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●MUSE INTERVIEW│p2-3

WEEKEND PIANO SERIESに登場の
仲道郁代さん、河村尚子さん
インタビュー

●MUSE INTERVIEW│p4-5

松永貴志[ジャズ・ピアノ]＋
HIDEBOH[タップ・ダンス]
待望のコラボ、ミューズに初登場！

●CLOSE UP MUSE │p12

MUSE Christmas Presents 
アンフォゲッタブル・コンサートVol.9
国府弘子さんからのメッセージを紹介
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今更秋山との出会いを文章にする

のもおこがましいとも思ったが、

実はこの11月12日に世界的大指揮者で

あるロリン・マゼール氏が東京交響楽団

（以後東響）を48年ぶり2度目の指揮をす

ることになっている。《10月30日時点》マ

ゼールというと秋山と私（というより秋

山と東響）との忘れられない最初の出会

いを思い出したので触れることにした。

1963年（昭和38年）11月における東

響の定期演奏会は完成2年後だった

東京文化会館で行われた。当日会場は1

階から5階まで超満員のお客様で溢れ、

定員2300人の客席が恐らく立ち見を入

れると2700人くらい埋まっていたのでは

なかろうか。現在では厳しい消防法が

あり、今時そんなことをやったなら少な

くとも責任者は当局から呼び出され重大

な処罰を受けていたであろう。マゼール

が11歳の頃、世紀の大指揮者トスカニー

ニに才能を見出され、その後の活躍によ

って世界中のファンから熱い期待を集め

ていた。その指揮者が初来日に東響を振

るというので、半端な騒ぎではなかっ

た。そもそもマゼールが指揮するきっか

けは、同年日生劇場がオープンした折、

その記念事業の一環としてベルリン・ド

イツ・オペラを招聘する際、その指揮者

がマゼールということを知った当時の東

響首脳陣は如何なる手練手管を使った

のか、オペラ公演の合い間に東響の定期

に出演することを同意させた。ちなみに

この時のオペラ公演で入場料1万円とい

う席が売り出され、初めてクラシック系

の公演で万の単位が出たということでも

話題になった。

何しろこれくらいの大指揮者が

振るのだから、事前練習をし

ておこうということになり、せっかく

若くて世界的指揮者とやるのだから、

譜読みとはいえ、こちら側も優秀な若

手指揮者でやろうと考えた。結果当

時桐朋学園の大御所で名伯楽として

著名な斎藤秀雄氏の門下生として小

澤征爾氏と共に注目されていた弱冠

22歳秋山和慶の初登場となった。そう

いう私も秋山とは較べるべくもない

が、その数ヵ月前東響に入団すべくヴ

ァイオリン奏者としてオーディション

を受け、何とか研究員として第1ヴァ

イオリンのケツぺタ（一番後の席）で弾

くことをゆるされたばかりのホヤホヤ

団員であった。しかも入団間もない私

にとって憧れの世界的大指揮者と仕

事をさせてもらえるだけではなく、意

外に高給だった。夢のようなオーケス

トラに入れて有頂天になった。両親、

友達にも自慢で鼻高々だった。だが

好事魔多し！それから数ヵ月後、突如

財政的破綻が勃発し、責任をとって創

立以来の楽団長が入水し、財団も解

散してしまった。という悲劇が起きる

なんて、入りたての若僧には知る由も

なかった。

譜読みの日、齋藤秀雄氏に連れら

れてやってきた秋山は紹介もそ

こそこに颯爽と指揮台に上がった。最初

に見た彼のイメージは現在では想像もつ

かない、ちりちり頭（無論当時は真っ

黒）の痩せた小柄な感じで中学生くらい

にしか見えず、童顔の坊や風（失礼！）だ

った。が、指揮台に立つやいなや顔つき

が変わった。曲はチャイコフスキーの第

4番のシンフォニーだ。妥協なく徹底的

にしごかれた。当時威張り腐っていた元

海軍、陸軍の軍楽隊上がりの猛者ども

を黙らせた。しかしやり方があまりに鮮

やかだったためか、日頃ウルサ型団員の

何処からもクレームがなかった。それど

ころか練習後楽屋は賞賛に満ち溢れ、こ

の時の出会いが後の秋山と東響の結び

つきを強固なものにした。

