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「やるならあまり開拓されていない分野でやりたい」、「楽しければ何でもやってみる」

そんな思いで活動してきた私たちワンライン、気づけば今日は10回目のコンサート。

いつも聞きに来てくださるお客さまに支えられて、ここまで来ることができました。

さて、記念すべき第10回のテーマは「イギリス」。

私たちの音楽の原点である「イギリス」にまつわる音楽を、存分にお楽しみください。

私は、Ten Piece Brass ONELINEの立ち上げ直後からリハーサルに立ち会わせていただき、
様々な曲を通してワンラインの魅力を味わってきました。代表である高木氏の情熱を中心に、
それぞれのメンバーが個性を主張して音楽を作っていく姿勢は、見ていて清々しくそして
純粋さすら感じます。そんな彼らのファンとして、10回目のコンサートを心から祝福させて
いただきます。そして次の10年への期待も胸に、今日のコンサートがメンバーとお客様にとって
かけがえのないものになるよう願っています。
今日は本当におめでとうございます！！

VIVID BRASS TOKYO 代表　小泉貴久

私は
様々
それ

祝 
10
回！



ワンラインの歩みHistory
デビューコンサート “Debut!”
2008年11月16日（日）武蔵野公会堂

バンドロジー（エリック・オスタリング）

タイム・フォー・ピース（ピーター・グレイアム / コルネット・ソロ：高木 

弘幸）

クワイエット・プレイス（ラルフ・カーマイケル）

組曲「ア・ラ・カルト」（ゴフ・リチャーズ）

ディスコキッド（東海林 修）

サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー（ジョージ・ガーシュウィン）

天（あめ）にはさかえ（フェリクス・メンデルスゾーン）

組曲「ディベルティメント」（フィリップ・スパーク）

第2回コンサート “Hello, Phantom.”
2009年11月1日（日）すみだトリフォニーホール

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）

水上の音楽より「エアー」（ジョージ・フレデリック・ヘンデル）

ピース（ジョン・ゴーランド / ユーフォニアム・ソロ：渡辺 直美）

高貴なる葡萄を讃えて（ゴフ・リチャーズ）

ブリージン・ダウン・ブロードウェイ!（ゴフ・リチャーズ）

愛は全てを変える（アンドリュー・ロイド・ウェバー） 

エニ―・ドリーム・ウィル・ドゥ（アンドリュー・ロイド・ウェバー）

オペラ座の怪人（アンドリュー・ロイド・ウェバー） 

第3回コンサート
2012年2月12日（日）清瀬けやきホール

テ・デウム（マルク・アントワーヌ・シャルパンティエ）

デメルザ（ヒュー・ナッシュ / ソプラノコルネット・ソロ：東 正和）

ハイランド讃歌より「アラデール」（フィリップ・スパーク）

オリエント急行（フィリップ・スパーク）

シティ・クルーザー（ゴフ・リチャーズ）

丘の上の人 （々ジェローム・カーン / フリューゲルホルン・ソロ：山本 

宏美）

チーク・トゥ・チーク（アーヴィン・バーリン）

キュート（ニール・ヘフティ）

ディメンションズ（ピーター・グレイアム）

第4回コンサート “Bon Appétit!”
2013年2月10日（日）清瀬けやきホール

ブラス・イントラーダ（ゴフ・リチャーズ）

ふたりでお茶を（ヴィンセント・ユーマンス / パーカッション・ソロ：悪

原 至）

組曲「ア・ラ・カルト」（ゴフ・リチャーズ）

ザ・レディ・イズ・ア・トランプ（リチャード・ロジャース）

