽表現、
マーチングショーや屋外でのパレードなどエンターテ
イメントとしての方向性も、民衆に広く受け入れられ
る文化として重要です。 
　そういったジャンルの垣根を取り払ったあらゆる方
向への取り組みを、学校教育や社会教育の一環として、
また地域振興や文化振興の担い手として、吹奏楽を通
しこの長久手の地から発信していくことができたらど
んなに素晴らしいことでしょう。 
 
 

日　時：2005年１月23日（日）　午後１時開演（午後0時30分開場） 
会　場：長久手町文化の家　森のホール 

愛・地球博地域連携プロジェクト事業 愛・地球博地域連携プロジェクト事業 

入場無料 
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4月 
17日（土）[風] 
長久手地域演劇ファイル［宮崎］
提携事業 Ort-d.d+こふく劇場 
「so bad year」 
　妻の妹と駆け落ちした男と、そ
の妹の3人劇。冒頭にラジカセに
よる「君が代」が流れたほかには
一切の音楽、効果音が無い、スト
イックな演出が印象に残りました。
能の様式を所々に取り入れた、緊張感がみなぎった舞台でした｡ 

 
24日（土）[森] 
「夢の浮橋」 
－人形たちとの「源氏物語」ー 
　江戸糸あやつり人形芝居の結城
座と、女優毬谷友子共演による「源
氏物語」。約2時間45分に凝縮さ
れた平安朝の物語は、美しい歌と
表情豊かな人形たちの演技で、観
客を魅了しました｡ 

 
5月 
8日（土）、9日（日）[森] 
リージョナルシアター・シリーズ　
国道、書類、風呂桶。 
「いちごの沈黙。」 
「コイナカデアル。」 
－短編二作同時上演― 
　リージョナルシアターとは、日
本各地で各地域に根ざした活動を
行っている劇団のこと。今回は各
地から脚本、演出、出演者を厳選して、国道、書類、風呂桶の3つの
言葉を織り込んで短編演劇を2本作りました。同じお題でこれ程まで
に違う芝居になるのか、脚本家、演出家の発想の豊かさにはただ驚
くばかりでした｡ 

 
30日（日）[風] 
若手落語家の会　其の四 
「林家染二　独演会」 
　早くも4回目となる若手落語家
の会。今回は大阪から、上方落語
界のホープ林家染二を招いて行わ
れました。観客が参加しての鳴り
物講習会もあって、大変盛り上が
った抱腹絶倒の会となりました｡ 

 
6月 
27日（日）[森] 
「Lumpen5／ルンプェン5
＜溺れる楽しさ。＞」 
　若手演奏グループLumpen5（ル
ンプェンファイブ）の木管五重奏
にピアノ、パーカッションを加え
てのコンサート。既成概念に捕わ
れない斬新なアイデアとアレンジで、
場内は笑い声と感心のうなり声で
満たされました。まさに「音を楽
しむ」コンサートとなりました｡ 
 
 

7月 
4日（日）～11日（日）[展示室] 
提携事業　ごちそう展 
　暗闇の中を抜けて奥の方へ歩いていくと、壁に埋め込まれたガラ
スケースのような空間が。恐々と中を覗くと、お皿にのったハンバ
ーグなどおいしい食べ物の楽園となっていました。 
 
10日（土）[森] 
長久手町文化の家開館6周年記念 
松永貴志トリオwith木村充揮 
JAZZ LIVE in NAGAKUTE 
 
18日（日）[風] 
長久手町文化の家開館6周年記念 
民族音楽シリーズ「二胡～深遠なる調べ～」 
　「筑紫哲也NEWS23」のテーマ曲でおなじみの、実力派二胡演奏
家･曹雪晶の演奏会｡中国伝統の曲に加え、ゲストにピアニストの天
野雅子を迎えて、日本の唱歌やクラッシックの曲なども演奏しました｡ 
　二胡が奏でる独特な音色は、聴く者の郷愁を誘い、会場が柔らか
な雰囲気に包まれました｡ 
 
