
１ オーケストラと友に音楽祭 2023（第 15 回）概要 
・日程：５月３日(水祝)～６日(土) ４日間 
・会場：飯田文化会館ほか、飯田下伊那各所 
・共同するプロオーケストラ 

   オーケストラ：名古屋フィルハーモニー交響楽団（名フィル） 
指揮者：川瀬賢太郎（名フィル音楽監督・令和５年４月就任予定） 

 
２ 各プログラムについて 
 詳細は別添の資料およびチラシをご覧ください。 
 
３ チケット販売について 
 チケットは、３月４日(土)発売です。良い席はお早めに！ 

＜チケット取扱い＞  
・飯田文化会館 窓口…３月４日(土) ９時～ 

電話…３月４日(土) 11 時～ 
・チケットオンライン「いいチケ」…３月４日(土) 11 時～  

（https://p-ticket.jp/iida） 
・平安堂飯田店・座光寺店…３月４日(土) 10 時～ 

 
４ ポスターデザインについて 
 飯田市在住のデザイナー角田久美さんの作品を採用しました。 

詳細を掲載したチラシ（プログラムガイド）は、２月 13 日(月)より市内外へ配布します。 
＜配布先＞ 市内全戸配布（2/14～）、市内各公民館、飯田市役所、郡内町村役場 ほか 

 
【アピールポイント】 
○コロナの影響による２度の中止や制約などを経て、令和元年以来、４年ぶりの通常開催を予定してい

ます。15 回の記念の年ではありますが、一つひとつの事業を着実に実施することに重きを置くととも
に、これまで培ってきたつながりを大切に育む 15 回を目指します。 

○飯田市初！ 15 回を記念し、飯田市議場でのコンサートを開催します。 
○天才少年トランぺッターとして今話題の児玉隼人（13 歳）が、「名曲コンサート」に登場します。 
○コロナ禍を想定し、皆さんに安心して参加いただける環境づくりに努めます。また、今後の国等の指

示を踏まえ対応していきます。 

問い合わせ先： 

オーケストラと友に音楽祭実行委員会 

事務局（教育委員会・飯田文化会館内） 

担当：白井美樹  電話：0265-23-3552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

オーケストラと友に音楽祭 2023（第 15 回） 

事業概要決定、チケット販売開始 
 

令和５年２月３日（金） 

●オーケストラと友に音楽祭（オケ友）は、今年 15 回を迎え、令和元年以来、４年ぶりの通常開催

を目指します。 

●チケットは３月４日(土)発売。良い席はお早めに。 

発表の趣旨 

□ 政策・施策・事業等の発表 

□ イベント等の事前告知 
□ 当日の取材依頼    ■ 市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ■あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし  ■あり 

□後日掲載（  月  日頃） 



  
令和５年２月３日 

オーケストラと友に音楽祭実行委員会 
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オーケストラと友に音楽祭 2023（第 15 回）開催のお知らせ 
 

オーケストラと友に音楽祭は、『市民とプロオーケストラとのコラボレーション（共同作業）
により、クラシック音楽を楽しみ、学び、子どもと市民と地域社会に広がっていく市民が創る音
楽祭』を基本理念に開催します。 
 

１ 開催期間 

令和５年５月３日(水･祝)～６日(土) 計４日間 
 

２ 共同する指揮者・オーケストラ 

・指揮者：川瀬賢太郎（名古屋フィルハーモニー交響楽団音楽監督・令和５年４月就任） 
  ・オーケストラ：名古屋フィルハーモニー交響楽団 
 
■川瀬賢太郎（指揮／名フィル音楽監督・令和５年４月就任） Kentaro KAWASE, Conductor 

1984 年東京生まれ。私立八王子高等学校芸術コースを経て、2007 年東京音楽大学音楽学部音
楽学科作曲指揮専攻（指揮）を卒業。これまでに指揮を広上淳一、汐澤安彦、チョン･ミョンフ
ンなどの各氏に師事。2006 年東京国際音楽コンクール＜指揮＞において１位なしの２位（最高
位）に入賞。2011 年４月に名古屋フィル指揮者に、2014 年４月には神奈川フィル常任指揮者に
就任。卓越したプログラミングを躍動感あふれる演奏で聴衆に届けている。 

