
Special Thanks
金森 亜希子様：ステージマネージャー
石崎 智範様　：受付
石崎 真理様　：受付
藤田 悠海子様：受付
鯨井 健太郎様：スチルカメラ撮影
山崎 晶弘様　：ビデオカメラ撮影
高橋 チェロ様：照明



小泉 貴久 トレーナー
TAKAHISA KOIZUMI *Trainer

東京都出身。10歳の時よりトランペットを始める。東京音楽大学トランペット科卒業。

1989年、東京文化会館新進音楽家推薦音楽会に出演。
1990年8月より韓国コリアン・シンフォニー・オーケストラに入団。
帰国後、フリートランペット奏者としてオーケストラやアンサンブルなどで演奏活動を行っている。

他に作曲・編曲活動も行っており、代表作として｢Concertino for Premier Brass｣(金管8重奏)、
｢Four Phases｣(トランペット12重奏)、｢奇蹟の志士による6つのエピソード｣(吹奏楽)、
｢気・剣・体の一致｣(無伴奏オーボエ)等がある。

また、編曲作品では、Vivid Brass Tokyoのための｢ローマの祭り｣と｢バレエ組曲ガイーヌ｣がＣＤ
として発売されているほか、オーケストラ、アンサンブル、吹奏楽など多岐にわたる。

現在、Vivid Brass Tokyo、Brass Concept、トランペットアンサンブル｢パツラー｣各メンバー、

石川県トランペットソサエティー専属アレンジャー

Welcome Trainer
本日はお忙しい中、テンピースブラス ワンライン 第2回コンサートにお越しいただき、

ありがとうございます。デビューコンサートからはや1年、どうすればよりレベルの高い

演奏ができるのか、メンバー一同、時にはぶつかり合い、悩みながら練習してきました。

今回の演奏会は金管アンサンブルではおなじみの「高貴なる葡萄酒を讃えて」に挑戦します。

また後半は「ミュージカル」をテーマに、アンドリュー・ロイド・ウェバーの作品を

中心に輝かしいブロードウェイミュージカルの楽曲をお届けいたします。

最後までごゆっくり、お楽しみください。高木 弘幸
ソプラノコルネット / Bbコルネット

HIROYUKI TAKAGI *Soprano Cornet / Bb Cornet

藤井 義隆
トロンボーン
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渡辺 直美
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NAOMI WATANABE *Euphonium

小澤 芳江
Eb バス

YOSHIE OZAWA *Eb Bass

亀岡 真弓
パーカッション

MAYUMI KAMEOKA * Percussion

西澤 昂佑
パーカッション

KOUSUKE NISHIZAWA * Percussion
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これに出るために転職して北海道から戻ってきました！
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1st Stage
フェスティバル・マーチ 『アンバサダー』（ピーター・グレイアム）
Festival March“The Ambassadors”by Peter Graham

水上の音楽より『AIR』（ジョージ・フレデリック・ヘンデル／ハワード・スネル）
“AIR”from The Water Music by George Frederick Hendel / Howard Snell

ピース（ジョン・ゴーランド／ユーフォニアム・ソロ：渡辺 直美）
Peace by John Golland / Euphonium Solo by Naomi Watanabe

高貴なる葡萄酒を讃えて（ゴフ・リチャーズ）
Homage to the Noble Grape by Goff Richards

　　　金管アンサンブルで有名な組曲です。
　　　本当は「高貴なる葡萄を讃えて」が正しいのですが、日本ではなぜか「葡萄酒」が主流です。
　　　聞き慣れた曲がテンピースブラスで演奏されることによってどんな表情を見せるのか。お楽しみください。

　　  【各楽章の紹介】

　　　♪Champagne（シャンパン）
　　　　シャンパンが最も良く似合う華やかなパーティーの幕開けのような、フレンチ・カン・カンをモチーフにした
　　　　軽快な曲です。勢い良くコルクを抜く音や、グラスの中の泡の音が聞こえてきませんか？

　　　♪Chablis（シャブリ）
　　　　辛口の白ワインの代名詞、「シャブリ」。トランペットで聞き慣れた気だるく物憂いソロはコルネットに持ち換え
　　　　ての演奏です。

　　　♪Chianti（キャンティ）
　　　　イタリア赤ワインの代表格、「キャンティ」。この曲は6/8拍子のイタリアの舞曲「タランテラ（※）」の
　　　　ような軽快なテンポで表現されています。

　　　♪Hock（ホック）
　　　　「ホック」とは、ドイツのライン地方産白ワインのイギリスでの呼び名です。まるで気持ちよく酔った男が呂律も
　　　　回らず歌い踊り、そして突然倒れ…というシーンが浮かんできそうな風変わりな曲。しっかり起き上がって歌い
　　　　きることができるでしょうか？