8月 
1日（日）[森] 
フレンズのつどいPart.12 
「TENGO　情熱のライブ」 
　文化の家フレンズによる「フレ
ンズのつどい」も、早くも12回目。
今回はジプシーバイオリン天野紀
子とアコーディオン後藤ミホコの
デュオ、TENGOのコンサート。 
2人合わせて102歳とは思えない、
エネルギッシュな演奏と、ヨーロッパを放浪したジプシーの熱い情
熱が伝わってくるような音楽に、観客は皆酔いしれていました｡ 
　終演後はフレンズの会員達と出演者との交流会が持たれました。 
2人とも演奏中の迫力ある雰囲気とは違い、とても気さくな方で、話
しに華が咲きました｡ 
 
6日（金）[風] 
提携事業 長久手町地域演劇ファイル[大阪] 
ランニングシアターダッシュ「POOL」 
　舞台上を駆け回り、大声を出して演じる。元気と勢いで舞台が狭
く感じるほどにアグレッシブな公演でした。観客層も小学生から20
代までの若者が圧倒的に多く、夏の暑さを吹っ飛ばした夜となりま
した。 
 
8日（日）[文化の家全館] 
長久手こども音楽劇場 
「楽器の動物園」 
　普段はサークルなどの利用者で
いっぱいの文化の家の館内が8月8
日だけ子ども達の遊びの場、“動物
園”となりました。館内中にパン
ダやシマウマなどのフェイスペイ
ンティングをした子ども達で溢れかえり、美術室では太鼓や笛を作
成するワークショップ、音楽室や舞踊室ではフルートやバイオリン
などの演奏が催されました。また、スタンプを集めるとバッチがも
らえるスタンプラリーでは親も子どもも一緒になってスタンプがど
こにあるのか探しまわっていました。午後4時からは森のホールで世
界中を演奏してまわるタブラトゥーラのコンサートが開かれ、ヨー
ロッパの古楽器の演奏に「ブラボー」の声がこだましました。 
 



9

 
THE CHEETAH EXHIBITION 2（チーター展） 
13日（金）～22日（日）　GALLERY CHEETAH［展示室］ 
13日（金）～18日（水）　CINEMA CHEETAH［光］ 
　愛知県立芸術大学のデザイン専攻の学生によるTHE CHEETAH 
EXHIBITION 2。若者らしくパソコンを使い3DCGやFlashのアニ
メーションからフィルムを使っての映像まで個性豊かな幅広い作品
が上映されました。また、2000年から2004年の優秀作品の上映
も行われました。 
　展示ではQRコードを使って、作者のコメントを見ることができ、
来場者が携帯電話を持ちながら会場を見て周るという趣向。作品自
体も、うちわを壁一面に展示し、来場者が持ち帰ることにより省エ
ネをはかろうという試みなど、アイディアいっぱいでした。 
 
27日（金）～9月5日（日）［展示室］ 
平成16年度長久手町文化の家絵画コンクール（小学生/中学生の部） 
受賞・入選作品展 
「にぎやかな時」をテーマに215作品が集まりました。夏休みとい
うこともあり、花火やプールなどの風景が数多く集まりました。 

 
9月 
5日（日）[森] 
長久手フィルハーモニー管弦楽団 
第5回定期演奏会 
 
15日（水）～19日（日）[森] 
第3回長久手オペラ声楽コンクール2004 
 
23日（木・祝）[森] 
平成16年度公共ホール演劇製作ネットワーク事業 
ハロー、グッバイ 
 
26日（日）[森] 
愛知県立芸術大学提携事業 
室内楽の楽しみ 
 

速報 

　9月15日（水）から19日（日）までの日程で行われた第3回
長久手オペラ声楽コンクールは、国内外から70名の参加者が集
まり、大勢の観客が見つめる中、行われました。厳しい審査に
よる 1次、2次予選を勝ち抜き、本選へ進んだ 10名の中から、
見事入賞を果たしたのは次のみなさんです。そして、表彰式後
の交流会で受賞者のみなさんに感想をいただきました。 