海外においてもイル・ド・フランス国立オーケストラとの共演や、ユナイテッド・インスト
ゥルメンツ・オヴ・ルシリンと共演。 

オペラにおいても、細川俊夫作曲「班女」、「リアの物語」、モーツァルト作曲「後宮からの逃
走」、「フィガロの結婚」、「コジ・ファン・トゥッテ」、「魔笛」、ヴェルディ作曲「アイーダ」な
ど目覚ましい活躍を遂げている。 

現在、名フィル正指揮者、札幌交響楽団正指揮者、オーケストラ・アンサンブル金沢パーマネント・コンダクター、三重県
いなべ市親善大使。2015 年渡邉暁雄音楽基金音楽賞、第 64 回神奈川文化賞未来賞、2016 年第 14 回齋藤秀雄メモリアル基金
賞、第 26 回出光音楽賞、第 65 回横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞。東京音楽大学作曲指揮専攻（指揮）特任講師。 

2023 年 4 月より名古屋フィルハーモニー交響楽団第 6 代音楽監督に就任。 

 

■名古屋フィルハーモニー交響楽団（オーケストラ） Nagoya Philharmonic Orchestra 

日本有数のオーケストラの一つとして、愛知県名古屋市を中心
に東海地方の音楽界をリードし続けている。その革新的な定期演
奏会のプログラムや、充実した演奏内容で広く日本中に話題を発

信し、“名
めい

フィル”の愛称で地元では親しまれ、日本のプロ・オー
ケストラとして確固たる地位を築いている。 

現在の指揮者陣には、小泉和裕（音楽監督）、川瀬賢太郎（正
指揮者）、小林研一郎（桂冠指揮者）、モーシェ・アツモン（名

誉指揮者）、ティエリー・フィッシャー（名誉客演指揮者）が名を連ねており、2023 年４月からは川瀬賢太郎が音楽監督に、
小泉和裕が名誉音楽監督に就任、また、坂田直樹に続く第４代コンポーザー・イン・レジデンスには小出稚子が就任予定。 

意欲的な内容に定評のある「定期演奏会」をはじめ、親しみやすい「市民会館名曲シリーズ」、障がいのある方を対象とし
た「福祉コンサート」、主に子ども達を対象とした「こども名曲コンサート」、市内の学校を訪問する「名古屋市内移動音楽
鑑賞教室」など、バラエティに富んだ年間約 110 回の演奏会に出演している。 
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３ プログラム 

楽しもう！ 

■名古屋フィルハーモニー交響楽団 名曲コンサート 
  ５月６日（土） 開演 16:00（開場 15:15） 飯田文化会館ホール  ※未就学児入場不可 
     

オーケストラの魅力をたっぷりと味わえる名曲中の名曲をお届けするオーケストラコンサ
ート。オケ友 15 回のフィナーレを華やかに飾ります。 

中でも注目は、天才少年トランぺッターとして今話題の児玉隼人（13 歳）をソリストに
迎えた『トランペット協奏曲』。 

37 歳の若さで名フィルの次期音楽監督へ抜擢され全国から注目を集める指揮者・川瀬賢
太郎との競演は必聴です。 

 
    ＜指揮＞ 川瀬賢太郎（名フィル音楽監督・令和５年４月就任） 
    ＜曲目＞ ♪バレエ組曲『くるみ割り人形』より「花のワルツ」／チャイコフスキー 
         ♪トランペット協奏曲／アルチュニアン 
           トランペット＝児玉隼人 
         ♪組曲『展覧会の絵』／ムソルグスキー 

