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個展2018

トロンボーンアンサンブル EN星野和音（静岡・山梨 公演）井口有里（東京・山梨 公演）大内邦靖

演奏

【主催】 大内邦靖  個展  2018  実行委員会
【協賛】 株式会社 静掃舎／株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン／野中貿易 株式会社／株式会社 音楽舎
 すみやグッディ 株式会社／眞田貿易 株式会社／内藤楽器 株式会社／willie's Custom Brass
【後援】 日本トロンボーン協会／静岡市文化振興財団／狛江市教育委員会
 甲府市教育委員会／山梨日日新聞・山梨放送／テレビ山梨

チケット（各公演）　一般：2,500 円（税込）　高校生以下：1,500 円（税込）　※チケットのご購入方法は裏面をご覧下さい。

　　　　　【お問い合わせ】
ナーブル音楽企画　tel. 055-288-9177
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静岡県静岡市清水区島崎町 214 番

東京都狛江市元和泉 1-2-1

山梨県甲府市北口 2-8-1

2018 年 3月 17日（土）
14:00開演［13:30 開場］
狛江エコルマホール

2018 年 2月 24日（土）
14:00開演［13:30 開場］
静岡市清水文化会館
マリナート　小ホール

2018 年 3月 21日（水・祝）
14:00開演［13:30 開場］
山梨県立図書館

多目的ホール



演奏者プロフィール BIOGRAPHY

大内邦靖　個展 2018「Mutants」　～トロンボーンアンサンブル作品集～

深澤真紀子
茨城県出身。玉川大学文学部芸術学科卒業、同大学芸術専攻科修了。平
成12年から平成23年まで静岡県警察音楽隊に所属。「第10回ヤマハ新
人演奏会」に出演、「第25回茨城新人演奏会」にて奨励賞を受賞、「第６
回静岡の名手たち」に出演。これまでに、トロンボーンを山下誠一、
ジャック・モージェ、大内邦靖の各氏に師事。現在、常葉大学教育学部附
属橘小学校オーケストラ科講師、フリーランサーとして演奏活動や指導
に取り組んでいる。CASAブラスアンサンブルメンバー。

野村美樹
静岡県出身。愛知県立芸術大学音楽学部器楽科卒業。フランス国立ペ
ルピニャン音楽院をトロンボーンと室内楽で満場一致の金メダルで卒
業。トロンボーンを吉川武典、藤澤伸行、Marc GADAVEの各氏に、室内
楽を安元弘行、Jean-Pierre CENEDESEの両氏に師事。シンフォニエッタ
静岡団員。静岡県立清水南高等学校非常勤講師。

田中恵利果
静岡県出身。常葉学園短期大学専攻科音楽専攻修了。学内定期演奏会、
修了演奏会に出演。常葉学園教育センター奨励賞受賞。トロンボーンを
小倉史生、花坂義孝の各氏に師事。2007年までヤマハ㈱の社員として
楽器製作に携わる傍らヤマハ吹奏楽団に所属、国内外で演奏活動に参
加。現在、かやはら音楽教室、富士ジュニアオーケストラ、ミュージックラ
フェスタ各講師。SAKUYAグランドオーケストラ、CASAブラスアンサンブ
ル各メンバー。

吉田志津代
大阪府出身。中学よりトロンボーンを始め、高校卒業後バストロンボーン
に転向。単身渡欧し、ウィーンにて研鑽を積む。これまでにトロンボーン
をカール・ヤイトラー、呉信一、大江健司、小西元司の各氏に師事。現在、
静岡県内において吹奏楽やトロンボーンカルテットを中心に演奏活動
を展開するとともに、後進の指導を行う。やまがた楽器店音楽教室トロ
ンボーン講師、CASAブラスアンサンブルメンバー。

星野和音
東京在住。国立音楽大学音楽学部器楽科トロンボーン専攻卒業。桐朋学
園大学音楽学部研究科バストロンボーン専攻修了。ヤマハ管楽器新人
演奏会出演。第５回大阪ワークショップコンクール第２位入賞。第５回済
州島ブラスコンペティションバストロンボーン部門第３位入賞。（韓国•国
際コンクール）第29回日本管打楽器コンクールトロンボーン部門第２位
入賞。（日本•国際コンクール）これまでにトロンボーンを、箱山芳樹、西岡
基、桑田晃の各氏に師事。常葉大学短期大学部音楽科及び常葉橘高等
学校吹奏楽コース非常勤講師。現在、静岡交響楽団バストロンボーン奏
者。また首都圏のプロオーケストラ、吹奏楽団、帝国劇場などのミュージ
カルでの演奏も精力的に行っている。

