
N響カルテット：髙井敏弘（N響第1バイオリン）
山岸 努（N響第1バイオリン） 横島礼理（N響第1バイオリン）
工藤セシリア（ピアノ）

12：00

12：30

11：00

大蔵天空太鼓（太鼓）

11：30

工藤セシリア（ピアノ）

２：00 髙木美里（フルート） 降籏真理子（ピアノ）
２：10 小澤 恵（ビオラ） 野上 剛（ピアノ）
２：20

２：30

1：00

1：30

クラシックステージ（講堂） 10：45開場

３：00

小澤 恵（ビオラ） 野上 剛（ピアノ）

３：30

なげのあやか（童謡歌手） 神津かおり（ピアノ）

山野小学校合唱団（合唱）

髙木美里（フルート） 降籏真理子（ピアノ）

小澤 恵（ビオラ） 野上 剛（ピアノ）

N響トリオ：髙井敏弘（N響第1バイオリン）
山岸 努（N響第1バイオリン） 横島礼理（N響第1バイオリン）

髙木美里（フルート） 降籏真理子（ピアノ）

12：00

11：30

２：00

studio LOOP（ヒップホップ＆ジャズダンス）

２：30

1：00

1：30

フリージャンルステージ（1階エントランス） 10：45開場

10月13日（日）午前11：00～午後4：00
（午前10：45開場予定）

３：00

Leialoha Hula Studio（フラダンス）

３：30

NHK技研・器楽サークル（バンド）

なげのあやか（童謡歌手） 神津かおり（ピアノ）

12：20
NHK技研・器楽サークル（バンド）

12：40
キヌタスイッチ（バンド）

フィリップ・ウー（キーボード)
ジニー・ウィルソン（ボーカル)

和響太鼓（太鼓）

山崎美紀 （クラシックステージMC） 大澤久美子 （フリージャンルステージMC）

茨城県出身。
大学卒業後フリーアナウンサー事務所に所属。
テレビ、ラジオでの番組進行ＭＣや、
イベント、各種展示会、式典での
司会、ＭＣで活動中。
最近ではハンドメイドの講師としても
様々な作品を制作。

東京都出身。 
イベント、各種展示会、
企業運動会、セミナーなどの
MC、ナレーター。 
テレビ、ラジオの通販番組での
ＭＣ出演などを経験。 

N響トリオ：髙井敏弘（N響第1バイオリン）
山岸 努（N響第1バイオリン） 横島礼理（N響第1バイオリン）

山野太鼓（太鼓）

午後

午前

午後

午前

クラシックステージ（講堂）午前11：00～午後4：00（1２組出演予定）
フリージャンルステージ（1階エントランスホール）午前11：30～午後4：00（10組出演予定）

入場料/無料（満席の場合は入場を制限する場合があります）
＊事前のお申し込みは必要ありません。

会場/NHK放送技術研究所  講堂・1階エントランスホール
（東京都世田谷区砧1-10-11）

＊駐車場がございませんので公共交通機関での来場をお願いします。
主催/NHK放送技術研究所

お問い合わせ/NHK放送技術研究所「せたがや秋の音楽まつり」係
TEL 03-5494-3399

（平日 午前10：00～午後6：00 ＊但し正午～午後1：00は除く）



フィリップ・ウー （キーボード）
ホイットニー・ヒューストン、グローヴァー・
ワシントン・ジュニア、シンディ・ローパー、
シー・アンド・シー・ミュージック・ファクトリー、
ロイ・エアーズなど、世界で活躍するミュー
ジシャン達のレコーディング、ツアーメンバー
として共演し、強い信頼を得ている。スティー
ビー・ワンダー、ビー・ビー・キング、カーティス・
メイフィールド他多数のアーティストと共演。
日本において、久保田利伸、EXILE、平井堅、
AI、Chemistry、郷ひろみなどのレコー
ディング、楽曲提供、ツアーメンバー、プロ
デュースなど日本を拠点に活動している。

ジニー・ウィルソン （ボーカル）
アメリカ・シカゴ出身。
シンガーソングライター。
ゴスペルシンガーである母に影響を受け、
7才からミュージカルに出演し
キッズバンドのボーカル、ギターを始める。
Jazz、R&B、Soul、Popミュージシャンと
ともに幅広く活躍し、ウォーのリー・オスカー、
桑野信義、 フィリップ・ウーなどと共演。
日本ではブルーノート、モーションブルー、
グランドハイアットMADURO、
パークハイアットNew York Bar、
リッツカールトンなどでコンサートに出演。

