
事 業 実 績 報 告 書

1.事業名 第 7回ピュアブラス定期演奏会

3.添付資料

・演奏曲プログラム (1枚 )

・スペシャルゲス トプロフィールと、ピュアブラス委嘱作品紹介 (1枚 )

。お客様アンケー ト (2枚 )

・演奏会写真 (2枚 )

令和 3年 8月 7日

2.成果

項 目 内容

出演団体名 ピュアブラス

実施期 日 令和 3年 6月 13日 (日 ) 14:00開演 16:00終了

出演者数 37名

開催場所 長浜市内保町 2500 浅井文化ホール

入場者数 242名



プログラム

【街饉 11ヨ F】

ジュビリー序曲

作曲 :Ph‖ ip Sparke

ディズニー・メドレー

編曲 :岩丼直薄

荒川洋氏委託作品 j未来の約束―ブラスバンドのための

作曲 :荒川洋

フルートと吹奏楽のための協奏曲
′
HikaH′

作曲 &ソリスト:荒川洋

【第 2部】

吹奏楽のための序曲「ゴールドコースト」

作曲 :内藤友樹

たなばた

作曲 :酒丼格

《リクエストコーナー》

「崖の上のポニョ」ファンタジー

作曲 :久石譲 編曲 :後藤洋

第六の幸福をもたらす宿

I.LONDON PRELUDE

Ⅱ.ROMANttIC INttERLUDE

Ⅲ.HAPPY ENDING

作曲 :マルコム・アーノルト 編曲 :瀬尾宗利



Special Suest

フリレート萎覇彗 斉討‖ )羊

荒川洋 フリレート奏者・作曲/編曲家・スタジオミュージシヤン

八り国立高等音楽院フルーH斗を第 1位で卒業後、小澤征雨に認められ、新日本フィル八一モニー交響楽団の

フルート蔵J首席・首席奏者を2019年まで21年間歴任 .

久石藤率いる Futur Orchestra classics首 席養者。イ乍曲活動では、クラリネットイ乍品コンクーリレ (日 本クラリ

ネット協会創立 30周年記念平業)にて、自作品「ソナタ～モンマルトルの丘～クラリネットとヒノノのための (作品

66)」が第二位に入宣。室内楽曲、合0昌曲、校歌等も手掛け、現在作品数は 120曲。映画「千と千尋の神隠

し」「度の上のホニヨ」、サントリーCM「伊右 4専 iP]」 他にて演葵。ソロ CD「フレンチコンホーザーズ (レコード芸

`ホ

,特選

版)」「インストウルメンタル・カラーズ～荒川洋フルート作品集～」「フルート名曲 31選」.沖縄県立芸術大学りF常

勤講師.洗足学園大学講師。株式会ネ十サウントテラス経営。 (一財)i也域倉1造・協カアーテイスト.コ ンサートイ

マジン所腸アーティスト.2021年 2月 フ日に、演奏会形式 |こよるオヘラ「 1867～ 4缶,世に花咲く～1(作曲 :

荒川洋、脚本 :大 日 I林太郎)を世界初演。カーテンコーリレの鳴り止まぬ大成功となつた。この梗様は新聞・メディ

ア等でも取り上げられた。

2021年 4月 より東京ニューシテイ管弦楽 1寸Iの契約首席に就任 ,

YouTube:Hiroshi Arakawa[MusiC StOck Channel]:yOutube.com/nekOranpa

公式 HP:hti Pヽ ://1111〔,S11,araka、・ra年 oIIプ

荒川洋氏委託作品 未 来 の約 束  ― ブラスバ ンドのための

作曲 :2021年 4月 22日 作品番号 133

吹奏楽団「ヒュアプラス」のために

この曲は、現在の自粛等で困難な時代を、音楽で乗り越え、明るい未来を作ろうというコンセブトで作曲しました。

'員

奏する人、1恵いた人がそれぞれの夢に向かつて、かなえたい夢に向かつて歩む様子を描いています。

序奏は、混 )「ことした現在、第 1テーマの野原を歩く幸蚤快な様子から始まり、撃が見え、メインテーマの雄大な山々

が見える場所まで到運しま
‐
す
・
。̀

IIP86部
は、木管を111心とした寂しげな景色に変わります。社会情勢により、様々なも

のを失つたり、それを打破したい気持ちとの葛藤を表しています。再現部手前からは、翌日朝起きて、また1日が始ま

り、最後は、明るい未来に向かつて夢がかなうという構造になつています。

2021年 6月 13日 浅丼文化ホールて行われる、滋賀県湖Jヒ地方の吹奏楽団「ヒュアプラス」定期演奏会のた

めの委託作品として書いた、初のブラスバンド曲。 (著 :荒川洋 )

