JAZZ VIBIST 浜田均氏を迎えて！
神奈川県立相模湖交流センター
produced by kuniko kato arts project
artistic direction : kuniko kato

ARTIST INCUBATION PROGRAM by kuniko kato arts project
inc.は、パーカッショニスト加籐訓子のアーティスティックディレクションのもと、
プロを目指す若手アーティストを支援・育成するプログラムです。
inc.percussion days 2017 in sagamikoでは、ジャズバイブの浜田均氏とともに過ごす4
日間、新たな境地と本物のミュージシャンシップに出会う。今年の相模湖は、日本
を代表するジャズドラマー「猪俣猛のビックバンドを観る！」前夜祭からスタート
します。

【TICKET】
ONE DAY PASS 3000yen
ALL DAY PASS
6000yen
1 YEAR PASS 10000yen
reservation：ticket@kuniko-kato.net
infomation：inc@kuniko-kato.net
website：www.kuniko-kato.net/ja/inc/
- 演奏家対象特別講座や勉強会の見学・聴講は5000円にて可。
- 8/1 inc. 前夜祭「猪俣猛JAZZ ORCHESTRA！」は別途
一般：3500円

学生：1750円

お問い合わせ＆ご予約
神奈川県立相模湖交流センター
tel. 042.682.6121
【イベント・サポート・ボランティア募集】
サポーターとしてイベントをお手伝いしてくださる方には、その日の1DAY PASSを
差し上げます。年間サポーターも随時募集しています。
（年間パス10000円、ご来場日より１年間有効）
お申し込み・お問い合わせ：inc@kuniko-kato.net
主催： kuniko kato arts project
共催： 神奈川県立相模湖交流センター

助成： 芸術文化振興基金
制作協力：

カノン工房

ホソヤアーティストネットワーク
テレビマンユニオン
テクニカルサポート：
パール楽器製造株式会社／アダムス
ヤマハミュージックジャパン
株式会社サイトウ楽器製作所
株式会社リン・ジャパン
株式会社シンタックス・ジャパン
株式会社ファーム
会場： 神奈川県立相模湖交流センター
〒252-0171 神奈川県相模原市緑区与瀬259-1
会場問い合わせ：042.682.6121
www.sagamiko-kouryu.jp

TUE. AUG 01
16:30 inc.special 鑑賞会 「猪俣猛JAZZ ORCHESTRA!」
19:30

inc.前夜祭 相模湖花火大会

WED. AUG 02
14:00 inc.special 勉強会 プレイアデスを学ぶ vol.3
17:30

opening party & LIVE!＠ホール
kuniko & hamada 'vibraphonisshimo!'

THU. AUG 03
10:30 inc.special 勉強会 プレイアデスを学ぶ vol.4
12:45

ランチタイム・フリーパフォーマンス！（入場無料）

13:30

浜田均ヴィブラフォン講座 l＠ホール 「奏法とアンサンブル」

15:30

inc. ricital＠ギャラリー
XIII. 長坂萌マリンバリサイタル
三善晃/組曲「会話」

安倍圭子/ガレリアインプレッション
My Favorite Things,
星に願いを/長坂萌編
16:30

inc.guest talk 1＠ギャラリー
「リンジャパン古川氏の話を聴く」

17:30

inc.special 勉強会＠ホール 「バッハを弾く会 vol.3」
出演：浜田均・加藤訓子・参加アーティスト
Partita for solo flute BWV1013 with 浜田均 vib.
"Bist du bei mir" with 吉川真澄 sop. 他

19:30

レセプション

FRI. AUG 04
10:30 inc.special 勉強会 プレイアデスを学ぶ vol.5
12:45

ランチタイム・フリーパフォーマンス！（入場無料）

13:30

浜田均ヴィブラフォン講座 ll＠ホール

15:30

inc. recital＠ギャラリー

「インプロに挑戦」

XIV. 原順子マリンバリサイタル
H.デイヴィス/purl ground
A.イグナトビッチ/Toccata
村松崇継/Land, 他
16:30

inc. guest talk2@ギャラリー「オーガナイザーの話を聞く」
相模湖交流センター・秋山道夫（館長）
くにたち市民芸術小ホール・斉藤かおり（プロデューサー）

17:30

inc.dual recital＠ホール

鈴木彩 perc. vs. 吉川真澄 sop.

Aya Suzuki "Metal Works"
J. ケージ/Dream, H. モラリス/Lu (for prepared vibe)
F.ドナトーニ/OMAR I. 他
Masumi Yoshikawa inc. special guest artist
J.ケージ/18回目の春を迎えた素晴らしい未亡人,
平野一郎/夏の歌・秋の歌, 武満徹/SONGSより, 他
共演：浜田均 vib.・正富明日香 mar.
19:30

レセプション

SAT. AUG 05
13:00 inc.live!＠ギャラリー
どやどや楽団 （富田真以子・戸崎可梨・田中里枝・蓮實志帆）
I Got Rhythm
My Favorite Things
Singin' in the Rain, 他
15:00

グランド・ガラコンサート＠ホール
出演：浜田均・加藤訓子・参加者
浜田均/Sorachi, I. Xenakis/Rebonds ,
武満 徹/雨の樹, 他
終了後-レセプション

【参加公募プログラムについて】
対象：35歳までの演奏家
レジストレーション：5000円
(上記に含まれるもの)
- １講座受講または１出演（自由選択）
- ALL DAY PASS
- 前夜祭「猪俣猛ビックバンドを観る！」鑑賞チケット（出席希望提出）
- 参加希望者はウェブまたはメールにてレジストレーションを完了し、下記の
希望する参加・出演枠を連絡してください。
- 現地宿泊は別途一泊5000円にて予約可（先着順）
【講座受講料】
1. プレイアデスを学ぶ vol.3-5 peaux-claviers-metaux（8/2, 3, 4)
2. 浜田均ビブラフォン講座(8/3, 4)
l.「奏法とアンサンブル」

ll.「インプロに挑戦」

受講料： 5000円
10000円にて３枠受講可
15000円にて５枠講座受講可
- 受講者はALL DAY PASS付き

- レジストレーション・フィーを含む
【演奏参加料】
3. バッハを弾く会 vol.3 (8/3)
4. グランド・ガラコンサート (8/5)
5. ランチタイム・フリーパフォーマンス！（8/3,4)
出演料：

5000円

- 出演者はALL DAY PASS付き
- レジストレーションフィーを含む
- 勉強会・講座を2枠以上受講した人は出演料が免除されます。
【出演詳細】
3． バッハを弾く会 vol.3
バイブ、マリンバ、アレンジ、形体問わず。
自由曲、または課題曲（希望者要申込）
- フルートソナタ（浜田均 vib duo編及び共演）
- Bist du bei mir（吉川真澄 sop.との共演）
4． グランド・ガラコンサート
ビブラフォンに限らず、マリンバ、ドラムス、パーカッション、piano も可。
ジャズバイブに挑戦するもよし、フリー、コンテンポラリー、クラッシック etc.
浜田氏と過ごしたまとめも発表します。
自由曲、または課題曲（希望者要申込）
- 浜田均 SORACHI（浜田均ビブラフォン講座を受講のこと）
- 武満徹

雨の樹

5． ランチタイム・フリーパフォーマンス！
お昼の時間エントランスまたはカフェなど、館内での一般向け公開パフォーマンス。
ソロまたはデュオ、トリオなど。持ち時間は転換含め15分。（1曲でも可）フリース
タイル。パーカッションを含むこと。ピアノ不可。
【お申し込み・お問い合わせ】
inc@kuniko-kato.net
www.kuniko-kato.net/ja/inc