だが肝心のマゼールとの最初の出

会いは東響の緊張のし過ぎか、

実力不足からか、必ずしも成功とはいえ

なかった。あれから半世紀近い歳月が

流れた。幸い生まれ変わった東響に2度

目のチャンスが訪れた。雪辱を果たすコ

ンサートになることを期待したい。

秋山はご存知のように今や日本を

代表する指揮者の1人に成長し

た。そればかりか悲運の東響を盛り立て

た実績は見事だ。同時に彼自身世界を

股にかけて活躍しているのを見るにつ

け、約同年輩の私としても嬉しく思って

いる昨今だ。

指揮者　秋山和慶と出会った頃
金山茂人

Shigeto Kanayama

ミューズアドバイザー／公益財団法人東京交響楽団　最高顧問
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クルージング・インフォ・マート

ミューズへ、そして読者の皆さんへ。

所沢市生涯学習推進事業
劇団かかし座「長靴をはいたねこ」1

2011年7月2日（土）並木公民館　開場13時20分　開演14時
●影絵の素晴らしさに驚き、とても楽しめました。（所沢市・主婦）
●歌もあり、親子共に楽しめました。（所沢市・主婦）

劇団四季ミュージカル
雪ん子5

2011年7月20日（水）
マーキーホール
開場18時　開演18時30分
●ゆきちゃんがかわいかった
です。踊りにもキレがあった
のですごいと思いました。
（立川市・小学生）
●心温まるやさしい話でした。
歌も踊りも素晴らしかった
です。（ときがわ町・パート）

“お昼どき”
パイプオルガン
500円コンサート
たなばたに贈る天の川の響き

2
2011年7月7日（木）
アークホール
①開場10時30分　開演11時
②開場14時　開演14時30分
出演／オルガン:高橋博子

トランペット:佐藤友紀
●初めてホールに来て、大きな
パイプオルガンに圧倒され
ました。子供と一緒に生演奏
を聴けるなんて感激です。
（所沢市・主婦）
●パイプオルガンとトランペッ
トがとても良いハーモニー
を奏でていました。（所沢
市・男性）

Bonjour
ボ ン ジ ュ ー ル

!
メルカールトとめぐるバッハとパリ4

2011年7月16日（土）アークホール
開場14時30分　開演15時
出演／オルガン: 

ジャン＝フィリップ・メルカールト
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ

：主よ人の望みの喜びよ
ドビュッシー：「牧神の午後」への

前奏曲
フランク：コラール第3番 ほか

●100年前のフランス・パリにタイムスリッ
プしたような感じがしました。（所沢市・小
学生）

●パイプオルガンのコンサートは初めてでし
たが、とても色彩豊かなので驚きました。
（川越市・主婦）

第71回所沢寄席
「花形よったり競演会
～旬な落語家大集合～」

3
2011年7月15日（金）
マーキーホール
開場18時30分　開演19時
出演／立川志らく、古今亭菊之丞

柳家三三、三遊亭兼好 ほか
●外の猛暑を吹き飛ばす歯切れの
良い噺に、大いに笑い、堪能した。
（狭山市・男性）
●４人ともそれぞれの味があり、期
待通りとても良かった。（入間市・
無職）

夏休み！ミューズ
“とことこ”探検ツアー6

2011年7月25日（月）アークホール
①9時30分～②12時15分～③15時～
出演／オルガン：松居直美

：ジャン＝フィリップ・メルカールト
●パイプオルガンにさわったり弾いたり、い
ろいろできてすごく楽しかったです。（所沢
市・小学生）

●いつもは見られない、入れないところに行
けてとても良かったです。（所沢市・小学生）
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WEEKEND PIANO SERIES
～休日の午後に燦めくピアノの響き～
ブルーノ＝レオナルド・ゲルバー

14
2011年9月25日（日）アークホール
開場14時30分　開演15時
曲目／ベートーヴェン4大ソナタ

ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」
ピアノ・ソナタ第14番「月光」
ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」
ピアノ・ソナタ第23番「熱情」