昨年で 20周年を迎えたヒユアプラス。「20周年の記念として委託作品を作つてほしい」という無I里なお願しЧこ、ご

多'I亡にもかかわらずとても素敵な曲を作つてくださいました。私たちの曲がま寺てることの幸せをかみしめながら、オ青いつば

い演奏します。



大津市…5名 東近江市…3名 草津市…1名 京都市…1名 岐阜市…1名 瑞穂市…1名 無記入…3名

♪ 本日の定期演奏会を何でお知りになりましたか ?
*出演者から・・・77名
*友人・知人から…39名
*チラシ…29名
*ホームページ…3名

択%喫豊i屈ξ
ttB…

.1名 ポスター…1名 学校…1名 広報…1名 朝日新聞…1名 無記入…4名

第7回 定期演奏会 アンケート結果
♪ どちらからお越しになりましたか ?
*長浜市内…102名
*米原市内…25名

*彦根市内…19名
*その他…15名

♪ 本日の演奏由目の中でよかつた曲を下記からお選びください
*ジュビリー序曲…33名

*未来の約束…74名

*吹奏楽のための序曲「ゴールドコースト」・・・63名

*崖の上のポニョフアンタジー…60名

キアンコール・・・2名   *麒麟がくる…7名

♪ 今後聞いてみたい曲
・炎…3名
・ドラえもん(星野源 )・・・2名
・残酷な天使のテーゼ…2名

・神話～天岩戸の物語による～トイズパレード・・・2名
・アニソンメドレー…2名

・栄冠は君に輝く
・エリレクンバンチェロ
・テキーラ
・ディープパープルメドレー

*紅蓮華…4名

来場者242名 ・ 161枚回収(回収率…665%)

*ディズニーメドレー…82名
■フルートと吹奏楽のための協奏曲 6 Hka百 9… 92名

*たなf」Iた…57名
*第六の幸福をもたらす宿…63名

・Sing Sing Sing
・宝島
・T―SQUARE
・グレイテストショーマン
・メイクハーマン
・ディスイスミー
・パラダイスハズノーバー
・レ、ミゼラブル
・パイレーツオブカリビアン
・ディズニー(ホールニューワールめ
・ディズニー映画テーマソング
・アメリカンサリュート
・フィギアスケートの曲(秋によせて、ラベンダーの咲く丘で、など)

・オペラ座の怪人
・トルコ行進出
・キャンディード序曲
・フィガ回の結婚序曲
・シパの女エ
・日本的な曲(和太鼓)

・吹奏楽の為のこびきうた
・映画音楽
・メリーウイドー
・ドラゴンの年
。大草原の歌
・ペルシス
・行進曲シリーズ
・ハウルの動く城ファンタジー
・Shg Jazz(ス タンダード)

・スリラー (マイケリレジャクソン)

・麒麟が来る
。真田丸の挿入曲

・お江
・五木ひろしメドレー
・知床旅情
・嵐 カイト
・ハピネス
・ワンラブ
・フィシャーズのにじ
・ピースサイン
・そばかす
・愛にできることはまだあるかい
・金曜日のおはよう
・千本桜
・前前前世
・かいかいきたん
・インフェルノ
・ハルジオン
・ハレ晴 ユカイ
・YOASOBI夜にかける
。マリーゴールド
・マジンガーZ
・ガッチヤマン
・おじゃ魔女
・ウイーアー
・花は咲く
・轍



