
pprreessss  
前号でご報告した「まちなかコンサート」当日、舞台転換の合間に即席ユニットで

歌ったところ、別のステージからもお誘いが。世の中何が起こるか分かりません。 

 

本紙で何度も作製中とお知らせしてきました『音まちＭＡＰ』がついに発行の運び

となりました。フルカラーでＡ３判の４つ折り（観音開き）になっていて、ちょうど片手

に収まるサイズになっています。夜のライブ会場をイメージした琥珀色を基調とし 

ているので、渋めの色合いが

昨今のカラフルなリーフレット

の中にあって、かえって目立

つのではないでしょうか。 

 今回は音楽を「聴ける」＆「演

奏できる」スポットとして、16の

施設や店舗を紹介、所在地が

一目で分かる地図と検索用の

ＱＲコードを併記しました。 

 

ライ･クーダー＆Buena Vista Social Club  

『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』（1997）。 

キューバ音楽として近年稀に見る大ヒット作。ライ・クーダーが

感じ入ったという老練なキューバ・ミュージシャンたちの演奏

はまさに円熟の極み！ ああいうおじいちゃんになりたい…。 

      

 

 

  

マップ作りにご協力、ご助言ありがとうございました。 

 

 

 

 

掲載対象はミュー

ズのような大型施設

から、夜になると突

如ライブ会場となる

穴場スポットまで、 

まさに音楽の盛んなまち・所沢を象徴する多様な雰囲気、趣向のホールや店舗を

網羅しています。好みのスポット探しには音楽や飲食メニューをアイコン化、傾向

や度合い（サイズの大・小で表現）を明示していますので、お役立てください。店の

紹介文など、それぞれのオーナー、店長さんの個性が出ていて楽しいです。 

４月から市役所担当窓口、各まちづくりセンターなどの公共施設、

今回掲載されました施設・店舗（予定）などで無料配布します。また、

店頭や窓口で配布のご協力をいただける場合、ご一報ください。 

さあ、週末や休日はマップ片手に市内音楽巡りと参りましょう。 

『音まちＭＡＰ』を含め、新年度から「音楽のあるまちづくり」推進事業の担当課が

変わります。４月１日からは新たに「文化芸術振興課」が担当いたします。 
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音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち Mar.23rd 2015 

           「歌は世につれるけど、世は絶対に歌にはつれない」と

は、あの山下達郎の言葉。激動する社会と音楽がリンクしていた時代に青春

期を過ごした末の本音であろう。それでも彼は歌い続けているし、人々は歌を

求め続ける。音楽を極めるとは心の内へ内へと向かう作業なのかもしれない。 

編集・発行：企画総務課 04-2998-9046 

『TOKOROZAWA音まちＭＡＰ』が完成しました 

各スポットの特徴はアイコンでチェック！ 

 

 



pprreessss  
市では、音楽のあふれるまち所沢をめざして、音まち推奨制度を実施、継続的

に市内の音楽環境の盛り上げに一役買っている行事・団体等を応援しています。 

 

めでたく25周年を迎えた「松井クラシックのつどい」は音まち推奨団体の一つ。 

クラシック好きの仲間が集まって毎月第２土曜日に開催してきた演奏会は、通算

277回！今年は好評だった演奏会を再

演して、記念の年を盛り上げています。 

                           出演者の選定から当日松井まちづくり

センターの設営・進行まで、全て手作り

の音楽会。その功績を称え2003年に由

緒ある志鳥音楽賞を受賞しています。 

 現在新たなスタッフを募集中。演奏の 

質の高さは勿論、手頃な料金設定、終演後の演奏者との交流等、熱い想いと温も

りの詰まった音楽空間（開演を告げるベルも生演奏）、ぜひ足を運んでみては！ 

次回公演 室内楽で聴くショパン ピアノ協奏曲第１番 ６月13日（土）午後２時開演 

 