●圧倒的に素晴らしい演奏でした！！何年たっ
ても忘れないと思います。（所沢市・会社員）

●感動です、涙が出ました。ベートーヴェンに
対する認識がまたひとつ変わりました。（東
村山市・パート）

熱帯JAZZ楽団
～The Best Of The Best Live～10

2011年9月10日（土）マーキーホール　開場17時30分　開演18時
●本物のジャズを堪能させてもらいました。とても贅沢なひと時でした。
（所沢市・女性）
●エネルギッシュでとても楽しかったです。暑い夏を吹き飛ばせましたよ!!
（新座市・女性）

第7回　
ところざわ
夢あかり音楽会

13
2011年9月17日（土）
情報市場・キューブホール
出演／
ロードフレンズ、ドン・アルマス
サニーサイドゴスペルクラブ埼玉
●楽しい音楽で、美しい音で、
心が満たされました。（川
越市・主婦）

●3組から、強いパワーをも
らいました！参加して本当
に良かった。（所沢市・女性）

青山テルマ
With Super Dance Special Live 201115

2011年9月30日（金）マーキーホール
開場18時　開演18時30分
●テルマちゃんの笑顔、歌声が最高だった！（所沢市・会社員）
●みんなの心が一つになったような感じがしてとても楽し
かった。（国分寺市・小学生）

第72回所沢寄席
「柳家小三治 独演会」18

2011年10月14日（金）マーキーホール
開場18時30分　開演19時
出演／柳家小三治 ほか
●昔から小三治師匠のファンでした。年齢を重ねると共に
益々味が出てきて大変良かった。（所沢市・男性）

●どんどん話に吸い込まれました。話術のすごさを堪能し
ました。（所沢市・男性） 千住真理子　

ヴァイオリン・リサイタル17
2011年10月9日（日）アークホール
開場14時30分　開演15時
出演／ピアノ：山洞智
曲目／サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

アメイジング・グレイス
ドビュッシー：月の光 ほか

●自然と涙が流れていました。とても感
動しました。（所沢市・会社員）

●千住さんの美しいヴァイオリンの響き
がホールに溶け込んでとても素晴らし
かった。曲の解説もやさしく、分かり
やすかった。（飯能市・会社員）

塩谷哲withソルト・ストリングス
コンサート201119

2011年10月22日（土）マーキーホール
開場17時30分　開演18時
出演／塩谷哲（ピアノ）、井上陽介（ベース）

＜ストリングス・カルテット＞
藤堂昌彦、徳永友美(Vn)
岡さおり(Va)、結城貴弘(Vc)

●穏やかな中に感じる情熱が素晴らし
い！（所沢市・女性）

●演奏はもちろん、MCも最高で、こんな
に気さくな人柄の方だとは思いません
でした。（狭山市・主婦）

が～まるちょば
サイレントコメディー
JAPAN TOUR 2011

16
2011年10月2日（日）
マーキーホール
開場17時30分　開演18時
出演／が～まるちょば

（ケッチ!／HIRO-PON）
●言葉を使わずにこんなに人を笑顔に
できるお２人はすごいです！すごく感
動しました。（２０代・女性）

●家族で見に来ました。みんなで笑え
るなんて幸せです。（４０代・女性）

休日の午後に贈る
大人のための500円コンサート
～爽やかな秋に聴くショパンの抒情～
齊藤香織ピアノリサイタル

20
2011年10月23日（日）アークホール
開場12時30分　開演13時
曲目／【オール・ショパン・プログラム】

バラード第１番op.23
幻想即興曲op.66
別れの曲op.10-3
革命op.10-12
英雄ポロネーズop.53 ほか

●ピアノは体と心で弾くものとしみじみ体
感しました。魂がゆさぶられました。
（狭山市・主婦）
●音色がキレイでどの曲も好きになりま
した。素敵な時間をありがとうござい
ました。（所沢市・学生）