髙井敏弘 （バイオリン）
東京音楽大学器楽科卒、同大学特待生。
桐朋学園大学研究科修了。
第16回神奈川音楽コンクール・
バイオリン部門高校生の部入選。
第10回日本クラシック
音楽コンクール入選。
ブラビシモクラシカ、ファイナリスト賞。
室内オーケストラ
「ARCUS（アルクス）」の
メンバーとしても活動している。
NHK交響楽団第1バイオリン奏者。

山岸 努 （バイオリン）
千葉市出身。
5歳よりバイオリンを始める。
桐朋女子高等学校（男女共学）を経て、
2008年同大学を卒業し卒業演奏会出演、
卒業と同時にNHK交響楽団入団。
第51回全日本学生音楽コンクール、
第54回同コンクール、それぞれ入賞。
第12回日本モーツァルト音楽コンクール
第1位。大賞選考会で大賞受賞。
国内主要音楽祭にて音楽賞受賞。
第9回千葉市芸術文化新人賞を受賞。
NHK交響楽団第1バイオリン次席奏者。

横島礼理 （バイオリン）
東京都出身。
桐朋女子高等学校音楽科
（男女共学）を経て、
桐朋学園大学に入学。
第62回全日本学生音楽コンクール
東京大会、全国大会第1位。
併せて兎束賞・東儀賞・
日本放送協会賞を受賞。
これまでに堀正文、久保良治、
飯田芳江、草野玲子の各氏に師事。
NHK交響楽団第1バイオリン奏者。

工藤セシリア （ピアノ）
フランス・リル生まれ。4歳よりピアノを始め、
1999年パリ国立地方音楽院に入学。
J.M.コテ夫妻、L.ベルリンスカヤ、
B.リグット、J.ルヴィエ、B.ベルマン、
A.コンタルスキー、S.ペルティカローリ、
A.ナセトキン、鷲見加寿子の各氏の下で
研鑽を積む。幼少の頃よりフランス国内の
多くのコンクールにおいて、第1位・最高位
を獲得。8歳のとき、フランスと日本で
初めてコンサートに出演。
最近では日本で室内楽のピアニストの
一人として注目されている。

なげのあやか （童謡）
東京音楽大学付属高等学校を経て
同大学器楽専攻卒業。声楽を國井道子氏に
師事。第27回全国童謡歌唱コンクール
関東甲信越ブロック決勝大会最優秀賞受賞
並びにグランプリ大会大人部門銀賞受賞。
NHKや民放、自治体の
主催イベントをはじめ、各種イベント・
コンサートに出演する他、富士通CM出演。
コンサートの構成・作編曲・演出を
自ら手掛け活動している。
こどものうた合奏団
「かぼちゃの馬車音楽隊」主宰。

神津かおり （ピアノ）
東京音楽大学ピアノ演奏家コースを
特待奨学生として学び卒業。
ピティナ・ピアノコンペティションG級金賞
デュオ部門上級第1位、ショパン
国際ピアノコンクールinASIA大学生部門･
コンチェルトB部門共に最高位受賞。
こどものうた合奏団「かぼちゃの馬車音楽隊」
でピアニストを務め、全国各地にて演奏中。
映画「嘘を愛する女」、アニメ「ピアノの森」
大河ドラマ「西郷どん（革命篇）」等の
劇中音楽ピアノを担当。
後進の指導にも力を注いでいる。

武蔵野音楽大学卒業。
同大学大学院修士課程修了。在学中より、
同大学室内管弦楽団公演のソリストに
選抜されオーケストラと共演や、
レインボウ21サントリーホールデビュー
コンサートなど数々の演奏会に出演。
2016年ハンガリーYMSAマスター
クラスを修了し、同ガラコンサート出演。
現在はオーケストラ、室内楽、ソロを中心に、
公演やイベント、著名アーティストの
録音やライブのサポート、音楽番組や
TVドラマの協力など国内外で活動中。

武蔵野音楽大学大学院
ヴィルトゥオーソコース修士課程修了。
イモラ国際ピアノアカデミー（伊）に渡り
イタリア最高位のディプロマを取得。
日本演奏家コンクール第1位、
毎日新聞社賞、宝塚ベガ音楽コンクール
第2位等、受賞歴多数。
武蔵野音楽大学学内オーディションにて
ソリストとして選抜され、同大学管弦楽団と
東京オペラシティ公演、国内演奏旅行に
渡り共演。各地でリサイタルを開催。
武蔵野音楽大学附属音楽教室講師。