　　　♪Fundadore - and some more Champagne（フンダドーレ～そしてシャンパンをもう一本）
　　　　「フンダドーレ」とは、蒸留酒のブランデーの一商品名のようです。力強いファンファーレで始まるこの曲は、
　　　　やがて静かに遠のいて行き、またあのコルクの音が聞こえてきます。さぁ、もう1本シャンパンをどうぞ！

　　　　※昔、毒蜘蛛のタランチュラに噛まれても、この曲を踊れば毒が消えると言い伝えられた。

2nd Stage
Breezin' Down Broadway!（ゴフ・リチャーズ）
Breezin' Down Broadway! by Goff Richards

　　　ブロードウェイミュージカルの名曲が次々と疾風のごとく流れ、目まぐるしくステージ転換するミュージカルを見ているような

　　　楽しい作品。まさに、「これぞエンタテインメント！」

　　  【メドレー内容】

　　　♪Another Opening, Another Show（またショーが始まる：コールポーター／「キスミー、ケイト」1948年）

　　　♪There's No Business Like Show Business（ショーほど素敵な商売はない：アーヴィンバーリン／「アニーよ銃をとれ」1954年）

　　　♪Get Me to Church on Time from "My Fair Lady"（時間通りに教会へ：フレデリック・ロウ／「マイフェアレディー」1956年）

　　　♪Oklahoma!（オクラホマ：リチャード・ロジャース／「オクラホマ！」1931年）

　　　♪That's Entertainment！（ザッツ・エンタテイメント！：ヘンリー・マンシーニ／映画「ザッツ・エンタテイメント！」1974年）

　　　♪Seventy Six Trombones（76本のトロンボーン：メレディス・ウィルソン／「ザ・ミュージック・マン」1957年）

愛は全てを変える（アンドリュー・ロイド・ウェバー）
Love Changes Everything by Andrew Lloyd Webber

　　　この作品の原作「アスペクツ・オブ・ラブ」は、フランスの作家デイビッド・ガーネットによる中編小説です。

　　　3世代5人の男女の恋模様を17年の月日を追って描いたもので、この物語に触発されたウェバーは10年にも及ぶ準備期間

　　　を経て、1989年にミュージカル化を果たしました。全英ヒットチャートのランクインも果たした「Love Changes Everything」

　　　今も変わらず世界中で愛され続けている曲です。

夢は叶う（アンドリュー・ロイド・ウェバー）
Any Dream Will Do by Andrew Lloyd Webber

　　　「ジョセフと不思議なテクニカラーのドリームコート（1968年）」の挿入曲。

　　　旧約聖書に出てくる「ヤコブの物語」を元にした、子供も楽しめる内容にアレンジしたミュージカルで、演出のし易さから

　　　イギリスやアメリカでは学校の演劇で頻繁に上演されているが、日本ではまだ上演されていない。夢を見るのが大好きな

　　　少年ジョセフが、父から見たこともない色とりどりのコートを与えられたことから始まる物語です。

オペラ座の怪人（アンドリュー・ロイド・ウェバー）
Phantom of the Opera by Andrew Lloyd Webber

　　　原作は、フランスの作家ガストン・ルルーが１９１０年に発表した小説。英国の作曲家アンドリュー・ロイド・ウェバーが

　　　ミュージカルに仕上げ、86年秋にロンドンで初演された。ニューヨークでも上演され、英米両国で社会現象と言われるほどの

　　　爆発的ヒットを記録した

 

　　　19世紀のパリ。オペラ座では、連日華やかなショーが繰り広げられる一方、怪人ファントムによる事件が連発していた。

を受け、やがてオペラ座のプリマへと成長すややティーヌは、謎の師「音楽の天使」からレッスンィィテ ーーテしいクリしいしいしいいいいいい若く美美美 クリスティーヌは、謎の師「音楽の天使」かいクククリステテステ ヌス ーヌはヌヌはテススリいククリい ステステリスティー美し からレッスンスンからレ使」 ンをかから る。

　　　クリスティーヌの幼なじみ、ラウルは、彼女の輝きに惹かれ愛を告白するが、「音楽の天使」ファントムはクリスティーヌを

　　　地下洞窟へ案内し、自分と共に生きるよう願い出た。

　　　しかし、クリスティーヌがファントムの素顔を知ったことから、運命は悲劇へと向かい始める…。

　　【メドレー内容】

　　　♪Angel of Music　♪The Music of the Night　♪NOTES　♪Think of Me　♪All I Ask of You

　　　♪The Phantom of the Opera　♪Wishing You Were Somehow Here Again

休憩　Interval
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