Arcade Fire 『Funeral 』（2004／カナダ） 

美しくメランコリックなレクイエム。そこには今の

自分や社会への嘆き、かつての naive（純粋ゆえの無知）な感

情が詰まっている。デヴィット・ボウイからの絶賛や ＳＮＳで人気

に火が付いた2000年代の名盤。おすすめトラックは①④⑦⑨。 

      

 

 

  

新設・文化芸術振興課からの「音まち press」発行第１弾！ 

 

 

 

 

ご好評いただいております音まちミニコンサート。その第４弾を開催します。 

今回は、サックス界の革命児、平野公崇が満を持して結成したサックス四重奏団、

ブルーオーロラ・サクソフォン・カルテットの公演！クラシックの名曲を披露します。 

日 時 ５月29日（金）/午後０時20分～55分 （昼休みの時間帯です！） 

会 場 市庁舎１階市民ホール ※入場無料。椅子席には限りがございます。 

曲 目 ユモレスク（ドヴォルジャーク／平野公崇編）、月の光（ドビュッシー）ほか 
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音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち May 14th 2015 

           イギリスの史実に基づいた映画『パレードへようこそ』を

観た。音楽が非常に効果的に使われている。中でも劇中一人の女性が歌い出し、

大きな歌の輪になっていく場面があり、彼女の思いが歌を通じて広がっていくのが

感動的だった。80年代ヒット曲満載、笑いあり涙ありで目下のところ今年の一推し。 

編集・発行：文化芸術振興課 04-2998-9211 

♪今回ミニコンの主役は“サクソフォン”♪ 

 

 

全国に誇る、手作りの音楽会を続けて２５年 

ソロ活動やオーケストラとの共演等を中心に演奏

活動を行う中、同じ楽器同士の響きに次第に魅力

を感じ始めた平野（ソプラノ）がカルテット結成を実

現するにあたりメンバーとして集まった。田中拓也

（アルト）、西本 淳（テナー）、大石将紀（バリトン）。 

2011年秋に行ったＣＤリリース記念ツアーではＣＤ

収録作品に加え、即興演奏や平野による新作も披

露し、センセーショナルな成功を収めた。 

ＰＲＯＦＩＬＥ：The Blue Aurora Saxophone Quartet 

次回出演の沢田千秋＋小池ストリングス 



編集・発行：文化芸術振興課 04-2998-9211 

pprreessss  
音まちコンサート番外編のお知らせです。 ６月12日（金）の午後０時20分より 

ブルガリアのソフィア少年合唱団が市役所１階市民ホールにてミニコンサートを行

います。詳細はＨＰなどで紹介しております。皆さんのお越しを待っています。 

 

 ５月29日、音まちコンサートVol.４「ブルーオーロラ・サクソフォン・カルテット 

～サクソフォンで聴く名曲のしらべ～」を市役所１階市民ホールで開催しました。 

開演前から満席、史上最多となる 

約450人もの来場者が集まる中、 

ドビュッシーの「月の光」や J.S.バッハ 

の「トッカータとフーガ」などが演奏さ 

れ、魅力的で美しいサクソフォンの響 

きが会場中を包み込んでいました。 

会場では、所沢市茶業協会協力に 

よる狭山茶の試飲及び販売も行わ

れ、心地よい音色と新茶の香りや味わいを堪能、お得な昼休みとなりました。 

 

GRAPEVINE『退屈の花』（1998） 1997年のメ

ジャーデビュー後初のアルバム。新人とは思えな 

いブルージーで老熟した楽曲と諦観の境地にある歌詞、色気の

ある歌声に当時衝撃を受けた。お奨めは矢野顕子の「ひとつだ

け」に触発されたという「1＆MORE」（矢野本人公認）や②④⑧。 

      

 

 

  

夏が近づくと…冷たいビールと熱い音楽が恋しくなります。

 

 

 

 

