
 

 

2018年12月19日 

関係各位 

615-8585京都市右京区西院溝崎町21 

                                                            
（コード番号：6963） 

 

豪華出演者による音楽祭を2019年も京都で開催！ 

ローム ミュージック フェスティバル 2019 
 

ローム株式会社（本社：京都市）が支援する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション（京都市）は、「ロー

ム ミュージック フェスティバル」を、2019年4月にロームシアター京都にて開催します。 

音楽ファンの拡大を図ることを目的に2016年より開始した本フェスティバルは、これまでに奨学援助等で支援し、国内

外で活躍している音楽家「ローム ミュージック フレンズ」が一堂に会す音楽祭で、今回で 4回目の開催となります。 

国際コンクールの優勝者やオーケストラの首席奏者など、豪華な演奏者が集い、ソロ、室内楽の演奏、オーケストラ

との共演などを披露します。 

本フェスティバルだからこそ実現できる豪華共演に加え、多くの皆様に楽しんでいただけるよう贅沢なプログラムを

用意しており、各ホールでのコンサートの合間には、ローム・スクエア（野外）で関西の中高生による無料の吹奏楽コ

ンサートも開催し、ロームシアター京都全体が音楽に溢れる２日間となります。 

 

過去の「ローム ミュージック フェスティバル」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ フェスティバル概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

日    程 ：2019年4月20日（土）、4月21日（日） 
会    場 ：ロームシアター京都 （京都市左京区岡崎最勝寺町13） 

メインホール、サウスホール、ローム・スクエア 

出 演 者 ：ローム ミュージック フレンズ ３１名、京都市交響楽団 他  

料    金 ：1,500円～4,000円〈公演毎・全席指定・消費税込〉  
※ローム・スクエアで行うコンサートは無料 

チケット販売 ：2018年12月21日（金）エラート音楽事務所（075-751-0617） 他 
にて販売開始 

主    催 ：公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 
共    催 ：ローム株式会社 
後    援 ：京都府、京都市、 

ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 

（撮影：佐々木卓男、大澤正） 



■各公演会場のコンサートの特徴 ～ローム ミュージック フェスティバルだからこそ実現できる魅力的なプログラム～ 

※詳細は添付リーフレットをご参照ください。 

 【メインホール】世界で活躍するローム ミュージック フレンズと京都市交響楽団による 

ナビゲート付きのプレミアムなコンサート 

 ・没後150年を迎えるベルリオーズ作曲の「幻想交響曲」をレクチャー付きでお届けする豪華プログラム！ 

 ・ベルリンと日本で活躍するヴァイオリニスト日下紗矢子と、話題のピアニスト反田恭平の豪華コンチェル

トを一度に堪能！ 

（曲目抜粋）◆ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ：劇的交響曲「ﾛﾒｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ」、幻想交響曲 

◆ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲 ホ短調（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：日下紗矢子） 

◆ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番 ト長調（ﾋﾟｱﾉ：反田恭平） ほか 

（指揮：阪哲朗、ｺﾝｻｰﾄﾏｽﾀｰ：泉原隆志、ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：朝岡聡） 

 

 【サウスホール】ソロから室内楽、オペラの歌曲などローム ミュージック フレンズによる 

バラエティ豊かなステージ 

 ・オール モーツァルトプログラムでピアノ、弦楽器、管楽器、歌の有名曲を朝岡聡のナビゲート付でご案内！ 

 ・木管楽器と弦楽器のスペシャリストたちによる一期一会の名曲アンサンブルを披露！  

 ・注目されているピアニストの一人、河村尚子が紡ぎ出すベートーヴェンの真髄を貴方に！ 

（曲目抜粋）◆ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾌﾙｰﾄ四重奏曲第1番より第1楽章（ﾌﾙｰﾄ：倉田優、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：大江馨、ｳﾞｨｵﾗ：田原綾子、ﾁｪﾛ：髙木慶太）  

