
雄大な自然のなかで誰もが古楽を奏で
られる、長野・上田で一番美しい季節
に開催する古楽ワークショップ。毎年
ご好評の「特大パエリア」や「音楽村ビ
タミン盛り朝食&昼食」に加え、今年は
フランス菜園料理「ル・ポタジェ」の「有
機野菜いっぱいビュッフェ」、更に初心
者歓迎「中世・ルネサンスダンス」クラ
ス増設！のびやかに音楽と自然を満喫
し、楽しいGWをお過ごし頂けますよ
うパワーアップしました。皆様のご参
加、心よりお待ちしております。

芸術監督

第3回
信州アーリーミュージック村
2014 年 5 月 3 日 (土)‒5 日 (月・祝) 信州国際音楽村
【レッスン内容】 ワークショップ / アンサンブルレッスン / 個人レッスン / 全員合同アンサンブル 「ファイナルステージ！
ガーデン舞踏会」 【主催】 OMF（オアシス・ミュージック・ファクトリー） 【共催】 （一財） 信州国際音楽村 【協力】 レストラン
壺屋 / ル・ポタジェ

中世・ルネサンス・バロ
ック音楽ワークショッ

プOMF presents

妃 王 の 薇 薔



【宿泊・会場】

【会場】 信州国際音楽村（無料駐車場有り）
【宿泊】 信州国際音楽村内宿泊施設（男女別棟；1部屋3–4名同室）
〒386-0411 長野県上田市生田2937-1
TEL: 0268-42-3436 FAX: 0268-42-3948
URL: http://www.ongakumura.jp/
最寄り駅： JR上田駅 / しなの鉄道大屋駅

【料金】

【受講料】（4月1日より消費税増税に伴い、料金変動ご了承ください）

52,000円（朝食・音楽村内宿泊含む）
40,000円（朝食・宿泊無し）

【いずれの受講料にも以下の料金が含まれています】
・ ワークショップ
・ 個人レッスン（1枠20–30分； 各自選曲； 楽譜1部コピーして当日お持ちください）

・ アンサンブルレッスン（1枠30–50分； 下記の課題曲より選択）

・ レッスン聴講
・ 昼食（4日、５日）＆夕食（3日、4日）
・ 送迎バス（JR上田駅温泉口前ロータリー ⇄ 音楽村間；開会式前＆閉会式後）

※ 送迎バスは要予約です。ご希望の方はお申し込み時にご予約ください。
※ 参加者以外の方の聴講は1日につき3,000円です。

【アンサンブル課題曲】

J. ダウランド 「Now o now I need must part」（歌、ハープ、リュート）

J. ダウランド 「Come again」（歌、ハープ、リュート）

L. ナルバエス 「Paseábase el rey moro」（歌、ビウエラ）

G. マショー 「Je vivroie liement」（歌、ハープ）

P. v. ヴィッヒェル 「 La Chacogna」（ガンバ2、通奏低音ガンバ1、ギター、ハープ）

T. アルボー 「Belle qui tiens ma vie」（歌、ガンバ、ハープ、リュート、ダンス）

T. アルボー 「洗濯女のブランル」（ガンバ、ハープ、リュート、ギター、ダンス）

C. ジェルヴェーズ 「Pavanne passamaize」（ガンバ、ハープ、リュート、ダンス）

【プレコンサート】

信州国際音楽村主催 KODAMA金曜サロン

西山まりえリサイタル
ハープ伝説第2章 『薔薇の王妃 マリー・アントワネット』

日時： 5月2日（金）19時開演 / 会場： 信州国際音楽村ホールこだま
入場料： 1500円（喫茶サービスあり）
信州EM村限定プラン： 4800円 （入場料、喫茶サービス、2日夜の音楽
村宿泊料込 ※食事代は含まれません）