所沢市民フェスティバル
ミューズ東北応援プロジェクト！
あつまれ！ひと・もの・ちから

21
2011年10月29日（土）・30日（日）
情報市場
出演／矢部澄翔（女流書家）

あべや（津軽三味線ユニット）

ザルツブルク・
モーツァルテウム管弦楽団
指揮：アイヴォー・ボルトン

12
2011年9月17日（土）アークホール
開場14時30分　開演15時
曲目／モーツァルト〈後期3大シンフォニー〉

交響曲 第39番 変ホ長調
交響曲 第40番ト短調
交響曲 第41番 ハ長調「ジュピター」

●モーツァルトが語りかけてくるような、真
のモーツァルト演奏を身近に聴けて良か
った。（東村山市・会社員）

●指揮者も団員も楽しそうに演奏している
のが印象的でした。（所沢市・男性）

ウィーンの森
Buhneバーデン市劇場
ビゼー『カルメン』
（全４幕／字幕付）

11
2011年9月11日（日）
アークホール
開場16時30分　開演17時
出演／指揮：

クリスティアン・ポーラック ほか
●とにかく迫力があった。アー
クホール中に声が響き、心に
も響き、素晴らしい公演でし
た。（所沢市・主婦）

●一流のオペラが地元所沢で
見られて幸せです！（所沢市・
主婦）秋晴れの下、津軽三味線の華麗な音色、

魂をこめた書道パフォーマンスに拍手
喝采！東北物産展、震災関連展示、話
題の東北グルメ等キッチンカーも。（本
イベントに関わる全売上の５％は日本
赤十字社に寄付いたしました）

伝統芸能普及事業　能楽講座
「触れてみよう！能楽の世界」7

2011年8月21日（日）キューブホール
開場12時30分　開演13時
出演／遠藤喜久 ほか能楽囃子方
●解説が分かりやすく装束の着付けも
詳しくて面白かった。「葵上」も見ご
たえ十分だった。（文京区・会社員）

●生徒の方々の発表があったので、よ
り身近に感じた。やってみたくなり
ました。（西東京市・女性）

ミュージカル
「葉っぱのフレディ
-いのちの旅-」

8
2011年8月27日（土）
マーキーホール
①開場11時　開演11時30分
②開場15時　開演15時30分
出演／宝田明 ほか
●ダンスも歌も素晴らしかった
です。「いのち」の勉強になり
ました。（横浜市・小学生）

●命の大切さを、素敵なミュー
ジカルで楽しく見られまし
た！（所沢市・主婦）

Chageの細道20119
2011年9月9日（金）
マーキーホール
開場18時　開演18時30分
出演／Chage
●音が良く、Chageさんの歌を
楽しめました。（練馬区・主婦）