◆ﾓｰﾂｧﾙﾄ：歌劇「魔笛」より”ﾊﾟﾊﾟﾊﾟの二重唱”（ｿﾌﾟﾗﾉ：市原愛、ﾊﾞﾘﾄﾝ：町英和、ﾋﾟｱﾉ：吉田友昭） 

◆ﾋﾞｾﾞｰ：ｶﾙﾒﾝ組曲より（ｸﾗﾘﾈｯﾄ:濱崎由紀、吉岡奏絵／ｵｰﾎﾞｴ:荒絵理子、本多啓佑／ﾌｧｺﾞｯﾄ:黒木綾子、岩佐雅美 

            ﾎﾙﾝ:高橋臣宣、熊井優／ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ:髙橋洋太） 

◆ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：弦楽八重奏曲 変ホ長調（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ:島田真千子、青木調、中島麻、吉田南／ｳﾞｨｵﾗ:金丸葉子、須田祥子 

／ﾁｪﾛ:横坂源、渡邊方子） 

◆ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第29番 ｢ﾊﾝﾏｰｸﾗｳﾞｨｰｱ｣（ﾋﾟｱﾉ：河村尚子） 

 

 【ローム・スクエア】関西の学生による楽しい吹奏楽コンサート（無料公演）＜出演順＞  

   （出演予定）長岡京市立長岡中学校、京都府立京都すばる高等学校、箕面自由学園高等学校、洛南高等学校、京都両洋高等学校 

 

■ローム ミュージック フレンズについて 

 ローム ミュージック ファンデーションは様々な事業で若い音楽家の育成を図っており、その事業の中で関わった 

音楽家を「ローム ミュージック フレンズ」（4,400 名）として、ともに音楽を届ける仲間となっていただいています。   

事 業 名 内    容 

奨学援助 

（1991 年度～） 

国内外の教育機関で音楽を学ぶ学生への奨学金の支給。 

現在までに 464 名を支援。 

音楽在外研究援助 

（1993 年度～2014 年度） 

音楽家の一層の研鑽を図るための在外研究を援助。 

現在までに 64 名を支援。 

音楽セミナー 

（1992 年度～） 

プロの音楽家の育成を目的としたセミナー。これまでに弦楽器クラス、管楽

器クラス、指揮者クラスを実施し、現在までに 298 名が受講。 

京都・国際音楽学生フェスティバル 

（1993 年度～） 

国際交流と音楽家の育成を目的として、世界を代表する音楽学校から音楽

学生を京都に招いて開催するフェスティバル。 

現在までに国内外から 2,525 名が出演。 

小澤征爾音楽塾 

（2000 年度～） 

小澤征爾氏の「若い音楽家を育てたい」という熱い思いで始まったオペラや

オーケストラの公演を通じて若手音楽家の育成を図る教育プロジェクト。 

現在までに 1,277 名が出演。 

※ローム ミュージック フレンズは複数事業に関わった方がいるため、各事業の人数と合計人数は一致しません。 



■ローム ミュージック フェスティバル特設 WEB サイトについて 

  ローム ミュージック フェスティバルの内容についてまとめており、今後出演するローム ミュージック フレンズの

フェスティバルに向けた意気込み等、情報を随時追加いたします。 また、過去のフェスティバルのダイジェスト映

像も公開しておりますのでぜひご覧ください。 

＜https://micro.rohm.com/jp/rmf/activity/rmfes/＞ 
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＜この件に関するお問合せ先＞ 

ローム株式会社 メセナ推進室 

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

TEL(075)311-2121、FAX(075)311-1248 



＜ご参考＞過去のフェスティバルに出演したローム ミュージック フレンズ（五十音順） 
★…奨学生、◆…音楽在外研究生、 ●…音楽ｾﾐﾅｰ受講生、 ◎…京都・国際音楽学生ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ出演者、 

▲…小澤征爾音楽塾塾生 

 

ローム ミュージック フェスティバル 2018 ＜2018 年4 月21 日、22 日＞ 

ピアノ 越智 晴子(★)、小林 愛実(★)、萩原 麻未(★) 

ヴァイオリン 泉原 隆志(★▲)、玉井 菜採(★)、成田 達輝(★) 

コントラバス 佐野 央子(◎▲) 

クラリネット 亀井 良信(▲) 

ファゴット 佐藤 由起(▲) 

ホルン 日橋 辰朗(▲) 

トランペット 伊藤 駿(▲)、菊本 和昭(★)、杉木 淳一朗(▲) 、新穂 優子(▲) 、堀田 実亜(▲) 、三澤 慶 (◎) 