約半年ぶりの「まちなかコンサート」。第３弾は所沢駅西口・ワルツ所沢を舞台に

共同開催でお送りします。イベントタイトルは「サタデーマンスリーライブ」。６月13

日（土）にその第１回目が行われますので、皆さん、ぜひ足をお運びください。 

ワルツ所沢では、 

同ライブを月１回の 

ペースで11月１日ま 

で、計７回開催して 

いく予定です。今後 

の情報にご注目くだ 

さい。お笑い芸人の 

ステージも鋭意検討 

中。お楽しみに…。 

日 時 ６月13日（土）/午前11時30分～午後５時40分（予定） 

会 場 ワルツ所沢（２階正面入り口特設ステージ） ※入場無料 

直接会場へお越しください。３回ご来場された方には、商品券の当たる抽選会に

参加いただけます。（問い合わせ ：ワルツ所沢 ℡04‐2927‐0111大代表） 
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音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち Jun 8th 2015 

           新宿二丁目のお店でその筋の方々の深い教養に驚い

たことがある。先日マツコＤＸが自身の番組で「好きな作曲家は」と問われ、20世紀

ソ連を代表するショスタコーヴィチと応じた後、即席打楽器奏者としてブラームスの

交響曲第１番冒頭を見事に演奏。マツコの、知らなかった才能に感嘆を禁じ得ず。 

“まちなかコンサート”第３弾は inワルツ所沢 

 

 

♪満員御礼、サクソフォン演奏が会場を魅了♪ 

        

 

詳細 

万雷の拍手に応えてのアンコール 



編集・発行：文化芸術振興課 04-2998-9211 

pprreessss  
お久しぶりです。「音まち」は元気に進行中、市内の音楽活動もますます盛んで

す。ポスターやチラシに右上の「音まちロゴマーク」を見かけたら地元密着の音楽

イベントの証し。足を運べば実感できます。詳しくは本紙Vol.４をご参照ください。 

ブル。 

６月から１１月まで、ワルツ所沢と新所沢パルコ各々との共催で、まちなかコン

サートを計８回開催しました。毎月土曜に行われた前者では、公募による若手アー 

ティストからベテラン、お笑い芸人も交えたバラエティ溢れる構成で回を追うごとに

盛り上がりを見せました。一方、後者では初めて市内ライブスポットからの推薦枠

も設け、それぞれの持ち味で聴衆を魅了、Ｘマスツリーの点灯が華を添えました。 

 

 

 

 

 

                          

 

YMO（イエロー・マジック・オーケストラ） 

『ソリッド・ステイト・サバイバー』（1979） 

彼らを代表すると共に、世界中に影響を与えたアルバム。 

彼らのスタイルは、音楽のみならず、テクノという文化を生み

出した。発売から36年の月日を経ても、未だ色褪せていない。 

      

 

 

  

♪焚き火だ 焚き火だ 落ち葉焚き…って最近見かけませんね。

 

 

 

 

ご好評いただいております市役所での音まちコンサート。今年も御用納めの日

に開催します。今回は気鋭のピアニスト、長富 彩をお迎えし、会場初となるピアノ

リサイタル。それも世界に名だたるスタインウェイピアノの響きをお届けします。 

日 時 12月28日（月）/午後０時20分～55分 （昼休みの時間帯です！） 

会 場 市庁舎１階市民ホール ※入場無料。椅子席には限りがございます。 

曲 目 きらきら星の主題による変奏曲（モーツァルト）、愛の夢第３番（リスト）ほか 
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音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち Dec. 3rd 2015 

           屋外ゆえ本年度の「まちなかコンサート」は寒さが厳しく

なる前に終了です。良い演奏、歌声に出会えましたが、筆者は心がひりひり痛む

ような歌も聴きたかった。敬愛する早川義夫の言葉を引用します。歌の本質は、悲

しみを忘れさせるためにあるのではなく、悲しみを忘れさせなくするためにある。 

今年も恒例、年の瀬の“音まちコンサート” 

“まちなかコンサート”Vol.３～１０が終了 

 

 