 
 
■児玉隼人（トランペット） Hayato KODAMA, Trumpet 

2009 年北海道釧路市生まれ。 
５歳のクリスマスプレゼントで貰ったコルネットをおもちゃ代わりに吹き始める。 
ちょうどその頃、地元の釧路で行われた演奏会でフランス人トランペット奏者のアンド

レ・アンリ氏(世界的ソリスト・東京音楽大学教授)の演奏を間近で聴いた事をきっかけに「将
来は世界一のトランペット奏者になる」夢を持ち、本格的にコルネットの練習を始める。 

小学３年生で出場したソロコンテスト北海道大会で金賞受賞。日本ジュニア管打楽器コン
クール金賞、日本クラシック音楽コンクール第１位及びグランプリ、下田国際音楽コンクー
ル金賞及び大賞、2022 年 10 月に行われた第 23 回大阪国際音楽コンクールでは音楽大学卒業
以上の部に出場し第１位を受賞。また全部門の１位が出場するグランドファイナルでも最高
位の文部科学大臣賞を受賞するなど、これまで 10 歳以降に出場したコンクールではすべて１
位及び最高位を最年少で受賞。 

2022 年２月に小学６年生で開催した東京・銀座ヤマハホール「児玉隼人トランペットリサ
イタル」は好評を博す。また、愛知県芸術劇場で行われた愛知工業大学名電高校吹奏楽部と

の共演は多くのメディアでも取り上げられた。 
コロナ禍で始めた YouTube や SNS への動画投稿は日本のみならず世界中から注目され、元ベルリンフィルハーモニー管弦

楽団のガヴォール・タルケヴィー氏やニューヨークフィルハーモニックのクリストファー・マーティン氏のオンラインレッス
ンを受ける。そのほか世界的ソリストのラインホルト・フリードリッヒ、イエルーン・ベルワルツ各氏にも来日の際に直接レ
ッスンを受けるなど、今後は世界の舞台を視野に入れて日々練習を重ねている。 

９歳から元札幌交響楽団で現在札幌大谷大学客員教授の松田次史氏のもとでトランペットを師事。 
2023 年からは拠点を関東に移し活躍の場を拡げている。神奈川県在住。 
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■オケ友音楽ひろば ～こどもたちが音楽ともっとなかよくなれますように～ 
５月５日（金･祝） 飯田文化会館  ※未就学児入場不可 

 

「音楽やクラシック音楽を好きになるキッカケになりますように」という願いを込め、実
行委員と小中学校の音楽教諭、地元演奏家が主体となり企画します。 

子どもの日は、子どもから大人まで楽しめるオーケストラコンサートを、ぜひご家族でお
楽しみください。 

そして、毎回人気の『楽器体験コーナー』を４年ぶりに開催します。 
    

  ◉オーケストラのおと（コンサート）  開演 14:30（開場 13:45） 

   ＜演奏＞ 飯田交響楽団と名フィルによる「いいなぁオーケストラ」 
   ＜指揮＞ 中村真太郎（飯田交響楽団指揮者） 
   ＜曲目＞ ♪ディズニー映画『ライオン・キング』メドレー 

♪『四季』より「冬」／ヴィヴァルディ 
♪交響曲第９番『新世界より』より／ドヴォルザーク  ほか 

 
  ◉楽器とあそぼう（楽器体験コーナー）  13:00～14:00 
   ＜体験できる楽器＞ ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス 
   ＜対象＞ 飯田下伊那の小学生（令和５年４月時点） 
   ＜定員＞ 60 名程度（付き添いの保護者は各ご家庭１名のみ） 
   ＜参加方法＞ インターネットか往復ハガキによる事前申込制 

受付期間：2/14～3/15（必着） ※詳細はチラシをご覧ください 
    

 