♪ 感想、ご意見
★全体
【アド′ヽイス】

*1部長すぎ、3部構成の方がよかつたかも。
*会場が寒すぎる

【Good】
*元気の出る曲ばかりでとても良かつたです
*お疲れ様でした
*また行きたいです
*大変な時期久々のコンサートでうれしかつたです。
十日頃の練習の成果を遺憾なく発揮されコロナで抑圧されたエネルギーを解放されたようで素晴らしかったです。
*本当に素晴らしかつたです。良い演奏を聴かせていただきありがとうございました。
*荒川さんのファンサービス楽しかったです
*楽しい時間をありがとうございました
*一緒に楽器を吹いてみたくなりました
*元気をもらいました
*毎年楽しみにしておりましたので嬉しい開催です。今後楽しみにしていまり。
*有料ですがお安いくらいです
*20周 年おめでとうございます
*両手満たないメンバーから今やプロゲスト呼べるなんてすごい :

*湖北でこのような素晴らしい活動をされてる団体があること、とても嬉しく思います

【要望】
*ルッチプラザで演奏していただけると有り難いく音の書きが違う気がするので)

*湖北イルミネーションで聴きたい
*子供向けコンサートの開催をお願いしたいです。

★企画
【アドパイス】

*市長さんの挨拶、いらない
*団長の話が長い
*説明(アナウンス)がこすぎる。荒川氏はFrankな しやべりでいい。
*司 会の声が大きすぎ、又早口のため何を伝えたいのかはつきりわからない。
*司 会者さん、もう少し感情を抑えてお話されると聞きやすかつたかも。
*チュープラベルの配置がもう少し後ろだと皆さんのお顔が見やすかつたのかな
*子供たちには難しい曲が多かつた

【Good】
*リ クエスト2曲する演出、素敵でした
ホリクエストおもしろかつた
*選由が素敵で、あつという間に時間が過ぎました
*アナウンスの方の解説、わかりやすくてありがたかつた

【要望】
*光演出
*2曲続けて聴きたい
*子供たちが楽しめるような楽器についてのクイズなど
*ボップス系もお願いします
*聴きなじみのある曲も聴きたかつた

★演奏
【アドバイス】

*金管族ガンパレ !

*木管のハーモニーがもう少しやわらかくメロディを支えられているとダイナミクスが出てもつと良い演奏になると思いました
*アインザッツがあつていない所が多い
*ソ ロパートの音が大きく聞こえるようにマイクがあればよかつた。
*以前より音楽性、技術面が下がつている

【Good】
*荒川洋さんの演奏まで聴けるなんてコロナの中でのご褒美いつぱいの演奏会でした
*荒川氏の演奏素晴らしかつた。フルートの綺麗な音色また聴きたいです。高低の音がよく響いて感動しました。
*荒川洋さんの小鳥のようなフルートの音色を聴けて感激です。今まで知らなかつたですが注目しようと思います。
*いつまでも聴いていたいフルートでした
*フルートがとてもよかつたです
*ホルンが素敵でしたのでぜひ「ペルシス」をお願いします。
*ホルンの皆様、最高でした
*パーカッションが忙しそうでしたが盛り上げてくれてよかつた
*迫力があつてよかつた
*すごく綺麗で感動しました
*良いサウンドでした。楽しいEnsanЫ eでした
*以前よリレベルが上がっている
*出演者の皆様、素晴らしい演奏をありがとうございました。どの曲も素晴らしく引き込まれて聴き入りました。どのパートもクオリティが高くて感動しました。
*出演者の上達が目立ってる
*ポニョかわいかつた
*また演奏聴けると良いです。めちゃめちゃかっこいい&すごかったです。本家かと思つた。めちゃ最高でした。楽しく聴けました
*いつもながら楽しく聴けました。
*ディズニーメドレー良かつたですソロの演奏で各々の楽器の音が楽しめた。
*麒麟が来る、私達も演奏予定でしたがコロナで出来なくなつてしまいました。でも聴けてよかつたです
*紅蓮華、良かつた
*たなばた、良かつた

★個人向け
*有紀さん、香菜ちゃん、佑香ちやん、お疲れ様
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活動記録

司会者 辻 幸子様 長浜市長 藤井 勇治様 フルー ト奏者 荒川 洋様