第３回信州アーリーミ
ュージック村開催概要

【スケジュール概要】

5月3日（土）： 開会式（13:30)、レッスン（午後）、夕食（スペイン料理「レストラン壷屋」パエリア・ビュッフェ）、アンサンブルレッスン（夜）
5月4日（日）： レッスン（午前）、昼食、レッスン（午後）、夕食（フランス料理「ル・ポタジェ」有機野菜いっぱいビュッフェ）、アンサンブルレッスン（夜）
5月5日（月）： レッスン（午前）、 昼食、 受講生＆講師全員アンサンブル「ファイナルステージ！ガーデン舞踏会」（13:00）、閉会式(15:30終了予定)

【講師紹介】

西山まりえ
東京音楽大学ピアノ科卒業。同大学研究科チェンバロ科修了。イタリアのミラノ市立音楽院、
及びスイスのバーゼル・スコラ・カントールムに留学。ヒストリカル・ハープをM.ガラッシ、
チェンバロをR.アレッサンドリーニに師事。オランダのユトレヒト音楽祭よりソロ・リサイタ
ルに招聘され好評を博した。CD「インヴェンション&シンフォニア」「イタリア協奏曲&フラン
ス風序曲」「ドメニコ・スカルラッティ ソナタ集」以上すべて「レコード芸術」誌特選盤。「バ
ロック・ハープとの出会い」準特選盤／朝日新聞推薦盤。「ファンタシーアの奏法」スペイン「リ
トゥモ」誌の最優秀推薦盤など、CDへの評価が高い実力派才華である。また、邦人としては類
のないヒストリカル・ハープ奏者として、演奏や録音で活動するとともに後進の指導にもあ
たっている。第11回山梨古楽コンクール・チェンバロ部門第1位および栃木「蔵の街」音楽祭賞
受賞。第23回同コンクール審査員。信州アーリーミュージック音楽村芸術監督。

濱田芳通
我が国初の私立音楽大学、東洋音楽大学（現東京音楽大学）の創立者を曾々父に持ち、音楽一家
の四代目として東京に生まれる。桐朋学園大学古楽器科卒業後、スイス政府給費留学生として
バーゼル・スコラ・カントールムに留学。リコーダーを花岡和生、コルネットをＢ．ディッキー、
中世理論及びアンサンプルをＣ．ヤング、Ｄ．ヴェラールの各氏に師事。コンチェルト・パラ
ティーノ、アンサンブル「ＰＡＮ」、アンサンブル「ラ・フェニーチェ」のコンサート及び録音に
参加するなど、ヨーロッパ各地で活躍する。また、映画「利休」及びアニメ「耳をすませば」の音
楽、大河ドラマ「信長」「秀吉」に出演するなど、知られざるバロック以前の音楽や楽器を広める
べく、幅広い活動を行っている。またバロック・オペラの指揮者としてモンテヴェルディ「オル
フェオ」、カヴァッリ「カリスト」を上演。新聞、各評論において絶賛され高い評価を得ている。
アンサンブル「アントネッロ」音楽監督。「ラ・ヴォーチェ・オルフィカ」指揮者。

石川かおり
山梨大学教育学部在学中、故大橋敏成氏の指導のもとにヴィオラ・ダ・ガンバを始める。同大学
卒業後、バーゼル・スコラ・カントールムに留学。ヴィオラ・ダ・ガンバをジョルディ・サヴァー
ル、パオロ・パンドルフォ、平尾雅子、フィーデルをランダル・クック、アンサンブルをクリスト
フ・コワン、ホプキンソン・スミス、コンラート・シュタイマンの各氏に師事。また、ヴィーラン
ト・クイケン、ロレンツ・ドゥフトシュミットの各氏にレッスンを受ける。エンリコ・ガッティ、
ウィリアム・ドンゴワの各氏等と共演する等、通奏低音奏者及びソリストとして活躍中。2009
年夏、アントネッロ・モードより、ＣＤ「ユーモラス・ドビー（ドバイアス・ヒューム作品集）」を
発売。武蔵野音楽大学非常勤講師。

