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Interview

ご利用感謝DAYコンサート

松下 洋（サックス奏者）
Town

秋の猪高緑地を散策

11

坂下 が キ ク ‼

坂下

松 下 洋 （ サ ックス奏者）

名東文化小劇場への日頃のご愛顧と、ジブリパークの開演を祝しまして、
11/12(土)に「ご利用感謝デーコンサート」を開催します!コンサートの出演いただく、
サックス奏者の松下洋さんにインタビュー。
—

Proﬁle

洗足学園音楽大学首席卒業ならびに優秀賞受賞。東京芸
術大学院を大学院アカンサス音楽賞を得て首席卒業。世
界各国で講師や招聘奏者、国際コンクール審査員として
活躍している。洗足学園音楽大学非常勤講師。第1回いち
のみや音楽コンクール優勝。第4回ジャン=マリー・ロンデッ
クス国際サクソフォンコンクール優勝。第31回日本管打楽
器コンクールサクソフォン部門第2位。ジブリアルバム
「Concert.-The Art of Ghibli-」発売中。

——今回、
6名のサックス奏者が出
演されますが、松下さんの思うサッ
クスの魅力とは何でしょうか？
「サックスの見た目のかっこよさはも
ちろん、サックスはクラシックでもジャ
ズでもロックでも、
ジャンル関係なく演
奏できるんですよ。更にそれに対応で
きる音色の自由さと、
ソプラノからバリ
トンまで簡単に持ち替えできるのに、
大きく違うそれぞれのキャラクターの
愉快さが魅力です。
自分にとって全て
の音楽はサックスが教えてくれまし
た。つまり、サックスの魅力とは音楽
の魅力と同じです。」
——ご出演いただく皆様はどん
な方々なのでしょうか？
「今回の共演者はまさに東京・名古
屋のドリームチームです。
まずはピア
ニストとして何度も共演し、CDでも一
緒に演奏している黒岩航紀君。彼は
世界随一の音楽、音色、技術を兼ね
備えた一流芸術家です。重ねた公演
誤植のお詫びについて
一部で既にお配りしております「ご利
用感謝デーコンサート」のチラシにつ
いて、以下の誤植がありましたこと、
お詫び申し上げます。
（誤）http://teket.jp/1083/12715
（正）http://teket.jp/1083/15508

の回数は数え切れませんが、音楽作 「きっかけは、自分の姪でした。子育
りにおいて言葉を交わす必要がない てで忙しい妹と、仕事で忙しい自分
ほど、阿吽の呼吸で演奏してくれる、 のお 父さん(じ～じと呼ばれていま
す)のためにコンサートがしたいと思
なくてはならないパートナーです。
とてもじゃないけどコン
そして名古屋勢から。瀧彬友さんのよ いましたが、
うな誠実な演奏を聴くと心が素直に サートに出かける余裕なんてなさそう
そう考えると、音楽が好きなの
なります。見た目の通り誠実な音色を でして。
出す方で、昔から頼れるお兄さんで に様々な理由でお出かけできない人
す。続いて三輪一登さん。名古屋の も多いのだろうと。それなら、家で聴
サックス界って楽しそうだなって思う けるとびきり芸術的なコンサートを作
のですが、それは三輪さんが居るか ろうと思いました。
らなんです。三輪さんのいるコンサー 家族で金曜ロードショーを見るよう
トは絶対楽しい、
そんな方です。川地 に、家族で聴けるコンサートを作りた
ジブリ作品は自分が
立真さんは、離れていても真っ先に いと思いました。
自分が頼りにする兄貴です。演奏を 小さい頃から沢山見てきたので、姪も
始めたら川地さんの低音がみんなを じ～じも一緒に聴けるなと思いました
支えていること、みんなが頼っている し、日本人演奏家として、久石譲さん
の音楽でCDを作ることは光栄なこと
ことが見えるでしょう。
だと思いました。誰か1人のための音
楽が、みんなのためになるのも音楽
の素敵なことだと思いました。」
——「ご利用感謝デーコンサート」
の見どころはずばり！？
「まずは曲のアレンジをお楽しみいた
だきたいです。自分のジブリ作品プロ
ジェクトは柳川瑞季さんのアレンジが
東京から。田中拓也くんは、高校生の あったからこそ形になりました。作り
ジ
頃にできた初めてのサックス友達で 出される響きの多彩さが魅力です。
す。
日本1位などの華々しい経歴の通 ブリなのにジブリじゃない…!!でも…
り、昔から常に自分の一歩先をゆく ジブリだ…と、多くの色彩に魅了され
それから、
とにかく奏者
音楽家です。彼に演奏できない音楽 ると思います。
はこの世に存在しない、無敵の音楽 の個性が強いです。同じ楽器なのに、
家です。小倉大志くんは、作曲面にお 音ってこんなに違うんだと思うはずで
どのシーンも見どころしかないの
いては天性のメロディメーカーです。 す。
見逃さないようにしてください!!」
自分自身が昔から彼とともに、彼の で、
音楽とともに成長してきました。頼れ
る弟分です。
公演情報
みんなの紹介をすると、いかに仲間
に頼り切ったコンサートなのかバレて
祝ジブリパーク開園
しまうかもしれませんが、自分にはな
ご利用感謝デーコンサート
～サックスで楽しむジブリの世界～
いものを皆が持っています。
それぞれ
11/12(土)14:00開演 入場無料・要予約
の強い個性を楽しんでいただきたい
出演：サックス/松下洋、瀧彬友、三
です。」
——今回ご出演をお願いするきっ
かけとなったCD「Concert.-The Art
of Ghibli-」
を制作されたエピソード
があれば教えてください。