ア・ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム（バート・バカラック / コルネット・ソ

ロ：高木 弘幸）

テディーベアのピクニック（ジョン・ウォルター・ブラットン / Ebバス・

ソロ：川田 義仁）

ミニー・ザ・ムーチャー（キャブ・キャロウェイ、アーヴィング・マイルス 

/ バス・トロンボーン・ソロ：岡田 大和）

クインテセンス（ロバート・レッドヘッド）

第5回コンサート “WEST SIDE STORY”
2014年2月23日（日）清瀬けやきホール

カービー・ロンズデール（ゴフ・リチャーズ）

ロンドンデリー・エアー（アイルランド民謡 / トロンボーン・ソロ：藤井 

義隆）

組曲「ディベルティメント」（フィリップ・スパーク）

トゥナイト（レナード・バーンスタイン）

メキシカン・ハット・ダンス（パーティセラ / コルネット・ソロ：高木 弘

幸）

浜辺の歌（成田 為三 /ユーフォニアム・ソロ：本多 沙織）

12番街のラグ（ユーディ・L.ボウマン）

第6回コンサート “Modern”
2015年2月11日（祝）武蔵野市民文化会館

アルビオン（東海林 修）

文明開化の鐘（高橋 宏樹）

ふるさと（岡野 貞一）

無限に煌めく星たちへの讃歌（小泉 貴久 / 委嘱作品【世界初演】）

ザ・ガール・イン・サテン（ルロイ・アンダーソン）

アーヴィング・バーリン組曲（アーヴィング・バーリン）

スマイル（チャーリー・チャップリン）

ラプソディー・イン・ブルー（ジョージ・ガーシュウィン）

第7回コンサート “Love”
2016年2月14日（日）すみだトリフォニーホール

ラ・ペリのファンファーレ（ポール・デュカス）

愛の挨拶（エドワード・エルガー）

ビー・マイ・ラヴ（ニコラス・ブロドツキー＆サミー・カーン / ユーフォ

ニアム・ソロ：本多 沙織）

組曲「子供の遊び」（ジョルジュ・ビゼー）

愛はすべてを変える（アンドリュー・ロイド・ウェバー）

悲しみはベルの音とともに（バート・バカラック / コルネット・ユーフォ

ニアム・デュエット：高木 弘幸・本多 沙織）

誰でも口笛を（ステファン・ソンダイム）

ブライダルソング（ハワード・スネル）

組曲「アラカルト」（ゴフ・リチャーズ）

第8回コンサート
2017年2月19日（日）清瀬けやきホール

スリップストリーム（フィリップ・スパーク）

チューバ協奏曲より第1楽章（エドワード・グレグソン / Ebバス・ソロ：

庄司 孝志）

サマータイム（ジョージ・ガーシュウィン / ソプラノコルネット・ソロ：東 

正和）

組曲「ポーギーとベス」（ジョージ・ガーシュウィン）

ストライクアップ・ザ・バンド（ジョージ・ガーシュウィン）

サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー（ジョージ・ガーシュウィン）

あなたが欲しい（エリック・サティ）

パリのアメリカ人（ジョージ・ガーシュウィン）

第9回コンサート
2018年2月18日（日）府中の森芸術劇場

剣闘士の入場【雷鳴と稲妻】（ユリウス・フチーク）
組曲「マザー・グース」（モーリス・ラベル）
キュート（ニール・ヘフティ）
ローラ（デビッド・ラクシン & ジョン・マーサー / コルネット・ソロ：高木 
弘幸）
私のお気に入り（リチャード・ロジャース）
「ラ・ラ・ランド」よりアナザーデイ・オブ・サン（ジャスティン・ハーウィッ
ツ）
バック・トゥ・ザ・フューチャーIII（アラン・シルベストリ）
アランフエス協奏曲（ホアキン・ロドリーゴ / フリューゲルホルン・ソ
ロ：篠田 周平）
インディージョーンズ 魔宮の伝説（ジョン・ウィリアムス）Mail  tenpiece.brassband.oneline@gmail.com