学ぼう！ 

■音楽クリニック 
  ３月５日（日）～５月３日（水･祝） 飯田文化会館 ほか 
 

地元の学生や一般のアマチュア演奏家の技術向上と表現力向上を願い、日本を代表する指
揮者や演奏家を講師に迎えた「音楽クリニック」。 

次の全５コースを開講します。なお、昨年はコロナの影響により中学生吹奏楽コースのみ
中止となったため、待望の開講です。 

 
＜講 師＞ 川瀬賢太郎（名フィル音楽監督・令和５年４月就任） 

名古屋フィルハーモニー交響楽団員 
＜コース＞ 中学生吹奏楽コース、高校生吹奏楽コース、弦楽合奏コース 

弦楽器初心者合奏コース、大人の吹奏楽コース 
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＜参加受付＞ ２月 10 日(金)締切  ＊高校生吹奏楽コースのみ２月 17 日(金)締切 
※詳しくは募集要項をご覧ください 

 
※４月２日(日)より、講師による指導の様子を聴講いただけます。公開日程は、公式ホ

ームページでご案内します。 
 
 

■クリニックコンサート 
  ５月４日（木･祝） 開演 14:00（開場 13:15） 飯田文化会館ホール  ※未就学児入場不可 
 

音楽クリニックの集大成。学んだ成果を講師と一緒に披露します。 
 

＜発表する課題曲＞ 
中学生吹奏楽コース・・・・・♪喜歌劇『こうもり』セレクション 
高校生吹奏楽コース・・・・・♪マードックからの最後の手紙 
弦楽合奏コース・・・・・・・♪ホルベルク組曲 
弦楽器初心者合奏コース・・・♪ホール・ニュー・ワールド 
大人の吹奏楽コース・・・・・♪イーストコーストの風景 
 
 

もっと身近に！ 

■そよ風☆コンサート 
 

いつものまちにステキな音楽の風を贈る、地元音楽団体によるコンサート。屋外や商業施
設、今年は７団体が出演します。 

まちかどコンサートでは、天龍峡の「りゅうのまーけっと」によるテント市の会場内で、
初めて開催します。お買い物やテント市を楽しみながら、お気軽にお楽しみください。 

 
   ＜まちかどコンサート＞ 
    ◉４月 23 日（日） 開演 13:00 りんご並木（「ぽぉの日曜日」会場内） 
     出演：飯田市民吹奏楽団 
    ◉５月３日（水･祝） 開演 11:00 道の駅南信州とよおかマルシェ 
     出演：とよおかウインドアンサンブル 
    ◉５月３日（水･祝） 開演 11:00 天龍峡 PA（「りゅうのまーけっと」テント市会場内） 

     出演：アンサンブル・ファンファール     
◉５月３日（水･祝） 開演 14:00 イオン飯田アップルロード店 

     出演：ソノール・クラリネットアンサンブル 
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＜ホールコンサート＞ 
    ◉５月５日（金･祝） 開演 16:30（開場 16:00） 飯田文化会館ホール 
     出演：①飯田市民吹奏楽団 
        ②下條村民吹奏楽団 
        ③高森ニューサウンズ 
        ④とよおかウインドアンサンブル 

⑤松川吹奏楽団 
           
 

■にこにこステージ音楽祭スペシャル  （共催：中日新聞社） 

５月５日（金･祝） 開演 10:30（開場 10:10） 飯田文化会館ホール 

 
小さな子どもと、子育て中のお父さん、お母さんのためのコンサート。音楽祭では、名フ

ィルメンバーを迎えたスペシャル版でお贈りします。 
 

＜主な対象＞ ０～２歳児 
＜定  員＞ 親子 100 組（大人は各ご家庭２名まで） 

   ＜参加方法＞ インターネットか往復ハガキによる事前申込制 
受付期間：3/10～4/10 
※申し込み方法等の詳細は３月中旬にお知らせします 
 
 