静岡・山梨 公演

井口有里
静岡県出身。武蔵野音楽大学卒業後、1990年よりシエナウインドオーケ
ストラ創立メンバーとして６年在籍。その後 東京シティフィルハーモニッ
ク管弦楽団を経て、2002年東京都交響楽団ヴェクセル（２番、３番）奏者
として入団。1998年アンサンブル・ターブ ファーストアルバム「アンサン
ブル・ターブ」をリリース。都響トロンボーンカルテットTMTQとして５枚
のCDをリリース。関根五郎、（故）Johann Doms の各氏に師事。現在、東
京都交響楽団トロンボーン奏者、武蔵野音楽大学非常勤講師。

東京・山梨 公演

ゲストプレーヤートロンボーンアンサンブル EN

作曲家プロフィール BIOGRAPHY

大内邦靖
　静岡県出身。東京学芸大学卒業。同大学院修
了。桐朋学園大学オーケストラ研究生修了。東京
文化会館新進演奏家デビューコンサート出演。
AOI音楽館主催、第一回「静岡の名手」コンサート
に出演。Euro-Japan Music Academyにおいて大
賞（ビュッフェ・クランポン賞）を受賞。 第１回大阪
トロンボーンコンペティション ソロ部門入選。ポ
ルチア国際音楽コンクール セミファイナリスト。

1997年、2006年、2008年、2017年にソロリサイタルを開催。
　ハイパートロンボーンズ、ブラスアンサンブル・ルスティーク、ウィスパートリオ
などのメンバーとして、主に室内楽の分野で活動。また、本邦では数少ないサク
バット（バロック・トロンボーン）奏者としても活動している。
　2000年、日本トロンボーン協会・日本現代音楽協会共催の「現代の音楽展 トロ
ンボーン・フェスタ」における「３本のトロンボーンの為のシステム７」の入選を機
に、演奏家の立場から楽器の特性を生かし聴衆との繋がりを重視したアンサンブ
ル作品の創作活動を展開。「KOOWS Edition」「Hyper Collection」より数多くの作
品が出版されている。
　現在、山梨大学大学院芸術文化教育講座准教授。

プログラム PROGRAM

１. Fanfare on the Peony II（芍薬の花の上のファンファーレ）
 ［2005年  2 Trbs］

２. Mutants（異形種）［2017年  4 Trbs］

３. Trombone Trio（トロンボーン３重奏曲）［2012年  3 Trbs］

４. Doppio Trio（２重３重奏曲）［2016年  6 Trbs］

５. Fanfare for Blue and Green（碧と緑のファンファーレ）
 ［2006年  2 Trbs & SE］

６. Stellate Relation（星状の関係）［2008年  5 Trbs］

７. System 7（システムセブン）［1996年  3 Trbs］

８. TKB 25（TKB25）［2012年  2 Bass Trbs & 5 Tenor Trbs］

古橋孝之
東京都出身。国立音楽大学卒業。トロンボーンを外川裕彦氏、箱山芳樹
氏、細田忠義氏に師事。現在はフリーランサーとしてオーケストラ、室内
楽、ソロ等の演奏活動を行っている。また、現在までに数多く渡米し、
ニューヨークフィルハーモニックのジョセフ・アレッシ氏、ロサンゼルス
のジャズトロンボーン奏者アイラ・ネパス氏等の著名トロンボーン奏者よ
り教えを受け、自己の研鑽と後進育成に役立ている。CASAブラスアン
サンブルメンバー。

プレイガイド

Confetti カンフェティ（チケット購入手数料 0円）
セブンイレブンでお支払い後、チケット受け取りが可能です。
※事前の会員登録が必要となります。
http://www.confetti-web.com/「大内邦靖」で検索
（複数公演ありますので公演名を十分にご確認ください）

オンラインチケット購入【静岡・東京・山梨　各公演】

コラニー文化ホール（055-228-9131）
双葉ふれあい文化館（0551-20-3660）
東京エレクトロン韮崎文化ホール（0551-20-1155）
笛吹市スコレーセンター（055-263-7959）
桃源文化会館（055-284-3411）
内藤楽器本店（055-235-7110）
カワイ楽器甲府店（055-241-9220）

【東京公演】
狛江エコルマホール
ジョイブラス（03-5480-2468）
ビュッフェ・クランポン・ジャパン ショウルーム
　　　　　　　　　　　　　　 （03-5632-5728）
ブラスプロ（03-5458-2512）

【静岡公演】
音楽舎（054-265-2930）
すみやグッディ本店
　　　   (054-253-6222)

【山梨公演】

【全公演（電話予約のみ）】ナーブル音楽企画（055-288-9177）
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