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5th season 開始、世界で活躍する演奏家を虜に！
「石オケ・クニトオケ、共に創立してから早５年が経ちます。石オケ団員数も定員に達して、当初から第１目標
としていた「楽しさ溢れる雰囲気もレヴェルもファーストクラスを目指す！観ている人々が羨ましくなり、な
かなか入団出来ないオーケストラ！」という目標が５年目にして実現致しました！そして次の目標は・・・
両オケの Intʼ l( インターナショナル ) という名に相応しく「国際的に活躍する演奏家や演奏グループを、魅力
溢れる石オケの雰囲気で虜にし、共演依頼が殺到するオーケストラ！」を目指します。その第一歩として、来年
5 月 27 日に、アメリカより、イリノイ大学の R. ハケン教授との再共演、フロリダ大学のジャスミン A. 教授の
指揮者・音楽監督 西谷 国登

お二方をお迎えして共演致します。第５期も石オケ・クニトオケとも、どうぞよろしくお願いします！」

INTERVIEW

第４回定期演奏会では、石オケ・クニトオケを通して初めて、団員によるソロ演奏が行われました。カルメン幻想曲

クニトオケ
コンサート・ミストレス

梶谷：私は今回初めてオーケストラと舞台で共演させて

カ ジタニ

アカリ

梶谷 明凜

のソロ演奏をされました梶谷明凜さんに、そのときの感想と、オケへの思いを伺いました。
いただきました。カルメンは聴いているとすごく楽しく

EVENT INFORMATION

面白い作品ですが、弾くとなるとなかなか手強くて不安
になりました。しかし、オーケストラの方たちが頑張っ
て演奏してくれたことがすごく心の支えになりました。
私が一番目標にしていたのは、自分らしく楽しむ、そし
て楽しんでいただける演奏をすることでした。最初は自
分がしっかり弾くのに一生懸命だったのですが、オーケ
ストラのみんなと練習していくうちに不安が消えてい

♪ ルドルフ ハケン室内楽コンサート
・日時

2018 年 5 月 22 日（火）19 時開演予定

・場所

大泉学園 ゆめりあホール

・演奏者 ルドルフ ハケン、ジャスミン アラカワ、西谷 国登
・曲目

ピアノ三重奏の為の「タオ組曲」（老子道徳経より

き、更にこの曲を好きになりました。本番も、テンポを揺

６つのレッスン）

らすなど自分が感じる表現をしながらオーケストラと

ヴァイオリンとピアノのための「ポロネーズ」 他

一緒になって弾けたことはとても楽しく、大切なひとつ
の経験になったと思います。すごく緊張もしましたが、
終わった後、オーケストラ

* 上記３曲は全てルドルフ ハケン作曲
・全席自由

れさま」と言ってくれたことがとても嬉しくて、これ

当日 2,000 円

♪ クニト Intʼ l ユースオーケストラ 第 5 回定期演奏会

からももっとそう言ってもらえるような感動する演
奏をしていけるよう、また目標をたくさん作って、精
一杯頑張っていきたいと思いました。
（大人のオケである）石神井オーケストラは雰囲気が

・日時

2018 年 5 月 27 日（日）午後３時開演

・場所

清瀬けやきホール

・曲目

セントポール組曲（ホルスト）
ピアノ協奏曲第１番 弦楽合奏版（リスト、西谷国登編）

とても明るく、いつも楽しいので、練習も充実してい

ピアノ・ソロ：ジャスミン アラカワ

ます。団員も増え、ルドルフ ハケン先生が来日し共演

シンプル・シンフォニー（ブリテン）

するなど曲の難易度も高くなってきたので迫力も増

・全席自由

したのではないかなと思います。月に 2回の練習を積
前で演奏するのはとても楽しいです！

前売りチケット 1,500 円

申し込み先はｅ＋ イープラス（※西谷国登で検索！）

の方や聴いてくださった方が、「よかったよ」｢おつか

み重ねてきた石オケの方達といざ本番！お客さんの

ヴァイオリンとヴィオラのための「サレナタリア」

カルメン幻想曲のソロ演奏
情熱の赤！

入場無料！

♪ 石神井 Intʼ l オーケストラ 第 5 回定期演奏会
・日時

2018 年 5 月 27 日（日）午後６時開演

・場所

清瀬けやきホール

・曲目

ブランデンブルグ協奏曲第３番（J.S. バッハ）
クラリネット協奏曲 5 弦ヴィオラ版
（モーツァルト、ルドルフ ハケン編）
５弦ヴィオラ・ソロ：ルドルフ ハケン
弦楽のためのディベルティメント（バルトーク）

クニトオケ第４回定期演奏会 全体写真

・全席自由

入場無料！

石神井 Intʼ l（インターナショナル）オーケストラとは？
平成25年１月、石神井公園を拠点に新しいオーケストラとして音楽監督・西谷国登氏により創立。愛称「石（しゃく）オケ」として、地元の方々
を始め多くの方々に親しまれ活動中。石神井公園近辺での依頼を受けての出張演奏など、地元密着のオーケストラを目指す。また、定期演
奏会での米国イリノイ大学ルドルフ・ハケン教授との共演や、ジャマイカ・ナショナル・ユースオーケストラへの楽器寄贈をジャマイカ大使
より表彰されるなど、積極的に国際活動や貢献を行っている。メディア（J:COM、ねりま NPOニュース等）にも幅広く取り上げられている。
石神井 Intʼ l オーケストラ広報誌『石オケ新聞』 年２回 夏−秋、冬−春に発行 ／ 発行元：石神井インターナショナルオーケストラ（Shakujii International Orchestra）

