一宮市

9月 25日（日）

TVアニメ

箏曲コンサート

2022年

14：00開演
（13：15開場）16：00終演予定

会場：一宮市尾西市民会館ホール

【主催】
一宮市市民会館等指定管理者JNP一宮パートナーズ

素敵な箏曲の世界へ！ 一宮市とTVアニメ「この音とまれ！」のコラボ箏曲コンサートが開催！！
「この音とまれ！」は、集英社「ジャンプSQ.」にて連載中のアミュー先生原作の漫画作品で、2019年にTVアニ
メ化されました。今回、本作に登場した箏曲の制作に参加した橋本みぎわさんをはじめとするメンバーによる
コンサートを開催します！また、一宮西高等学校箏曲部による 作品のオリジナル曲「龍星群」や「二つの個性」
の演奏も予定されている贅沢なコンサートです。

出演者
木村 麻耶

橋 本 みぎわ

©MIKAGE

平田 紀子

©MIKAGE

本間 貴士

©ヒダキトモコ

光原 大樹

渡 邊 香澄

ゲスト：一宮 西 高 等 学 校 箏曲部

演 奏曲目(予 定)

・三つのパラフレーズ
・堅 香 子 ・久 遠
・龍 星群

（演 奏：一宮 西 高 等 学 校 箏曲部）

・二つの個 性

（演 奏：一宮 西 高 等 学 校 箏曲部）

他 全 9 曲予 定

©アミュー／集英社・この音とまれ! 製作委員会

〔市民会館友の会〕
〔一般〕

大人

高校生以下

2,100円 800円
2,400円 1,000円

発売開始日

入場料

全席指定（税込）

※曲目は予告なく変更する場合がございます。

※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※チケット販売詳細は裏面にてご確認ください。

市民会館友の会
先行販売

一般販売

7 4月
2022.7 10 日
2022.

オンラインチケット
ご購入はこちらから

電話・ウェブサイト10:00〜 / 窓口13:00〜
電話・ウェブサイト10:00〜 / 窓口13:00〜

〉
〉名鉄ホールチケットセンター（052）561-7755 https://www.e-meitetsu.com/mds/hall/
【協力】TVアニメ「この音とまれ！」製作委員会、一宮西高等学校箏曲部