国立音楽大学演奏学科卒業。
ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー修了。
第9回ウラジオストク国際音楽コンクール
第2位。第21回日本クラシック音楽
コンクール全国大会大学の部入選。
第24回ウラジオストク春の音楽祭に招待
され、沿海州立フィルハーモニック劇場、
ロシア国立極東芸術大学にて室内楽コン
サートを行う他、宮本明恭氏が指揮・編曲を
手掛けるムジカ・クオーレのメンバーとして
バルセロナで公演を行うなど、
国内外で数多くのコンサートに出演する。

桐朋学園大学音楽部音楽科ピアノ科、
桐朋学園大学院大学を修了。
第1回ユーロレジョン国際ピアノコンクール
第1位受賞（フランス・アラス市）、
第53回全日本学生音楽コンクール
東京大会第2位を始めとする国内外の
コンクールで入賞を重ねる。
長野県新人演奏会に推薦され出演。
ピアノソロに加え、室内楽ピアニストやコン
クール・オーディションの伴奏者としても
活動の幅を広げている。現在都内を中心に、
演奏活動や後進の指導に励んでいる。

こんにちは、
山野小合唱団です。
３年生から６年生の
メンバー約50名で
歌っています。今年も
各種コンクールや
地域のイベントに
向け頑張りますので、
地域の皆様
応援よろしく
お願い致します！

山野太鼓は、
山野小学校の教室を
お借りして、登校のない
土曜日の午前中に
練習を行っています。現在、
山野小学校の1年生から
6年生までの計12名で、
地域にお住いの三戸部清
先生のご指導のもと、
楽しく練習に励んでいます。
頑張って演奏しますので、
どうぞ宜しくお願いします。

昭和58年発足し、今年36年目を迎えます。
当時世田谷区大蔵在住の野地昭良さんが
神田明神の「明神将門太鼓」を地元の
子どもたちにも教えたいとの思いから、
盆踊りのやぐら太鼓を叩いていた小学生に
編曲した組み太鼓を教えたのが始まりです。
会の命名はイベントに隣席されていた
当時の世田谷区長 大場啓二さん。子ども
たちの叩く太鼓は、天、空にも届くほど
元気な演奏ということで天空(てんぐ)太鼓
と名付けてくださいました。現在は地元の
お祭り、盆踊りなどで太鼓を披露しています。

平成8年に和太鼓の好きな仲間が集まり、
和響太鼓を結成いたしました。
和響太鼓の名のとおり、地域の「和」、
音の「響き」を大事にしております。
春の桜丘の桜祭りを皮切りに、
砧の暑い夏の盆踊り大会、友愛十字会の
敬老の日、世田谷花火大会での演奏、
東京都世田谷青果市場祭り、そして
「せたがや秋の音楽まつり in NHK技研」
など地域のイベントにたくさん出させて
頂いております。今後もふるさと砧を中心に
素敵な和太鼓の音を響かせてまいります。

Leialoha Hula Studio （フラダンス）
フラや
ウクレレの楽しさを、
たくさんの子どもたちに
伝えたいという思いから、
2004年に
世田谷・砧にレイアロハ
フラスタジオを開校。
アロハスピリットを
大切に、友情の絆を深め
子どもから大人まで
仲良く楽しくハワイの
文化を学んでいます。

studio LOOP （ヒップホップ＆ジャズダンス）
ダンススクール
studio LOOPです。
今年の2月に桜丘4丁目
環八通り沿いに
新スタジオを構え、
リニューアルオープン
しました。子どもから
大人まで、はじめての方
から上達を目指す経験者
まで通え、笑顔があふれる
友達の輪が広がっていく
楽しいスタジオです。

キヌタスイッチ （バンド）
平成30年に
三峯神社例大祭を
盛り上げるべく
結成されました。
メンバー4人全員が
同世代の音楽好きです。
子どもから大人まで
誰でも知っているような
J‐POPを中心に
楽しく演奏しています。

NＨＫ技研・器楽サークル
NHK放送技術研究所で
働く職員を中心に
構成された音楽サークル。
年に数回、技術研究所で
お昼休みにコンサートを企画し、
クラシックからバンド演奏まで
様々なジャンルの音楽を
演奏しています。
今日は、地域の皆様に
お聴き頂くという事で、
少し緊張しておりますが、
温かく見守って頂けたら幸いです。

小澤 恵 （ビオラ）

野上 剛 （ピアノ）

髙木美里 （フルート）

降籏真理子 （ピアノ）

山野小学校合唱団 （合唱）

山野太鼓 （太鼓）

大蔵天空太鼓 （太鼓）

和響太鼓 （太鼓）