●子供の頃からずっと大好きな
Chageさんが私の育って暮
らす所沢に来てくれて嬉しか
ったです。（所沢市・主婦）

・・



今年度ミューズは、新しいホールオルガ

ニストを迎えた。初代オルガニスト、川越

聡子さんが4年の任期を終えての交代で

ある。本来、この事を前号で書きたかっ

たのだが、震災という思いもよらぬ事態

を受けて内容を変更してしまったため、彼

がもうすっかりミューズの風景になじんだ

いまごろになって書いている次第である。

「彼」の名前は、ジャン＝フィリップ・メル

カールトという。出身はベルギー・ブリュッ

セル。ブリュッセル、パリ、ハンブルクで

研鑽を積み、2003年には１年間、札幌キ

タラ・コンサートホールのホールオルガニ

ストを務めた。日本に2010年から滞在、

昨年秋のオーディションを経て、今年4月

からミューズのホールオルガニストとして

フル稼働している。背の高い、金髪の青

年なのでミューズでお見かけになった方

の中にはおや、と思われた方もおられる

かもしれない。西洋人にはめずらしく？静

かで控えめな印象を与える人である。ミュ

ーズのホールオルガニストは、財団が運

営するオルガンスクールの講師を兼ねる。

このスクールはミューズのオルガン事業の

大きな柱に位置付けられているので、当

初、彼の日本語力を懸念する向きがあっ

たのも事実であった。しかし、レッスンの

共通語はなんといっても音楽である。音

楽は世界でもっともインターナショナルな

言語と言うべきものだから、いわゆる語

学はあまり難点とならないだろうと考えて

いたが、そのとおりであった。人柄も相ま

って生徒さんの評判はすこぶる良い。加

えて、彼はオーディションから本採用まで

の間に日本語学校に通い、日本語力を上

げる努力をしていた。7月に行われたデ

ビューコンサートでのトークを聞かれた方

もおられるだろう、見事に日本語でコン

サートのトークをやってのけたのには驚い

た。演奏とトークはただでさえ大変なの

に、外国語で話さなければならないとは、

かなりの負担であったろうと想像してい

る。ちなみに今、会議はもちろん全部日本

語で行われている。

もの静かな物腰のメルカールト氏だが、

明晰な頭脳の持ち主で、オルガンの現状

の冷静な把握と、将来への鋭い視点を合

わせ持っている。欧州のオルガンを取り

巻く環境も変わりつつある。人々の教会

離れは確実に進み続け、教会としての機

能を失い、博物館、図書館、貸しホール

などに姿を変えて生き延びている教会も

ある。閉鎖され、中の家具類やオルガン

がオークションにかけられるケースもあ

る。教会のシンボルであったオルガンの

将来は流動的になりつつある。ミサや礼

拝に付き物だったオルガンという楽器が、

歴史的な楽器はともかく、その立場を失

いつつあるといっても過言ではあるまい。

それはある意味では、音楽楽器としての

認識を獲得するための努力が欧州でも求

められるようになった、ということである。

子供のためのコンサートやオルガン見学、

映像の活用など、日本でおなじみのイヴ

ェントが行われるようになった。ウィーンの

楽友協会ホール（ウィーン・フィルの本拠地。

ニューイヤーコンサートで日本でも有名で

ある）で、子供向けオルガンコンサートが行

われ、世界的に有名なオルガニストが弾

いたり歌ったりしている、というのは嬉し

いことでもあり親しみも持てるが、複雑な

気持ちがないでもない。

そういう状況を見据えて、ヨーロッパ人

の若いオルガニストである彼がどのように

未来を考えているか、は大いに参考にも

なり、またミューズとしては心強い味方を

得た気持ちである。ミューズを皮切りに日

本でのコンサートも増え、いろいろな所

で彼の演奏を聴く機会も増えたようだ。

東洋で奮闘しているベルギー人オルガニ

ストを、ぜひ応援してください！

あいうえ　おるがん○56
「ベルギーからホールオルガニストがやってきた」

松居直美
Naomi Matsui

オルガニスト／ミューズ音楽アドバイザー
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【期　　間】平成24年5月～平成25年3月（8月は休講）
【申込方法】「ミューズオルガンスクール初級クラスor上級クラス参加申込書」に必要事項を

記入し、管理棟3階事務室宛てに、郵送、FAXまたは持参してください。（休館
日は受付しておりませんのでご注意ください。）

★申込書は、ミューズにて配布していますが、ホームページからも取得できます。
http://www.muse-tokorozawa.or.jp
★詳細については、募集要項をご確認ください。

【申込期限】

平成24年1月31日（火）必着

初級クラス
【対　　象】中学生以上で、ピアノ、電子オルガンなど鍵盤楽器の演奏経験のある方。
【個人レッスン】月2回／1回40分（９時～22時の間）＊水曜日（変更になる場合もあります。）
【定　　員】10名
【講　　師】ジャン＝フィリップ・メルカールト（ミューズホールオルガニスト）
【受 講 料】年間95,000円
【選考方法】〈書類審査〉応募者多数の場合は、プロフィール審査を行います。

〈実技審査〉ピアノによる実技審査を平成24年3月11日（日）に行います。
（応募人数により、9時～19時の間で調整します。）
★課題曲：J.S.バッハ「2声のインヴェンション」全15曲より任意の１曲

【対　　象】ミューズオルガンスクール（初級クラス）の修了生
【個人レッスン】月1回／1回45分（9時～22時の間）＊水曜日（変更になる場合もあります。）

＊基本は1年間。最長で2年間まで受講できます。
【定　　員】5名
【講　　師】松居直美（オルガニスト／ミューズ・音楽アドバイザー）
【受 講 料】年間63,000円
【選考方法】〈書類審査〉応募者多数の場合は、プロフィール審査を行います。