Member Proﬁle

カジタニ ユミ

クニトオケ ソルフェージュ講師

梶谷 有美

クニトInt'lユースオーケストラの子供たちへ、微力な
がらソルフェージュの指導をさせていただいており
ます。小学１年生から中学２年生まで、現在14人の子
供たちを2クラスに分けて、柴宮先生とともに楽しく
授業しています。子供たちの耳を育てること、音楽理
論の基礎を学ぶことにより、曖昧さをなくし、理解し
て納得して楽しく演奏できるようにと願っています。
また今期より、ソルフェージュ個人レッスンも開始い
たしました。ひとりひとりのレベルに合った丁寧な指
導ができるよう心がけたいと思います。石神井オーケ
ストラの皆様はいつも明るく生き生きと演奏されて
いるので羨ましく思っています。♪

いつも笑顔の梶谷有美・明凜 親子

カジタニ アカリ

梶谷 明凜

クニトオケ コンサート・ミストレス

東京都出身。2002年生まれ15歳。3歳よりヴァイオリ
ンをはじめ、廣田雪恵、七海浩一郎、西谷国登の各氏に
師事。これまでに、Kunito Intʼl Strinng School主催マス
タークラス（公開レッスン）にて、R.ハケン、杉浦美知、
M.ビーヴァー、C.シンデルの各氏より受講。好きな作
曲家はブラームス、チャイコフスキー。いつか弾いて
みたい憧れの曲は、ブラームスのヴァイオリン協奏曲
とハチャトリアンのヴァイオリン協奏曲、フランクの
ヴァイオリンソナタ。好きなヴァイオリニストは、庄
司紗矢香、マキシム・ヴェンゲーロフ、ヒラリー・ハー
ン、サラ・チャン、そしてもちろん西谷国登先生。
好きな食べ物；パスタ／行ってみたい国；イタリア、
オーストリア／得意科目；英語／将来の夢；ヴァイオ
リニスト

Hot NEWS! ルドルフ ハケン氏と再度共演！さらに今年は、ジャスミン アラカワ氏とも！
Keyhole Photo

Photo by
Yore Kedem

2016年に石オケと第３回定期演奏会で共演したルドルフ ハケ
ン氏が、２年の時を経て再度の共演！さらに今年は、フロリダ
大学でピアノ科教授を務めるハケン氏の奥様のジャスミン アラ
カワ氏がクニトオケと共演します！この２つの演奏会は2018年
5月27日に同時開催。皆さんに強烈で最高の記憶を刻むことで
しょう。カレンダーを開いて、５月２７日に Check it!

ア ラ カ ワ 氏： こ
こ数年、ルドルフに
付き添って石オケと
ユースの皆さんの演奏活動
を垣間見てきましたが、今回
初めて私も皆さんと演奏できるということで、とても楽しみにしていま
す。演奏を聴くのも、通訳するのも好きですが 、やっぱり自分が演奏に
参加できるのが一番楽しいですから♪リストのコンチェルトは大好きな
曲で、特に、ピアノという楽器の特徴を最大限に生かして書かれている
点で、ピアニストにとっては嬉しい曲です。ストリング・オーケストラ
との絶妙なアンサンブルも今から楽しみです！
10月14日に開催を予定していた「石神井松の風文化公園 森林

ハケン氏：I am very

excited for the
opportunity to work and
perform with the Shakujii
International Orchestra once again, and to continue
performing chamber music with our great friend Kuni. We had
a wonderful time playing together here in Illinois in April 2017,
and again in Sapporo in July 2017, and now that our music is
perfected we can present it in Tokyo. The clarinet concerto of
Mozart is exquisitely beautiful, and I'm looking forward to
presenting my arrangement for five-string viola with
the Shakujii International Orchestra.

のひろば」での『みどりの風区民コンサート』
（練馬区主催）は、
雨天中止となりました。。。これにめげず、皆様へたくさん演
奏を聴いていただけるよう、今後とも頑張っていきます！

←ハケン氏のプロフィールや『５弦ヴィオラ』については、
石オケ Website「ABOUT US」より石オケ新聞第５号をチェック！

石オケ写真館

団員は年々増え︑弦楽器だけで

４０人もの楽団となりました︒

おかげさまで︑コントラバス以

外はほぼ定員に達しました︒

石オケ第１目標達成です！

石オケ第４回定期演奏会 全体写真 ２０１７年６月１８ 清瀬けやきホール

RECRUITMENT
石オケ・クニトオケでは、
団員を随時募集しています。

☆石オケ・クニトオケ団員募集 ＆ 協力会員募集
○募集パート
○入団基準

ヴァイオリン /ヴィオラ /チェロ /コントラバス
石オケ：原則、大学生以上 クニトオケ：小学生−高校生

※石オケでは、コントラバス以外の募集は若干名。場合によっては順番待ちの可能性があります。
また、定期演奏会をより充実したものにするため、 定期演奏会（５-６月開催）ごとに協力会員様を募集しています。
詳細は、石オケ・クニトオケ ウェブサイトをご覧の上、お問い合わせください。

石オケ Web
http://shakuoke.com

クニトオケ Web
http://kuniorch.com