1位　馬原裕子（鹿児島県出身） 
　歌う前はとても緊張しましたが、歌ってい
る時は緊張することもなく歌に集中すること
ができました。そして1位になれたことはとて
も「感無量」です。このコンクールはホテル
暮らしでしたので、5日間の体調維持、健康管
理がとても大変でした。また、コンクールで
は自分自身、発声などの技術面にしてもまだ
まだ未熟なところが多かったと感じたので、
今後は今以上に精進していきたいと思ってい
ます。 
 
2位　渡辺敦子（京都府出身） 
　天井が高くて、響きを感じながら歌わせて
いただけました。自分の声は生きている間に
神様からお預かりしているものですので、一
生磨き続けていきたいと思っています。やっ
と少しずつ歌手としてのお仕事をいただける
ようになりましたので、不器用ですけど一つ
ずつ確実にハードルを越えていきたいです。 
 
3位　松岡万希（兵庫県出身） 
　モーツァルト以前の作品を聴くということで、
基礎ができているか見るという意味でしっか
りしたコンクールでした。私たちも試される
という身の締まる思いで臨みました。 
歌曲を聴いてくれたのも音楽的なアプローチ
を見るということで特徴的なコンクールだっ
たのではないかと思います。これからはオペ

ラを中心に活動していき、ヨーロッパなど海外
でも活動のチャンスがあればと思っています。 
 
特別賞　澤村翔子（熊本県出身） 
　体力的にはそこまで厳しくなかったけれど、
歌っている時は知らない間に緊張してました。
このオペラコンクールで出会った歌い手の方、
審査員の方が素晴らしい方々で、その中で歌わ
せてもらったことが良いことでした。今後は、
日本より外を見て精神力や歌の技術を鍛えてい
きたいと思っています。 
 
入選　糸数知（大阪府出身） 
　地元から初めて外へ出て、自分の存在を知っ
てもらえたのが一番良かったです。今回のコン
クールで感じたことは、入場から退場までの意
気込み、雰囲気、やる気のある人が頑張れたと
思ったので、歌が上手なだけでは駄目だと感じ
ました。 
 
入選　加地早苗（愛知県出身） 
　歌った後に大先輩の審査員の方からアドバイ
スがいただけるというのが他にはない試みであ
り、歌い手にとっては宝物みたいなものです。
オペラが自分には合っているので、今後もオペ
ラ中心にオーディションを受けたりなど活動し
ていきたいです。 
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ノーベル文学賞を受賞したイタリアの劇作家ルイージ・ピラ
ンデッロによる、「演じる」事を俳優の 
立場から徹底的に探求した話題作です。 

【と　き】11月6日（土）午後3時開演 
【ところ】文化の家　風のホール 
【料　金】一　　般：3,500円 
　　　　　フレンズ：3,000円 
　　　　　学生・バルコニー席：2,500円 
　　　　　（全指定席）※未就学児の入場はご遠慮ください。 
【演　出】斎藤晴彦 
【出　演】荻野清子、斎藤晴彦、小篠一成ほか 
 

“芝居”や“語り”が一体となって、独特な宮沢賢治の世界
を繰り広げます。 

【と　き】11月14日（日） 
　　　　　“どんぐり”の部（『どんぐりと山猫』・『ツェ
　　　　　ねずみ』）午後1時30分開演 
　　　　　“具”の部（『注文の多い料理店』・『貝の火』）
　　　　　午後3時30分開演 
【ところ】文化の家　風のホール 
【料　金】“どんぐり”の部：1,500円 
　　　　　“貝”の部：2,500円 
　　　　　通し券：3,000円 
　　　　　※“どんぐり”の部=チケットは4歳（年中）以上から必要です。 
　　　　　※“貝”の部=未就学児の入場はご遠慮ください。 
　　　　　※この公演のチケットは「チケットぴあ」では扱っておりません。 