一宮市市民会館等自主文化事業「伝統芸能鑑賞事業」

一宮 市×T Vアニメ「この音とまれ！」コラボレーション箏曲コンサート
きむら

©MIKAGE

まや

出演者ご紹介

はしもと

ひらた

のりこ

木村 麻耶

橋本 みぎわ

平田 紀子

北海道出身。3歳より橋本はるみ

幼少の頃より、母・橋本はるみに

箏、地歌三絃、十七絃、二十絃箏

氏、桐朋学園芸術短期大学在学

箏、三絃、二十絃の手ほどきを受

演奏家。幼少より永田文子・深海

中に野坂惠子氏に師事。

ける。東京藝術大学音楽学部邦
©MIKAGE

第17回賢順記念くるめ全国箏曲

さとみに師事。 東京藝術大学卒

楽科箏曲生田流専攻卒業。

©ヒダキトモコ

業。在学中、宮城賞受賞。

祭にて第1位受賞等、幼少期より優勝、入賞多数。

卒業後、25絃箏ユニット心花〜kokohana〜結成し、オリ

卒業に際しアカンサス音楽賞、同声会賞受賞。

これまでに、北海道新聞社賞、釧路奨励教育長賞、平成

ジナル曲を中心に国内外で活動。これまでにCD6枚、カ

宮城道雄記念コンクール・賢順記念くるめ全国箏曲祭コン

24年度別海町文化奨励賞、第14回佐治敬三賞受賞。海外

バーアルバム2枚発売。

クール・利根英法記念邦楽コンクールで一位受賞。

からの招請も多く、コンサートや審査員、レクチャー、新作

2014年漫画「この音とまれ！」作中オリジナル楽曲「龍星

初演も数多く手掛ける。ラジオ、テレビ等出演、伊福部昭

群」作曲、PVに参加。

作品集、この音とまれ！等、CD録音も多数参加している。

2017年CD「この音とまれ！時瀬高等学校箏曲部」
（第72回

太郎氏と共演。

池袋東京芸術劇場主催

文化庁芸術祭賞レコード部門優秀賞、第32回日本ゴール

日本音楽コンクールをはじめとする作曲コンクールでの審

Born Creative Festival 2020・2021出演。

ドディスク大賞純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤー受賞）

査演奏、作曲家の公演、国内外の音楽祭やシンポジウムな

・生田流箏曲宮城社教師

2020年「TVアニメ『この音とまれ！』〜僕たちの音〜」に作

どで各種箏の独奏をつとめ、様々な国の邦楽作品を紹介

中オリジナル「天泣」
「無題〜天泣原曲〜」

する。古典・現代音楽の演奏に加え、箏にはじめて触れる

・埼玉県立久喜高等学校箏曲部講師

Twiter

【Oﬃcial Website】

Twiter

作曲、演奏で参加。同年、全国邦楽器組合

http://kimuramaya.com/

NHK Eテレ「にっぽんの芸能」に出演。
「古代祝祭劇 太陽の記憶 卑弥呼 」にて堤剛氏・中村児

方や学生への指導などを通じて邦楽器の魅力と音楽性を
発信することに力を入れている。

連合会委嘱曲「翊‑あくるひ‑」発表

・生田流箏曲宮城社教師
・日本音楽の教育と研究をつなぐ会会員

ほんま

たかし

みつはら

ひろき

わたなべ

かすみ

本間 貴士

光 原 大樹

渡 邊 香澄

群馬県太田市出身。３歳より箏、

東 京 芸 術 大学音 楽 学部 邦楽科

東京藝術大学卒業。

12歳より三味線の手解きを母に受

生田流専攻卒業。

箏を大畠博子・菜穂子氏に、25絃

ける。桐朋学園芸術短期大学芸

在学中箏や三味線を学び、
大学卒

箏を野坂 操壽氏に、作曲を肥後

術科、
同専攻科、
同研究生修了。

業後宮城胡弓を学ぶ。大学卒業

一郎氏に師事。

演奏解釈、作曲法等を水野利彦、秋岸寛久、二代野坂操

後は故郷広島にて大学での指導や高校箏曲部の指導な

2016年T-TOCRECORDSより「伝えたい箏-koto-」でメ

壽、杵屋勝芳壽の各氏に師事。第25回国民文化祭【邦楽の

ど演奏や後進の指導に携わる。また島根県や岡山県の高

ジャーデビュー。

祭典】群馬県代表の為に「太平記・新田義貞」を作曲。ルー

文連日本音楽部門コンクールでの審査員、けんみん文化祭

2 017年2ndアルバム「伝えたい箏-koto-2」をリリース。

マニア国際音楽コンクール室内楽部門第一位。坂東玉三

ひろしま実行委員会専門委員など各種委員も務める。現

郎、川井郁子、天童よしみ、武田双雲氏等と共演。2020年、

在、江戸時代より中国地方に伝わる中国系地歌の保存と

avexより桜menのメンバーとしてメジャーデビュー。総合芸

伝承につとめ、葛原勾当からつながる中国系地歌の各師

術集団［壹‑ichi］音楽監督。

を訪ね教えを受け、
中国系に伝わる古曲や箏曲を継承する。

・生田流箏曲芙美音会主宰補佐

また中国系地歌の先師たちの曲の伝承や復曲にも力を入

アプリゲーム『原神』音楽制作に参加。9月東京2 02 0オリ

・
（公社）群馬三曲協会理事・奈良県吉野町観光大使

れている。また現代曲においては沢井一恵師に師事し、

ンピック・パラリンピック競技大会文化プログラムに出演。

・水野箏曲学院本部所属

第２２回賢順記念全国箏曲コンクールにて奨励賞、

10月アルバム「絃-いと-」リリース。

・MIKAGE PROJECT、
SOUND HORIZON around15各メンバー

第２４回並びに第２５回同コンクールにて銅賞・久留米市

2022年5月米・ワシントン大学フェスティバル招待演奏。

長賞を受賞。

現在多方面からの依頼に応えるなど積極的に活動している。

Twiter

2 019年4月〜演奏活動の節目として全国ツアーを開始。
（※2022年までに26都府県43か所で演奏。）
2 021年6月3rdアルバム「伝えたい箏-koto -3」リリース。
（amazonランキング4部門にて一位）8月中国の全世界配信

現在、広島で稽古場を持つほか、広島文化学園大学音楽

【Oﬃcial Website】

https://www.kasumiwatanabe.net/

学科並びにエリザベト音楽大学にて講師を務める。

イベント情 報 発 信 中！【Twiter】@IchinomiyaH

チケット販売
〉
〉ウェブサイト販売 オンラインチケットご購入はこちらから
https://ichinomiya-hall.jp/
※事前のご登録が必要です
（無料）。友の会ご入会の場合、別途友の会会費が必要です。

〉
〉名鉄ホールチケットセンター（052）561-7755
https://www.e-meitetsu.com/mds/hall/

〉
〉電話・窓口

★各会館とも発売初日のみ電話10：00、
窓口13：00より受付
電 話

電話・窓 口

一宮市木曽川文化会館（0586）86-7581 9:00 ~19:00 第2・第4 火曜日
★

〈お問い合わせ〉

一宮市民会館

https://ichinomiya-hall.jp/

〒491-0028 一宮市朝日2丁目５-１ （0586）71-2021
開館時間／9:00〜20:00 休館日／第1・3火曜日

名鉄一宮駅

14

馬引横手
一宮西ハーフ
インター

JA愛知西

JR尾張一宮駅

バス停
尾西庁舎

東海北陸自動車道

※入場時は手指消毒をお願いします。
検温にて37.5度以上ある方、マスクを着用されない方（客席内を含む）はご入場いただけません。
※ホール内は換気を行います。
※新型コロナウィルス感染防止状況によっては、本公演を延期または中止とする場合があります。

北へ
徒歩1分

大垣共立
銀行

尾西庁舎

野府川

新型コロナウィルス感染防止対策

尾張中島

停留所下車

篭屋三

郵便局

JR東海道本線「尾張一宮」駅下車、または、名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅下車
尾西庁舎

尾西庁舎北

18

尾西ハーフ
インター

郷東

西尾張中央道

一宮市
尾西市民会館

一宮市尾西市民会館へのアクセスはこちら
〒494-0008 愛知県一宮市東五城字大平裏43-1
【駐車場】共有駐車場（無料）※駐車場が混雑いたしますので、なるべく公共交通機関をご利用の上ご来場ください。

iバス▶ ●尾西北コース ●尾西南コース

休館日

★

一宮市尾西市民会館アクセス

名鉄バス▶ 名鉄一宮駅バスターミナル２番乗り場「起（郷北）」
「尾張中島」
「蓮池」
「西中野」行き

チケット受付時間

一 宮 市 民 会 館（0586）71-2021 9:00 ~19:00
第1・第3 火曜日
★
一宮市尾西市民会館（0586）62-8222 9:00 ~16:00