1986年生まれ。2002年、東京音大付属高校ピアノ演奏家

コースに特待生奨学金を得て入学。2005年、ハンガリー・

リスト音楽院へ留学。2008年より米国に拠点を移し演奏

活動を開始。これまでに日本コロムビアより３枚のＣＤを

リリース。2013年１月に発売した３枚目のアルバムでは、

ホロヴィッツが恋した銘器スタインウェイCD75を使用。レ

コード芸術誌にて特選盤に選出された。ソロ活動だけで

なく室内楽やオーケストラとの共演も好評を博している。 

 

2014年1月より FM ヨコハマのラジオ番組「Classic Color」

のパーソナリティを務めるなど 

 

演奏活動と並行してクラシックをより多くの人に届けるた

めの広報活動も行う。 

ＰＲＯＦＩＬＥ：長富  彩 

来年も演ります。お楽しみに… 



編集・発行：文化芸術振興課 04-2998-9211 

pprreessss  
年明けも「音まち」は元気印。今年度は、新所沢パルコやワルツ所沢との共催に

よる「まちなかコンサート」、また、庁内では琵琶やピアノのコンサートを開催いたし

ました。来年度も引き続き、そして…新たな事業に向けても邁進していきますよ♪ 

 

所沢が世界に誇るブランド「ムラマツフルート」 

との共催により、２月27日（土）、市民文化センター 

ミューズにて「初心者のためのフルートはじめて

講座」が開催されました。高級なイメージのあるフ

ルート、特にムラマツフルートを実際に演奏できる

とあって、子どもから大人の方まで、皆さん目を輝 

かせ、初めは音を出すのに苦戦しながらも、最後は講師 

の方の演奏に合わせての合奏を全員で行いました。 

次年度以降も継続して、ムラマツフルートと連携しての 

フルート講座を展開していく予定ですので、少しでも興味 

をお持ちの方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。                          

 

サザン・オールスターズ『海のYeah!!』（1998） 

サザンのデビュー20周年記念ベストアルバム。 

サザンのアルバムでは人気 No.１の一枚。おすすめは、研

ナオコがカバーして大ヒットした「夏をあきらめて」。夏の湘南

の海で、恋に敗れた男性の切なさが印象的な一曲です。 

      

 

 

  

♪もう卒業の季節ですね…最近の定番曲って何なんでしょう。

 

 

 

 

今年度を締めくくる音まちイベント。テラスに広がる音の競演をぜひお楽しみに。 

日 時 ３月26日（土）/午後１時～５時 ※入場無料。座席には限りがあります。 

会 場 とこてらす（所沢駅改札内） ※駅改札内への入場が必要となります。 
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音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち Mar. 3rd 2016 

           “まちなかコンサート”が急遽１件追加です。３月12日

（土）・ワルツ所沢にて午前11時より。若手アーティストを中心に2016年のライブ開

きはこちらから。屋外ゆえ１枚着込んでご来場ください。願わくは熱いステージで

寒さを吹き飛ばしてほしいものです。上記26日は初のクラシック系。乞うご期待！ 

“まちなかコンサート”久々の inとこてらす 

満員御礼♪フルート講座×世界のムラマツ 

坂口亜希トリオ 所沢市出身の鍵盤打楽器奏

者・坂口亜希と市内にゆかりのあるピアニスト・猪狩奈々、パーカッショ

二スト・松岡希海による女性トリオ。 

佐々木大輔／佐々木朋子／比留間美奈子  所沢在住、子

育て真っ最中のクラシック演奏家によるピアノトリオ。子ども

から大人まで楽しめるコンサートを展開中♪ 

アンサンブル・リュミエ 所沢にゆかりのあるフリー奏者を中

心に結成された木管・ピアノアンサンブル。クラシック曲はも

とより各種アレンジ曲までレパートリーは多岐に渡る。 

ＷＡＩＷＡＩ ＳＴＥＥＬ ＢＡＮＤ （ワイワイスティールバンド） 

開放的でエネルギーに満ちた楽曲の中にあるノスタルジック

で感傷的なエッセンスを含む独自の世界観は唯一無二。 

 

 

 

ＰＲＯＦＩＬＥ 

 

 

撮影：市民カメラマン 佐藤 清一郎 