【主　催】長久手町、観る会“せ・お・な”事業倶楽部 

 

クリスマスといえば「メサイア」。ヘンデルゆかりの地イギ
リスの名門シックスティーンによる名作「メサイア」をお届
けします。 

【と　き】12月19日（日） 
　　　　　午後3時開演 
【ところ】文化の家　森のホール 
【料　金】S：7,000円 
　　　　　A：5,000円 
　　　　　学生：3,000円（A席のみ） 
　　　　　（全指定席） 
　　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。 
【出　演】ザ・シックスティーン合唱団＆管弦楽団、 
　　　　　指揮：ハリー・クリストファーズほか 
【演　目】ヘンデル／オラトリオ「メサイア」全曲 

劇団黒テント　「ぴらんでっろ」 

名演への招待シリーズ６ 
ヘンデル／オラトリオ「メサイア」 

 

今も世界中で愛読されている
J.Hファーブルの「昆虫記」を、
ゆかいな虫たちが歌とダンスで
紹介する。楽しくって、ために
なって、元気が出ちゃうミュー
ジカル！ 

【と　き】1月29日（土）午後3時開演 
【ところ】文化の家　森のホール 
【料　金】一 般 前 売：2,500円（当日 2,700円） 
　　　　　中学生以下：1,000円（当日 1,200円） 
　　　　　親　子　券：3,000円（当日 3,300円） 
　　　　　※親子券は大人1人と中学生以下1人が入場できます。 
　　　　　（全自由席） 
　　　　　※3歳未満の入場はご遠慮ください。 
　　　　　※宝くじの助成により、通常の約半額の料金になってい
　　　　　　ます。 
【主　催】長久手町、愛知県、（財）自治総合センター 

宝くじ文化公演／劇団目覚時計 
ミュージカル「ファーブル昆虫記」 

事業倶楽部事業　宮沢賢治語り芝居鑑賞会 

「身体が動けば、すべてダンスになる！」地元ダンサーたち
を中心とした、生まれたばかりのパフォーマンスをお楽しみ
ください。 

【と　き】11月26日（金）午後7時開演 
【ところ】文化の家　風のホール 
【料　金】前売　一般：2,500円、フレンズ：2,000円 
　　　　　大学生以下：1,800円 
　　　　　当日　一般：2,800円、学生：1,800円 
　　　　　（全自由席）※未就学児の入場はご遠慮ください。 
【主　催】長久手町 
【協　力】「踊りに行くぜ！」愛知公演実行委員会 
 

提携事業　２００４「踊りに行くぜ！！vol.5」 

　公演チケットは、文化の家、アピタ長久手店2階長久手町サ
ービスコーナー（Nピア）、チケットぴあでお買い求めいただ
けます。 

※文化の家では電話予約もできますが、代金を1週間以内にお
　支払いいただくか、現金書留で送金してください。 
　前売りで完売した場合、当日券はありません。 

●文化の家チケット専用電話　　　　　　　0561-61-2888 

●長久手町サービスコーナー（Nピア）　　0561-63-9200 
（アピタ長久手店2階） 

●チケットぴあ　　　　　　　　　　　　　0570-02-9999

◆チケット購入方法◆ 
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　例年にない暑さだった夏の一日、文化の家は全館をあげて楽器の「動物園」に変身した。これは楽器を動物に、
音楽家を飼育係にたとえた「音のテーマパーク」で、子どもたち（親たちも）は飼育係の案内で一つ一つの楽
器を見たり触れたり、聴いたり、あるいは紙笛や弦太鼓を作って、鳴らしたり踊ったりしながら、最後にはこ
うした楽器たちが合わさって音楽になる、ということを体験する。 
　当日は祭りのような賑わいだった。朝10時、ファンファーレが館内に響き渡って開園すると、愛知県立芸術
大学の学生たちによるフェイスペインティングのコーナーにはすぐに行列ができ（これは終日続いた）、ここで
猫やパンダになった子たちが、ガレリアや10数室に分かれた動物コーナーを渡り歩いていた。スタンプラリー
やぬり絵のコーナーもその間の道草になるようにと用意されていた。最後のプログラム「コンサート～全員集合！」
は中世の音楽を中心とした高レベルの演奏会だったが、夕方の森のホールの観客は予定数を超えてしまった。