〈実技審査〉アークホールにてオルガンによる実技審査を平成23年3月11日（日）
9～21時に行います。詳細については、募集要項をご確認ください。

所沢市民文化センター ミューズ
オルガンスクール事務局
〒359-0042 所沢市並木1-9-1 
Tel.04-2998-6500 Fax.04-2998-6566

【申込書宛先・問合せ先】

上級クラス

ミューズ アークホールの
パイプオルガンを
私と一緒に弾いてみませんか？
所沢ミューズの「オルガンスク
ール」をご存知ですか？ピアノ
を弾ける方ならどなたでも応
募でき、私と一緒に初心者向
けのレッスンでオルガン演奏
を勉強することができます。レ
ッスンでは弾き方だけではな
くて、様々な音色をどのように
組み合わせたら良いのかも学
んでいきます。上級クラスの
講師の松居直美さんと共に広
くヨーロッパのオルガンにつ
いて学ぶ「特別講座」もあり、弾くだけではなく、オルガ
ン音楽の歴史やオルガンの構造についても知識を深め
ることができます。なにより、所沢ミューズのアークホ
ールのパイプオルガンという素晴らしい楽器を弾くこと
は、またとない貴重な時間となるでしょう。皆さまのご
応募をお待ちしております。

ミューズパイプオルガンスクール生徒発表会
パイプオルガンスクール生による卒業演奏会。
1年間練習してきた成果を披露します。

2012年3月25日（日）
開場13時　開演13時15分　アークホール　入場無料（全席自由）

ミューズオルガンスクール
生徒募集！！

★小さなお子さまもご入場できます。3歳までは無料です！

《0歳から聴けるオルガンコンサート!!》

両日とも料金／500円（当日ホール入口で支払い）

クリスマスに贈る聖なる響き

ミューズホールオルガニスト
ジャン＝フィリップ・メルカールト
Jean-Philippe Merckaert

出演／オルガン：柳澤文子
曲目／オルガン名曲

2012年2月11日（土・祝）
バレンタインに贈る愛のオルガン名曲

1回目／開場10時30分　開演11時（終演11時40分頃）

★2回目は、未就学児はご入場できません。
★演奏終了後も、ビュッフェではドリンクとお茶菓子
を販売します。壮大なオルガン演奏のあとも、ロビ
ーでゆっくりとした時間をお過ごしください。

《昼下がりに楽しむオルガンコンサート!》
2回目／開場14時　開演14時30分（終演15時30分頃）

出演／オルガン：平中弓弦（デンマーク国教会オルガニスト）
曲目／［1回目］ジングルベル ほか

［2回目］リスト：アヴェ・マリア ほか

2011年12月22日（木）
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【定　　員】10名
【講　　師】ジャン＝フィリップ・メルカールト（ミューズホールオルガニスト）
【受 講 料】年間95,000円
【選考方法】〈書類審査〉応募者多数の場合は、プロフィール審査を行います。

〈実技審査〉ピアノによる実技審査を平成24年3月11日（日）に行います。
（応募人数により、9時～19時の間で調整します。）
★課題曲：J.S.バッハ「2声のインヴェンション」全15曲より任意の１曲

【対　　象】ミューズオルガンスクール（初級クラス）の修了生
【個人レッスン】月1回／1回45分（9時～22時の間）＊水曜日（変更になる場合もあります。）

＊基本は1年間。最長で2年間まで受講できます。
【定　　員】5名
【講　　師】松居直美（オルガニスト／ミューズ・音楽アドバイザー）
【受 講 料】年間63,000円
【選考方法】〈書類審査〉応募者多数の場合は、プロフィール審査を行います。

〈実技審査〉アークホールにてオルガンによる実技審査を平成23年3月11日（日）
9～21時に行います。詳細については、募集要項をご確認ください。

所沢市民文化センター ミューズ
オルガンスクール事務局
〒359-0042 所沢市並木1-9-1 
Tel.04-2998-6500 Fax.04-2998-6566