高本一郎
5歳からギターをはじめ相愛大学音楽学部卒業後フランス国立ストラスブール音楽院で
リュート演奏を学ぶ。ルーヴル美術館（パリ）でのソロ公演など、ヨーロッパをはじめ諸国での
コンサートや音楽祭への参加など世界的に活躍。2001年ソロアルバム「天使のアリア、風の舞
曲」をリリース。ひとりでも多くの人にリュートの魅力を伝えたいというマインドのもと、他
ジャンルとのコラボレートなど多彩な演奏活動を展開中。「日本テレマン協会」ソリスト、「ダ
ンスリー」メンバー。大阪音楽大学付属音楽院講師。

小澤高志
「御伽芝居とんかち一座」を主宰、歴任。古典パントマイム(ドクルー・メソード)を、故・並木孝
雄に師事。西欧歴史的舞踊に興味を持ち、民間研究団体「古典舞踏研究会」所属、様々な分野の
パフォーマー達とコラボレーションやワークショップを持つ。1989年イタリアのルネサンス
舞踏研究家の故・バルバラ・スパルティ女史と出会い、以降中世・ルネサンスのダンスに集中。
1996年中世・ルネサンス時代のダンス＆音楽を研究・実践するスタジオ・オルフェーオを設
立。国内各地にてルネサンス音楽のコンサートやレクチャー等に客演。古楽アンサンブル「ア
ントネッロ」の公演『スペクタクル宗教劇～エンサラーダス』『モンセラートの朱い本』『イング
リッシュ！シェイクスピアからワールドランゲージへ』にダンサーとして出演。現在は千駄木
のダンス・スタジオを活動中心にし、15-6世紀ルネサンス宮廷舞踏を内外の資料検証と実践し
て探っている。平行して、西欧のルネサンス時代にあたる我が国キリシタン大名達の時代の踊
りを、西欧南蛮との関係から調査している。長野県上田市（塩田）出身。

豊かな自然、美味しい食事、魅力あふれる講師陣

夕食には、「パエリアビュッフェ」＆「有機野菜いっぱいビュッフェ」をお楽しみください！



お申し込み： 3月2日(日) 11:00 より受付開始

受付締め切り日：4月25日 ※各クラス定員に達し次第、受付終了となりますのでご了承ください。
受付開始前のお申し込みは無効になります。受付開始後にOMF事務局にて受領したお申し込みフォームのみ有効とさせていただきます。

参加者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / 住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

当日連絡のとりやすい電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ /メールアドレス：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

希望クラス（上より選択）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / 声域（声楽希望者）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受講料（どちらか選択）： 52000円（朝食＆宿泊込み） ・ 40000円（朝食＆宿泊なし）

プレコンサート（詳細は裏側をご覧下さい）： 入場料のみ（1500円） ・ 信州EM村限定プラン（4800円） ・ 予約しない

送迎バス（JR上田駅温泉口⇆音楽村）：

【3日往路】 11:40発 ・ 12:40発 ・ 予約しない 【5日復路】 16:00発 ・ 17：00発 ・ 予約しない

個人レッスン： 受講しない ・ 受講する 

【希望曲目】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （後日提出可）

アンサンブルレッスン（先着順）： 受講しない ・ 受講する

【希望曲目】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （後日提出可）

＊ピッチは440Hzに統一します。＊個人レッスン・アンサンブルレッスンとも受講曲の提出締め切りは4月25日です。
＊曲目のご相談やレベルなど、お気軽にOMFまでお尋ねください。＊受講希望をお受付後、必要な方には楽譜ダウンロードURLお知らせします。

以下をご記入の上、FAXにて送信、もしくは同内容をメールで送信してください。またはOMFホームページのお申し込みフォームをご利用ください。
お申し込み先： OMF TEL: 090-1732-1685  FAX: 03-6383-0771 MAIL: oasismusicfactory@gmail.com URL: http://o-mf.com/