■コミュニティーコンサート 
 

「より身近な場所で一流のクラシック音楽に親しんでいただきたい」という思いのもと、
地区の皆さんと企画します。 

今年は、飯田市鼎地区、下伊那郡平谷村へ、名フィルのアンサンブルをお届けします。地
域の皆さんとの交流プログラムもお楽しみに。 

 
  ◉下伊那郡平谷村 
   ５月３日（水･祝） 開演 18:00（開場 17:30） 平谷村交流ホール 
 

◉飯田市鼎 
   ５月４日（木･祝） 開演 19:00（開場 18:30） 飯田市鼎体育館 
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オケ友 15 回記念プレコンサート 

■議場 de 名フィルアンサンブル 
  ４月 30 日（日） 開演 11:00（開場 10:30） 飯田市議場（市役所内）  ※未就学児入場不可 
 
   オケ友 15 回を記念し、プレコンサートを開催します。 
   会場は、市民の皆さんにとって特別な空間「議場」。議場でのコンサートは、オケ友だけ

でなく、飯田市にとっても初の試みです。 
飯田市議場からクラシック音楽を地域へ。議場で奏でられる音色をお楽しみください。 
 
＜演奏＞ 名フィルメンバーによるアンサンブル 
＜定員＞ 80 名 

 

４ チケット 

チケットは、３月４日(土)発売です。良い席はお早めにお求めください。 
 

◉チケット料金    ※（  ）は当日券価格  ※学生＝大学生以下 

名曲コンサート 全席指定 
一般 学生   

4,000 円 
（4,500 円） 

2,000 円 
（2,500 円） 

 
 

      

オケ友音楽ひろば 全席指定 
小学生 中高生 一般  
500 円 

（700 円） 
1,000 円 

（1,200 円） 
2,000 円 

（2,500 円） 
 

      

  一般 学生 備考 

クリニックコンサート 全席指定 1,000 円 500 円 
※音楽クリニックの聴講可 
（期間中有効） 

そよ風☆コンサート 全席自由 小学生以上 300 円 
※未就学児入場可（座席が必要

な場合はお求めください） 

コミュニティーコンサート 全席自由 小学生以上 500 円 
※未就学児入場可 
※開催地域の方優先 

議場 de 名ﾌｨﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 全席自由 1,500 円 500 円  

  
◉チケットのお取り扱い 
 ＜飯田文化会館＞ 

窓口…３月４日(土) ９時～ 
    電話…３月４日(土) 11 時～ 電話 0265-23-3552 

※発売日以降は平日 8:30～17:15 



  
令和５年２月３日 

オーケストラと友に音楽祭実行委員会 
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  ＜インターネット＞ 
チケットオンライン「いいチケ」…３月４日(土) 11 時～ 
https://p-ticket.jp/iida 
※会員登録無料。24 時間受付。座席指定可 
※コンビニ決済・発券可（要手数料） 
 

  ＜プレイガイド＞ 
    平安堂飯田店・座光寺店…３月４日(土) 10 時～ 
 

５ ご注意とお願い 

 ○新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、チケットは通常の配席にて販売いたします。 
○コミュニティーコンサートは、開催地域にお住まいの方を優先し、残券があった場合のみ４

月 24 日(月)から一般に販売します。 
○都合により、内容の変更や一部の公演を中止する場合があります。 
○公演中止の場合を除き、ご購入後のチケットの変更・キャンセルは一切お受けできません。 
○「名曲コンサート」、「オケ友音楽ひろば」、「音楽クリニック」、「クリニックコンサート」、

「議場 de 名フィルアンサンブル」への未就学児の入場はご遠慮ください。託児コーナー
（無料）予約４月 21 日(金)まで。 

 

６ お問い合わせ 

オーケストラと友に音楽祭実行委員会事務局（平日 8:30～17:15） 
〒395-0051 長野県飯田市高羽町 5-5-1 飯田文化会館内 
TEL.0265-23-3552 Fax.0265-23-3533   https://www.iida-oketomo.com/ 