【申込書宛先・問合せ先】

上級クラス

ミューズ アークホールの
パイプオルガンを
私と一緒に弾いてみませんか？
所沢ミューズの「オルガンスク
ール」をご存知ですか？ピアノ
を弾ける方ならどなたでも応
募でき、私と一緒に初心者向
けのレッスンでオルガン演奏
を勉強することができます。レ
ッスンでは弾き方だけではな
くて、様々な音色をどのように
組み合わせたら良いのかも学
んでいきます。上級クラスの
講師の松居直美さんと共に広
くヨーロッパのオルガンにつ
いて学ぶ「特別講座」もあり、弾くだけではなく、オルガ
ン音楽の歴史やオルガンの構造についても知識を深め
ることができます。なにより、所沢ミューズのアークホ
ールのパイプオルガンという素晴らしい楽器を弾くこと
は、またとない貴重な時間となるでしょう。皆さまのご
応募をお待ちしております。

ミューズパイプオルガンスクール生徒発表会
パイプオルガンスクール生による卒業演奏会。
1年間練習してきた成果を披露します。

2012年3月25日（日）
開場13時　開演13時15分　アークホール　入場無料（全席自由）

ミューズオルガンスクール
生徒募集！！

★小さなお子さまもご入場できます。3歳までは無料です！

《0歳から聴けるオルガンコンサート!!》

両日とも料金／500円（当日ホール入口で支払い）

クリスマスに贈る聖なる響き

ミューズホールオルガニスト
ジャン＝フィリップ・メルカールト
Jean-Philippe Merckaert

出演／オルガン：柳澤文子
曲目／オルガン名曲

2012年2月11日（土・祝）
バレンタインに贈る愛のオルガン名曲

1回目／開場10時30分　開演11時（終演11時40分頃）

★2回目は、未就学児はご入場できません。
★演奏終了後も、ビュッフェではドリンクとお茶菓子
を販売します。壮大なオルガン演奏のあとも、ロビ
ーでゆっくりとした時間をお過ごしください。

《昼下がりに楽しむオルガンコンサート!》
2回目／開場14時　開演14時30分（終演15時30分頃）

出演／オルガン：平中弓弦（デンマーク国教会オルガニスト）
曲目／［1回目］ジングルベル ほか

［2回目］リスト：アヴェ・マリア ほか

2011年12月22日（木）





The Museum of info mart
イ ン フ ォ・ マ ー ト 美 術 館 　 表 紙 を 飾 っ た ア ー テ ィ ス ト・ 一 ノ 瀬 智 恵 乎43

表紙■The Magic Box1
335（h）×243（w）mm 2009年制作

Chieko Ichinose

1981年多摩美術大学日本画科卒業。在学中は加山又造氏に
師事。日本美術家連盟会員
○主なグループ展
1995年、1997年／デュッセルドルフ大美術展、2004年／SJP
スウェーデン芸術交流展ーLOVEー、1999年、2000年／国際
現代美術展ーHADOU-(光州ー神奈川)、2000年／芸術の胎動
所沢市民文化センター（ミューズ ザ・スクエア）、2006年／チェジ
ュ国際アートフェア、2010年／大田国際美術展　山脇他

○主な個展
OAGドイツ文化センター、日仏会館エントランスホール、か
わさきIBM市民文化ギャラリー、北方文化博物館、他数多
く出品。
2012年4月にOAGドイツ文化センターのエントランスホール
で個展を開催予定。

The Magic Box2 
335（h）×243（w）mm

2009年制作
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●MUSE INTERVIEW│p2-3

WEEKEND PIANO SERIESに登場の
仲道郁代さん、河村尚子さん
インタビュー

●MUSE INTERVIEW│p4-5

松永貴志[ジャズ・ピアノ]＋
HIDEBOH[タップ・ダンス]
待望のコラボ、ミューズに初登場！

●CLOSE UP MUSE │p12

MUSE Christmas Presents 
アンフォゲッタブル・コンサートVol.9
国府弘子さんからのメッセージを紹介