ハープ （定員12名） 講師： 西山まりえ 
基礎速攻マスター&リズムに乗った中世舞曲に挑戦。演奏も踊るように軽やかなる指先を目指す。初心者参加OK! 課題曲: 作者不詳「サルタレッ
ロ」 （14世紀） ※初心者用無料貸し出しハープ有り、台数に限りがございます。

声楽 （定員12名） 講師： 濱田芳通
カッチーニの曲集「Nuove musiche」丁寧に解析。フィレンツェで花開いた初期バロック声楽流儀を知ってみよう！歌ってみよう！課題曲: G. 
カッチーニ「Torna, deh torna」、「Alme luci beate」、「Amarilli mia bella」 より1曲選択

ヴィオラ・ダ・ガンバ （定員8名） 講師： 石川かおり
個々のテクニックを磨くとともに、アンサンブルを通し演奏解釈とハーモニーを学ぶ。初心者歓迎。課題曲：マイネリオ「パッセメッツォ・アン
ティコ」

リュート （定員8名） 講師： 高本一郎
リュート族、ギター族など手持ちの古楽器を用いて、それぞれ楽器の個性を追求。実践的な演奏法と解釈を交えた古楽奏法を楽しむ。課題曲： F. 
ダ・ミラーノ「ファンタジア」、G. サンス「パバーナ」、L.ミラン「パバーナ」 から各自受講楽器により選択

中世・ルネサンスダンス （定員10名） 講師： 小澤高志 新設！
残された絵画や文献から垣間見えるいにしえの人々の愛らしく生き生きとした踊りを実践！初心者も大歓迎。楽し
くステップしながら音楽を体感。ルネサンス風衣装をレッスン最後にお召しいただきます。課題曲： 「サルタレッ
ロ」、「死にむかって」（モンセラートの朱い本より）、「パヴァーヌ＆ガイヤルド」ほか
※中世・ルネサンスダンスクラスを受講の方々に無料の貸し出し衣装をご用意しております。

ワークショップクラスのご紹介
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ゴールデン・ウィークの始まりに

――信州EM村芸術監督による

プレコンサート

5月の薔薇香る信州国際音楽村に

王妃御用達ナーデルマン工房の

1775年製オリジナルハープが登場

アントワネット王妃が自ら作曲した

雅でチャーミングな作品や

可憐で美しい教育用の小品と共に

バロック期の華麗なるヴェルサイユ宮殿

王妃さまの音楽サロンを再現！

信州国際音楽村主催

KODAMA金曜サロン

西山まりえリサイタル

5月2日（金）19時開演

信州国際音楽村ホールこだま

入場料：1500円（喫茶サービスあり）

信州EM村限定プラン：4800円（入場

料、喫茶サービス、2日夜の音楽村宿泊

料込み ＊食事代は含まれません）

166 0002 東京都杉並区高円寺北4-34-21 TEL: 090 1732 1685 FAX: 03 6383 0771
WEB: o-mf.com / marienishiyama.com   EMAIL: oasismusicfactory@gmail.comoasis music factory

OMF

KCD-2037

富川勝智＆池田信司
『サーキュレーション』

ホセ・ルイス・ゴンサレス最後の薫陶
を受けた二人の才気が迸る！！入り
江のざわめき（アルベニス）、はかなき
人生（ファリャ）、モーロ城の伝説
（チャパーリ）他、全11曲を収録。
本体2381円+税

KCD-2042/3

西山まりえ
J. S. バッハ 『イギリス組曲』

軽やかな音が光の粒となって舞い降
りる̶̶満を持して挑んだバッハエ
ディション第４弾！BWV 806-811 
全曲を収録。２枚組・豪華デジパック
仕様。
本体3500円+税

OMFのロングセラー好評発売中！ 朝日新聞推薦盤・毎日新聞特選盤・STEREO誌特選盤
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