Phone  090-5440-7468

Website  http://oneline.tokyo/

Facebook  https://www.facebook.com/tenpiece.brass.oneline/

*9th Concert
テンピースブラス ワンライン 第9回コンサート

2018年

2/18 13:30開場 / 14:00開演（16:00終演予定）
府中の森芸術劇場 ウィーンホール

※順不同。曲目は予定です。やむをえず変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

「ラ・ラ・ランド」よりアナザーデイ・オブ・サン（ジャスティン・ハーウィッツ）　インディージョーンズ 魔宮の伝説（ジョン・ウィリアムス）
バック・トゥ・ザ・フューチャーIII（アラン・シルベストリ）　アランフエス協奏曲（ホアキン・ロドリーゴ / フリューゲルホルン・ソロ：篠田 周平）
ローラ（デビッド・ラクシン & ジョン・マーサー / コルネット・ソロ：高木 弘幸）　私のお気に入り（リチャード・ロジャース）　キュート（ニール・ヘフティ）
剣闘士の入場（雷鳴と稲妻）（ユリウス・フチーク）　組曲「マザー・グース」（モーリス・ラベル）

Another Day Of Sun from "La La Land" by Justin Hurwitz, Indiana Jones & The Temple of Doom by John Williams / arr. Ray Farr, Back to the Future III by Alan Silvestri /
arr. Rodney Newton, Entry of the Gladiators ”Thunder and Blazes” by Julius Fucik, Concierto de Aranjuez by Joaquin Rodrigo / arr. Alan Fernie / Flugelhorn solo by Shuuhei Shinoda,
Laura by David Raksin & John Mercer / arr. Mark Freeh / Cornet Solo by Hiroyuki Takagi, My Favourite Things by Richard Rodgers, Cute by Neil Hefti / arr. Philip Sparke,
Mother Goose Suite by Maurice Ravel / arr. Philip Sparke, and more...



プログラムPgram
コーリングオールワーカーズ（エリック・コーツ）
Calling All Workers by Eric Coates

エリック・コーツ（1886年 - 1957年）は、イギリス、ノッティンガムシャーに生まれ、ライトミュージックの分野で大変活躍
した作曲家。この曲は、1940年初演され、英国BBCのラジオ番組「Music While You Work（働くときの音楽）」で使
用され、軽快で親しみやすい曲調から仕事の効率が上がると人気になり、ラジオでは1日に何度もこの曲がかけられた
こともあった。

カントリーシーン（ゴフ・リチャーズ）
Country Scene by Goff Richards

ゴフ・リチャーズ（1944年 - 2011年）は、イギリス、コーンウォール生まれの作・編曲家。日本では、金管十重奏のため
の「高貴なる葡萄を讃えて」（Homage to the Noble Grape）が特に人気がある。カントリーシーンは1985年に作
曲され、イギリスの長閑な田舎を連想させる作品。

「レクイエム」よりピエ・イエス
（アンドリュー・ロイド・ウェバー）
Pie Jesu from Requiem by Andrew Lloyd Webber

アンドリュー・ロイド・ウェバー（1948年 - ）は、ミュージカルで大きな成功を収めたイギリス・ロンドン生まれの作曲家。
『レクイエム』は、1982年に他界した作曲者の父の追悼のために作曲され、1986年のグラミー賞クラッシク現代作品
部門を受賞。この「ピエイエス」は『レクイエム』の中で最も人気があり、多くのアーティストによってカバーされている。

ロンドンの小景（ゴードン・ラングフォード）
London Miniatures by Gordon Langford

ゴードン・ラングフォード（1930年 - 2017年）は、イギリス・エッジウェア出身の作・編曲家、演奏家。ロンドンの小景は、
1981年、フィリップ・ジョーンズ・ブラスアンサンブルの結成30周年のために書かれ、ロンドン観光の名所を楽しく音楽
で綴る、6楽章の作品。

ゲールフォース（ピーター・グレイアム）
Gaelforce by Peter Graham

ピーター・グレイアム（1958年 - ）は、スコットランド出身の作曲家。ブラスバンドや吹奏楽でも大変人気の作曲家。ゲー
ルフォースは、３つの伝統的なアイルランド民謡を基に作曲され、9/8拍子の早いジグ舞曲「Rocky Road to Dublin
（ダブリンへの岩道）」から始まり、フリューゲルの美しいソロで始まる「Minstrel Boy（吟遊詩人の少年）」、そして、速い
リール舞曲の「Tossing the Feathers（羽毛飛ばし）」で華々しく盛大に終わる。

