
11／22
水

松田聖子・高橋真梨子・BEGIN のほか、数多くの楽曲を提供してきた
ヒットメーカー小倉良が、豪華ゲストを迎えてお贈りするトーク＆ライブ！
つくばカピオでしか聞けない音楽業界の深～いハナシをお届けします

大谷 幸

時任 三郎

つくばカピオ新シリーズ！平日夜のトーク＆ライブ

向井 航向井 航

室屋 光一郎室屋 光一郎

宮野 幸子宮野 幸子

SinonSinon

渡辺 裕之渡辺 裕之

映像と音楽の
　　深～いカンケイ

ストリングスの世界

編曲家というオシゴト

日本の歌のヒミツ

WHAT’ｓ JAZZ!?

作曲家 / アレンジャー / ピアニスト / プロデューサー

チェリスト

ヴァイオリニスト

オーケストレーター / アレンジャー

シンガー

俳優 /JAZZ ドラマー

◆主催：つくば市・（公財）つくば文化振興財団

◆お問合せ：（公財）つくば文化振興財団 tel:029-856-7007　ホームページ：http://tcf.or.jp

つくばカピオホール ( 全 6 回 )
各 19：00 開演（18：30 開場）
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俳優 / シンガー

1／18
木

5／25
木

Special
Guest本田 雅人本田 雅人

鳥山 雄司鳥山 雄司

インストゥルメンタル・
　　  ミュージックの魅力

ギタリスト / 音楽プロデューサー

サックスプレイヤー

7／13
木

9／21
木

2018

3／22
木

2018

小倉 良小倉 良
作曲家 / ギタリスト

Music!Music!
Ryo ogura     Guests presents TALK&LIVE

(c)Atsuko Tanaka

小倉良の

ll thatll thatAA

※未就学児童の入場はご遠慮ください
※車椅子をご希望のお客様、介助が必要なお客様は
　チケットお求めの際に財団までご相談ください

    パスポート（全 6 回通し券）

￥15,000Price
先に入れる＆お得なパスポート！

3/26　    13：00 ～受付開始！日
（定員 350 名・全席自由）

パスポートが定員に達しなかった場合のみ受付
ご入場はパスポートをお持ちの方が優先となります

￥3,500Price
忙しくてもｺﾚだけは観たいアナタに！

4/9　    13：00 ～受付開始！日

（全席自由）

    1 ライブチケット（1 回券）

（公財）つくば文化振興財団

つくばカピオ

ノバホール

029-856-7007

029-851-2886

029-852-5881

    お申込み お電話にて受付いたします！

Special
Guest

◆協力：茨城放送 ・地域情報誌「つくまる」



1957 年茨城県つくば市出身。1980 年、CBS ソニーから
バンド PARTY でギターボーカルでデビュー。その後、ダンガンブ
ラザースのギタリストとして参加。 同時に、作・編曲活動を
始める。現在まで、松田聖子、高橋真梨子、BEGIN、小
柳ゆき、パティオースティン、を始め、数多くの楽曲（CD作
品　約 390曲）を提供。 

時任 三郎Special Guest
5／25

木

数多くの映画音楽、劇伴音楽を作り、またドリームズカムトゥルーのピアニストでもある大谷幸さんを迎え、映像と音楽
の関係についてお話します。後半はスペシャルゲストの時任三郎さんを加えてのミニライブ！
★大谷 幸★（作曲家・アレンジャー・ピアニスト・プロデューサー）
作品には『ゴジラ』『平成ガメラシリーズ』『ガンダムW』『ゲーム／ワンダと巨像』など多数。ピアニストとして『Dreams Come True』の
レコーディングとツアーを 22年間務めている。文教大学非常勤講師。

大谷 幸大谷 幸

映像と音楽の深～いカンケイ

ゲストにギタリスト・編曲家である鳥山雄司さんを迎え、インストゥルメンタル・ミュージックとは何か？そしてその音
楽をポピュラーミュージックに反映させる方法とは？を考えます。後半はスペシャルゲスト本田雅人さんも加わり圧倒的
なライブパフォーマンスを！
★鳥山 雄司★（ギタリスト・音楽プロデューサー）
1981 年慶応大学在学中にセルフプロデュースによるソロ・デビューアルバムを発表。その後 1996 年にスタートした TBS 系ドキュメンタリー
番組「世界遺産」にテーマ曲「The Song of Life」を提供、大ヒットオムニバスアルバム「image」にも収録され、自身の代表曲となる。

7／13
木

鳥山 雄司鳥山 雄司
インストゥルメンタル・ミュージックの魅力

本田 雅人Special Guest

★宮野 幸子★（オーケストレータ―・アレンジャー）
映画やテレビドラマの音楽のオーケストレーターとして様々な作品に携わる。最近では「とと姉ちゃん」などのテレビドラマや「ゴッドイーター」
などのゲーム及びアニメの音楽に参加している。また「めざましクラシックス」「Voices」「久石譲 in 武道館」などオーケストラコンサートへ
のアレンジ提供をする傍ら、嵐、松田聖子などのヴォーカル曲のアレンジ、「キングダムハーツ・ピアノコレクション」などのピアノアレンジ
作品も多数。