この日のために芸大や南山短大、中部楽器技術専門学校の学生をはじめグループや個人計45名のボランティアが参加してくださった。 
　文化の家は子ども（親子）向けの事業を増強し、今は年間50本ほどの自主事業のうちの10本近くをこれにあてるようになっている。『楽
器の動物園』はそのなかにあって大人も含めた「参加・体験型」であることを柱とし、遊びの要素を存分に取り入れながら出来るだけ高
度な音楽、豊かな感性の世界へ誘おうとする好企画であった。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化の家　館長　川上　實 
 

文化の家の音楽スタジオやホールを使って練習や発表をし

ているバンドが一挙終結。 

【と　き】10月24日（日）正午～ 

【ところ】文化の家　風のホール 

【入場料】無料 

【出演順】アニメ戦隊メタレンジャー、Tooth Picks、　

　　　　　麦茶同盟、Silent、名古屋MISCATS、S.M.T、

　　　　　Red Points、Burnt Sienna Trance、　　

　　　　　VAXIM、クラブブロンソン 

【主　催】第2回長久手町文化の家バンドフェスティバル

　　　　　実行委員会／長久手町 

 

－ 第6回 長久手町文化の家フェスティバル － 
～文化の家利用者の祭典～ 

◆舞台部門 
【と　き】11月20日（土）・21日（日） 
【ところ】文化の家　森のホール・風のホール 
【内　容】琴、ピアノ演奏、日本舞踊、室内楽、クラシッ
　　　　　クバレエ、社交ダンスなど 
【出　演】　 
　20日（土）午後2時～ 
　風のホール　スマイルキッズ、吉田京子、カンナ月、　
　　　　　　　筝曲あけぼの会、ひまわり 
　21日（日） 
　■風のホール　午後1時～ 
　アンサンブル･ラ･メール、コーロ･リベルタ、ギターア
　ンサンブルながくて 
　■森のホール　午後2時45分～ 
　Me Too!、スイートハート長久手、日本舞踊　紫泉会、 
　功神流剣詩舞道　功神会、ひとみバレエアカデミー 
　 

◆展示部門 
【と　き】11月16日（火）～21日（日） 
　　　　　午前10時～午後7時（最終日は午後5時まで） 
【ところ】文化の家　展示室 
【内　容】絵手紙、染色、日本画、フラワーアレンジメン
　　　　　ト、陶器のペインティング、機織りなど 
【参加団体】日本画サークルポッポ会、惠工房、フラワーサ
　　　　　ークルLin、スタジオSAKI、クニノ絵画サロン、
　　　　　ORIDOKI、長久手絵手紙を楽しむ会、なごや
　　　　　東絵画サークル、愛知県創造レクリエーション
　　　　　研究会 
 
◆パフォーマンス部門 
【と　き】11月21日（日） 
【内　容】美術室　惠工房　藍染め・草木染め体験教室 
　　　　　食文化室　フラワーサークルLin　フラワーア
　　　　　レンジメント・ドライリース体験教室 
　　　　【主　催】第6回長久手町文化の家フェスティバ
　　　　　　　　　ル実行委員会／長久手町 

文化の家の利用者が一同に会する文化の家利用者の祭典です。舞台、展示、パフォーマンス、それぞれの部門の参加者で

組織する実行委員会が準備を進め、日ごろの活動の成果を披露するとともに、利用者間の交流を深めます。 

 

－ 第2回 長久手町文化の家バンドフェスティバル － 
 

昨年に行った第１回長久手町文化の家バンドフェスティバルの様子 
 

昨年の舞台部門の様子 
 