アメイジンググレイス（讃美歌）
Amazing Grace *Traditional

アメイジング・グレイスは、イギリス・ロンドン生まれの牧師ジョン・ニュートン（1725年 - 1807年）の作詞による讃美歌
である。作曲者は不詳で、アイルランドかスコットランドの民謡を掛け合わせて作られたとしたり、19世紀に南部アメリ
カで作られたとするなど、諸説がある。 

ビートルズフォーエバー（ジョン・グレネスク・モーティマー編曲）
Beatles Forever arranged by John Glenesk Mortimer

ビートルズは1960年代から1970年代初頭にかけて活動したイギリスのリヴァプール出身の伝説のロックバンド。ビー
トルズのヒット曲の中から5曲をメドレー形式で綴る作品。

組曲「惑星」より「木星」～快楽をもたらす者～
（グスターヴ・ホルスト / ステファン・ロバーツ編曲）
Jupiter, the Bringer of Jollity by Gustav Holst

グスターヴ・ホルスト（1874年 - 1934年）はイギリス・チェルトナム生まれの作曲家。ホルストの最も有名な作品であ
る組曲『惑星』は、関心のあった西洋占星術からヒントを得て作曲された。太陽系の9つの惑星のうち、当時発見されて
いなかった冥王星（最近は惑星から外れてしまったが、）と地球をのぞく7つの惑星をテーマにした組曲。「木星」は最も
有名な中間部のメロディに祖国への愛を歌った歌詞がつき、イギリス中から愛され続けている。

ソプラノコルネット：東 正和　フリューゲルホルン：篠田 周平
Soprano Cornet by Masakazu Azuma / Flugelhorn by Shuuhei Shinoda

バグパイプ：五社 義明
Bagpipe by Yoshiaki Gosha

第1部　1st Stage 第2部　2nd Stage

1.ロンドンの呼び声 <London calls> ： ロンドンの街を軽快に楽しげに闊歩する様子。
2.ソーホー <Soho> ： 有名なナイト・クラブや劇場のある、怪しげな雰囲気の街。
3.グリーンパーク <Green Park> ： バッキンガム宮殿の隣に位置する、緑豊かで平和な人々の憩いの公園。
4.トラファルガー広場 <Trafalgar Square> ： ウェストミンスターにある人々の集まるロンドンの中心地。
5.戦没者記念碑 <The Cenotaph> ： ホワイトホールにある戦没者記念碑。 第一次世界大戦の終戦時の平和パレードのた
めに建てられた。
6.近衛騎兵のパレード <Horse Guards Parade> ： セントジェームスパークに隣接する広場。王室騎馬隊による交代式が
行われる。

♪ペニーレーン　Penny Lane *1967
♪イエスタデイ　Yesterday *1965
♪イエローサブマリン　Yellow Submarine *1969
♪ヘイ・ジュード　Hey Jude *1968
♪オブラディ・オブラダ　Ob-la-di Ob-la-da *1968