11／22
水

宮野 幸子宮野 幸子
編曲家というオシゴト

編曲とは何か ?　いつも目にしている編曲家という職業。この編曲という仕事にフォーカスします！ NHK 連続ドラマ「とと
姉ちゃん」の編曲家、宮野幸子さんをゲストに迎え編曲の世界を解説します。後半は宮野さん編曲の楽曲でミニライブです！

(c)Atsuko Tanaka

日本人の誰もが一度は聴く、母の子守歌、そして歌われ続けている日本の懐かしい曲、そんな、何か懐かしさを感じさ
せる日本の歌をテーマに、心をくすぐる秘密を考えます。歌手 Sinon さんをゲストに迎えて、日本の歌を！
★Sinon★（シンガー）
下北半島出身。高校卒業後に進学のため上京しデビュー。自身も子育てに勤しみながら、家族の協力を得て東北を中心に音楽活動を展開。
2013 年、初めて全国発売されたアルバム『すわりごこちのいい椅子』をリリース。2014 年にはセカンドアルバム「すこし歩こうよ」をリ
リース、アルバムに収録された楽曲「おつきさまのうた」が、10月～ 11月の NHK『みんなのうた』に選ばれ放映された。　現在も下北半
島で生活しながら、東北と東京を往復し、シンガーとして活動する彼女の素顔は、純和風の美貌を持ち、下北半島のタイム感と方言で話し、
イベントで歌うと子供が寄ってきて囲まれる、やさしい一児の母親である。2017 年 3月 8日 3rd アルバム「Trinity」リリース！

SinonSinon
日本の歌のヒミツ1／18

木
2018

9／21
木

室屋 光一郎＆向井 航室屋 光一郎＆向井 航
ストリングスの世界

ヴァイオリン、チェロ…ストリングスについて、その楽曲を解説します。クラシック音楽、ポピュラー音楽の中のストリン
グスのあり方について考えます。ゲストには「真田丸」挿入曲も演奏しているヴァイオリニスト、室屋光一郎。そして、ク
ラシックからポピュラーまで、幅広く活躍中のチェリスト向井航さんです。

★向井 航★（チェリスト）
1980 年札幌出身。東京芸術大学音楽学部附属音楽高校卒業。同大学を経てハンガリー国立リスト音楽院に留学。帰国後、Vn室屋光一郎と「ク
ラスタシア」を結成。5枚のアルバムをリリース。ソリストとしてこれまで札幌交響楽団、関西フィル、Georgia sinfonietta、Tbilisi 
konservatorium orchestra、京都フィルと共演。国内外のオーケストラからゲスト首席奏者として招聘され、Georges Enesco Festival、Tbilisi 
baroque festival など世界各国で演奏する。関西フィルハーモニー管弦楽団特別契約首席チェロ奏者、ナガノチェンバーオーケストラ、ハーモ
ニーホール福井レジデント弦楽四重奏「DINO quartet」メンバー。

★室屋 光一郎★（ヴァイオリニスト）
『室屋光一郎ストリングス』を主催し、映画、ドラマ、CM、様々なアーティストのレコーディング、LIVE サポートを担う。SONGS、
SoundInn S、音楽の日、レコード大賞など TV番組にも出演多数。自身のオリジナル曲を軸に活動するインストバンド「クラスタシア」を主催。
DINO Quartet( ハーモニーホールふくいレジデントカルテット 1stViolin）を主催。東京藝術大学音楽部、同附属音楽高校卒業。

JAZZ ってどんな音楽 ?　どこがどうなると JAZZ?　そんな疑問にお答えしましょう！ゲストは茨城県出身の俳優、そし JAZZ
ドラマーとしても活躍中の渡辺裕之さんです！
★渡辺 裕之★（俳優・JAZZ ドラマー）
茨城県水戸市出身。1980 年にコカ・コーラのテレビコマーシャルで芸能活動を開始。俳優としてのデビューは、映画『オン・ザ・ロード』（主演）。
白バイ警官を演じた。テレビドラマでは『愛の嵐』以降、役者・スポーツマンとして幅広く活躍。

渡辺 裕之渡辺 裕之
WHAT’ｓ JAZZ!?3／22

木
2018

◆会場のご案内◆
電車でのご来場：

お車でのご来場：

つくばエクスプレス「つくば駅」下車
A3出口より徒歩 10 分

1. 常磐自動車道桜土浦 IC よりつくば方面へ

2.2 つ目の歩道橋のある交差点（大角豆（ささぎ））を右折して東大通りを北へ約 3km

3. 途中片側 3車線になってから 3つ目の交差点（学園東）を左折
4.2 つ目の交差点（大清水公園前）を左折。右手公園さきの建物がつくばカピオ

つくばカピオ新シリーズ！平日夜のトーク＆ライブ
小倉良

ll thatll thatAA Music!Music!
Ryo ogura x Guests presents TALK&LIVE

小倉良の