トロンボーン 今込 治 (◎)、太田 涼平(▲)、風早 宏隆(▲)、古賀 光(▲)、辻 姫子(◎) 、藤井 良太(◎▲) 

チューバ 宮西 純(◎) 

打楽器 黒田 英実 (▲)、西久保 友広 (▲) 

声楽 大山 大輔<バリトン> (▲) 、木下 美穂子<ｿﾌﾟﾗﾉ> (★) 、坂本 朱<ｱﾙﾄ> (◆) 、 

清水 華澄<ﾒｿﾞ･ｿﾌﾟﾗﾉ> (◆▲) 、富岡 明子<ﾒｿﾞ･ｿﾌﾟﾗﾉ> (★▲) 、林 美智子<ﾒｿﾞ･ｿﾌﾟﾗﾉ> (◆)、 

宮里 直樹<ﾃﾉｰﾙ> (★) 

作曲 酒井 健治 (★◎) 

指揮 下野 竜也(★) 

ローム ミュージック フェスティバル 2017 ＜2017 年7 月1 日、2 日、8 日＞ 

ピアノ 奥村 友美(★)、川島 基(★)、菊池 洋子(★)、清塚 信也(★)、田村 響(★)、津田 裕也(★) 

ヴァイオリン 泉原 隆志(★▲)、大谷 玲子(★)、樫本 大進(★)、郷古 廉(★)、小林 玉紀(●)、 

佐橘 マドカ(★▲)、塩貝 みつる(●)、鈴木 愛理(★)、滝 千春(★▲)、寺田 富美子(◎▲)、 

直江 智沙子<ｳﾞｨｵﾗ>(◆▲)、西川 茉利奈(★▲)、廣岡 克隆(●)、松田 理奈(★)、三上 亮(★▲)、

矢野 玲子(★) 

ヴィオラ 坂口 翼(★)、鈴木 るか(●)、三浦 克之(●)、渡邉 千春(★) 

チェロ 奥田 なな子(★)、金子 鈴太郎(●)、門脇 大樹(★▲)、松山 翔子(★)、宮田 大(★▲) 

コントラバス 髙橋 洋太(▲)、西山 真二(▲)、松隈 崇宏(▲) 

クラリネット 伊藤 圭(◎▲) 

ファゴット 中野 陽一朗(★) 

ホルン 岸上 穣(◎▲) 

声楽 田村 麻子<ｿﾌﾟﾗﾉ> (★)、藤木 大地<ｶｳﾝﾀｰﾃﾅｰ> (★)、松原 友<ﾃﾉｰﾙ> (★)、 

見角 悠代<ｿﾌﾟﾗﾉ> (◆) 

指揮 三ツ橋 敬子(★◆●) 

 

  



 

ローム ミュージック フェスティバル 2016 ＜2016 年4 月23 日、24 日＞ 

ピアノ 岡本 麻子(★)、菊地 裕介(★)、小林 愛実(★)、小林 有沙(★)、佐藤 卓史(★)、関本 昌平(★)、 

萩原 麻未(★)、松本 和将(★)、三浦 友理枝(★) 

ヴァイオリン 石橋 幸子(★)、泉原 隆志(★▲)、礒 絵里子(★●)、植村 太郎(★)、神尾 真由子(★)、 

神谷 未穂(★)、小林 美樹(★)、瀧村 依里(★)、中島 麻(★▲) 

ヴィオラ 赤坂 智子(★▲)、吉田 有紀子(●) 

チェロ 江口 心一(★)、長谷部 一郎(●)、中木 健二(★▲)、古川 展生(●) 

コントラバス 佐野 央子(◎▲) 

フルート 上野 星矢(★)、難波 薫(●◎▲) 

クラリネット 金子 平(★▲)、小谷口 直子(●▲)、吉田 誠(★●) 

トロンボーン 山本 浩一郎(★) 

打楽器 池上 英樹(★) 

声楽 青山 貴<ﾊﾞﾘﾄﾝ> (◆▲)、安藤 赴美子<ｿﾌﾟﾗﾉ>(◆)、中島 康晴<ﾃﾉｰﾙ>(★)、 

林 美智子<ﾒｿﾞ･ｿﾌﾟﾗﾉ>(◆) 

指揮 阪 哲朗(★) 

 