輪一登、小倉大志、田中拓也、川地
立真、ピアノ/黒岩航紀
曲目：君をのせて 他
予約：052-726-0008
または二次元コードから

視聴は
コチラ
MV

BOCCIA

ご利用感謝DAY

松下洋さんのジブリアルバム
Concert.-The Art of Ghibli- の MV と
「となりのトトロ」を視聴してみよう！

ボッチャ体験会
11/12 ㊏
①10：00〜12：00
②13：30〜15：30

上社レクリエーションルーム
参加無料＜要予約＞
となりのトトロ

各回24名まで
定員に達し次第受付終了

窓口時間9～20時

予約・問合 052-771-0021 (日・祝～17時/月曜休）

第２回

緑 猪
地 高

自 然 を 歩 く

最近は舗装した道しか歩かなくなってしまった。
名東区の丘陵地に広がる猪高緑地でどんぐりや
小さな花を見つけるのもいい気分転換ですね。

アベリア

ツユクサ
今回のコース
猪高緑地 2022秋
親鸞山
花木園
塚ノ杁池
森の集会所
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上社

上社レクリエーションルームの
利用内容についてご紹介！

サークル活動の会場に
軽運動室1と2、軽運動室兼会議室の3
つの部屋があります。
それぞれ特徴は
ありますが、体操、ダンス、ヨガ、スト
レッチなど多目的に使用できます。
窓口時間9～20時

予約・問合 052-771-0021 (日・祝～17時/月曜休）

「ああ緊張したっ‼」８月某日東
京での公演。久しぶりに真っ白
になるくらいに緊張しました！
ギャー‼普段から本番はもちろ
んですがリハゲネでも緊張はす
るタイプなのですが…あんなに緊張したの
は何年かぶり。公演自体は無事に終えたの
で一安心ですが、いやはや…初心忘るべか
らずですね。しかし以前なら落ち込んでい
た僕ですが最近前向き！なので客観的に分
析。いくつか要因はありますが、最終的には
しっかり自分に落とし込めきれていなかった
ということです。(ﾉ∀`)ｱﾁｬｰこりゃいかん涙。
やはり基本的ですが、状況把握、キャラク
タージェーション、あとは読むべし、ひたす

ら読むべし！それが自信につながり緊張を
受け入れるための“一つ”になるわけですね。
それとプラスして緊張自体へアプローチする
リラックス法のエクササイズです。これは緊
張を受け入れる為の身体作りをする方法で
す。これがやはり大事であると改めて学びま
した。なにはともあれ本番を頂けること、本
当に感謝です。ありがとうございます。故に
日々精進合掌感謝‼シャーッ!!
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November
第3回定期演奏会
Guitar Team 愛知★地球
ギターアンサンブル・ヴァリエーションズ
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日本バッハコンクール
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「巴里の屋根の下」
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①10：00

①11：40

②14：00

11/12
(土)

祝ジブリパーク開園
ご利用感謝デーコンサート
～サックスで楽しむジブリの世界～

11/12
(土)

上社レクリエーションルーム ご利用感謝デー
ボッチャ体験会

11/17
(木)

②15：40

14：00

15：30

①10：00

①12：00

～認知症普及啓発推進事業～
名東区認知症市民講演会

13：30

11/22
(火)

朗読の会 ひびき
第9回 朗読会

11/26
(土)
11/27
(日)

愛知★地球応援会
052-737-4831

入場無料
（要予約）

名古屋支部
052-753-6275

入場無料

名東文化小劇場
052-726-0008

全自由席
500円

名東文化小劇場
052-726-0008

入場無料
（要予約）

上社レクリエーションルーム
052-771-0021

参加無料
（要予約）

15：20

名東保健センター保健予防課
052-778-3115

入場無料
（要予約）

13：00

ー

080-4847-3654（加藤）

入場無料

PTNA PIANO STEP

ー

ー

名古屋支部
052-753-6275

入場無料

ブルグミュラー コンクール

ー

ー

名古屋支部
052-753-6275

入場無料

②13：30

②15：30
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巴里の屋根の下 de Paris
アルベール・プレジャン、ポーラ・イレリ
めいとうなつかシネマvol.57

編集後の
つぶやき

11/10㊍ 10:00～11:40/14:00～15:40

これを編集しているの
は10月、一 気に 寒 く
なった頃です。暑くも寒くもなく、花粉も
少なく唯一快適に過ごせる秋がなく
なってしまいそうで悲しいです。

全自由席

500円 好評発売中

編集:いまむー

名東文化小劇場の空調設備を最新の設備に入れ替える工事を2023年（令和５年）2月に実施します。
そのため、名東文化小劇場は2023年2月13日
（月）
から2月28日
（火）
までの間、休館となります。
なお、上社レクリエーションルームは通常通り営業いたします。