メンバー紹介Members

　 高木 理恵（バリトン）
RIE TAKAGI *Baritone

使用楽器/マウスピース
BESSON Sovereign BE956 / DENIS WICK SMB9

　 竹ノ内 晋（テナーホーン）
SHIN TAKENOUCHI *Tenor Horn

使用楽器/マウスピース
BESSON Prestige BE2050 / DENIS WICK 4

　 東 正和（ソプラノコルネット）
MASAKAZU AZUMA *Soprano Cornet

使用楽器/マウスピース
Antoine Courtois AC107R-1-0 / BEST BRASS 9B

　 高木 弘幸（コルネット）
HIROYUKI TAKAGI *Cornet

使用楽器/マウスピース
BESSON Sovereign BE928 / DENIS WICK RW4

　 本多 沙織（ユーフォニアム）
SAORI HONDA *Euphonium

使用楽器/マウスピース
Willson TA2900BS / GRIEGO 5

　 岩﨑 稔（バストロンボーン）
MINORU IWASAKI *Bass Trombone

使用楽器/マウスピース
Edwards B454(E)/B-DBN / GRIEGO 0.5DECO

　 藤井 義隆（トロンボーン）
YOSHITAKA FUJII *Trombone

使用楽器/マウスピース
Vincent Bach 42A GL / Willie's POLARIS☆

　 悪原 至（パーカッション）
ITARU AKUHARA *Percussion

　 安東 友樹子（パーカッション）
YUKIKO ANDOU *Percussion

　 萩島 康仁（パーカッション）
YASUHITO HAGISHIMA *Percussion

　 庄司 考志（Eb バス）
TAKASHI SHOJI *Eb Bass

使用楽器/マウスピース
Willson 3400 TA-4 / Tilz WH-B2 *Walter Hilgers Model

　 篠田 周平（フリューゲルホルン）
SHUUHEI SHINODA *Flugelhorn

使用楽器
King Legend 2020 / DENIS WICK 3FL

　 速水 麗未（コルネット）
REIMI HAYAMIZU *Cornet

使用楽器/マウスピース
BESSON Sovereign / DENIS WICK 4B or ALLIANCE 2B

　 五社 義明（バグパイプ）

YOSHIAKI GOSHA *Bag Pipe

父親の影響で11歳からバグパイプをはじめ、以来パイプバンド
での活動を通じて伝統的なバグパイプの演奏について学ぶ。パン
クバンド・The Cherry Coke$のサポートとして彼らのCDやラ
イブに参加、2005年のFuji Rock Festival出演など数々のライ
ブおよびレコーディングでスコットランド伝統と現代的なアレン
ジの橋渡しとして活躍を重ねる。その他にもサポートとして、
Radiots、AriaAsia、カルロス・ニュネス等のサポートで各種
CDやライブに参加。現在はソロアーティストとしてのライブや
テレビ朝日スペシャルドラマ「そして誰もいなくなった（2016
）」、ドラマSICK'S劇中曲などのレコーディングにも参加、バグ
パイプの可能性をあらゆる人に伝えるべく活動を行っている。

　 小泉 貴久（サウンドアドバイザー）

TAKAHISA KOIZUMI *Sound Adviser

東京都出身。10歳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。
トランペットを北村源三、丸山研也、林昭世の各氏に師事。1989
年、韓国「コリアン・シンフォニー・オーケストラ」に入団。帰
国後、オーケストラ、ミュージカル、吹奏楽、アンサンブルなど
で演奏活動を展開。2009年、VIVID BRASS TOKYO のソリスト
としてフィリップ・スパーク作曲の「Concerto Grosso」を作曲
者自身の指揮で演奏し、好評を得る。
作曲、編曲活動も行っており様々な編成の作品がある中、テンピ
ースブラス・ワンラインのために作曲した「無限に煌めく星たち
への讃歌」を金管バンドのフル編成に書き直して、ティーダ出版
より楽譜とCDが発売中。
現在、VIVID BRASS TOKYO 代表 兼ソロコルネット奏者。アレク
テ室内管弦楽団首席奏者。石川県トランペットソサエティ専属ア
レンジャー。埼玉県立松伏高等学校音楽科非常勤講師。



フォトギャラリーフォトギャラリー

The 集合写真!
個性豊かなソロ

過去の遺産たち過去 遺産

お花見

飲んで忘れよう！

何かが違う…

ララランド撮影会w

In Concert!

真夏の撮影、
大変だったよねっ

いてくれれば
ｍもう安心

↑
本職

←男も惚れる

昔は缶バッジ作ってました。

何を？w

←悪魔が潜むステージ

結局1回だけになってしまったね

カレー屋さん到着！

癒し…

なんかみんな足長い

昔はジーパンに
ジャケットでした。

サッカーのアレみたいな

ララランドね。わかるよね？

ウェストサイドのつもり

何やらテレビの取材を受けました。

昔は缶バッジ作ってました。昔は缶

悪魔が潜むステージ←悪

いろんなイベント

Special Thanks

冬の合宿！
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