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　伊福部昭は日本を代表するクラシック音楽の作曲家です。作品の原風
景となったのは、父の音更村長就任に伴って少年期から青年期を過ごした
音更村での開拓移住者が唱う民謡であり、アイヌ民族の伝統音楽でした。
　1914年（大正3年）、釧路市幣舞に生まれ、9歳から12歳までを音更村で
過ごし、音更尋常小学校（現：音更小学校）を卒業。札幌二中（現：札幌西
高）2年生の頃から独学で作曲を始めました。北大を卒業後、地方林務官と
して厚岸に赴任した21歳の時、最初の管弦楽曲「日本狂詩曲」が日本の音
楽界を飛び越え、パリでチェレプニン賞を受賞という快挙を成し遂げ、若くし
てその名を広く知られるようになりました。32歳の時、東京音楽学校（現：東
京藝術大学）作曲科講師に就任し、芥川也寸志、黛敏郎ら多くの作曲家を
育てました。1970年（昭和45年）には音更町歌を作曲。その後、東京音楽大
学教授、同大学学長、同大学民族音楽研究所所長を歴任しました。
　映画音楽の作曲家としても高名で、映画「ゴジラ」の作曲家として知られ
ています。その他にも「ビルマの竪琴」や「コタンの口笛」など300本以上の映
画音楽を手がけています。
　伊福部昭の著書「管絃楽法」は作曲技法の古典として、また「音楽入
門」は音楽の哲学書として若い作曲家たちのバイブルとなっています。1980
年（昭和55年）に紫綬褒章、1987年（昭和62年）に勲三等瑞宝章を受け、
2003年（平成15年）には文化功労者に選ばれました。

まちの概要
　音更町は、明治34年に戸長役場が開設されてから120年を超
える歴史を刻んでいます。十勝川が育んだ広大な大地と美しい自
然に恵まれ、日本を代表する穀倉地帯として北海道一の人口を有す
る町に発展しています。さらに、十勝平野の中央部に位置する地理
的条件を活かし、自然と調和した住宅地、十勝川温泉を中心とする
観光資源、充実した商業施設や医療環境など、一人ひとりが「音更
町民」であることに喜びと誇りを持てるまちづくりを進めています。

まちの特色
雄大な大地が育む農畜産物のまち

　町の総面積の約半分を占める広大な農用地。そこでは畑作を中
心とした農業が盛んに行われ、町の基幹産業としての位置づけにと
どまらず、今や日本の食料基地として重要な役割を果たしています。

豊富な観光資源と美肌のまち

　十勝川温泉は、北海道遺産に指定された植物性の「モール温泉」
です。別名「美人の湯」とも呼ばれ、琥珀色のお湯はマイルドで肌が
すべすべになり、化粧水のようだといわれています。

音楽活動が盛んなまち

　主な音楽団体には、町民による合唱団のほか、音更ジュニアブ
ラスバンド、音更町伊福部昭記念ジュニアオーケストラ、音更高等
学校管弦楽局と4中学校の吹奏楽部があり、イベントでの共演を
通じて小学生から高校生まで音楽活動によるつながりが形成さ
れています。

主催　音更町伊福部昭音楽セミナー実行委員会
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【アクセス】
●十勝バス・拓殖バス／木野大通16丁目から徒歩約10分
●拓殖バス／緑陽台南区から徒歩約10分
●帯広駅から車で約15分
●とかち帯広空港から車で約45分
●道東自動車道　音更帯広ICから車で約5分
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　音更町は、作曲家伊福部昭氏が少

年期から青年期を過ごし、その作品

の原風景を形成したとされる伊福部

音楽の聖地です。開町120周年を契

機に、伊福部音楽をさらに町民に広

め、後世に伝えるとともに本町の音楽

によるまちづくりを広く発信する機会

として、全国から参加者を募り、本セ

ミナーを開催します。撮影：藤原　正

クロス・コート●

●
鳳乃舞

演奏者
参加募集中
小学生から
社会人まで

道の駅おとふけ なつぞらのふる里

おとふけ120年の歩みと伊福部昭の世界十勝川白鳥まつり 彩凛華

この事業はサマージャンボ宝くじの収益金を活用して実施しています。
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講師プロフィール

音更町 伊福部 昭 音楽セミナー申込書

楽器名

（ヴァイオリン個人レッスンクラス希望者のみ）
音楽歴、受講曲目、演奏の録音や動画等のリンク

学校名又は最終学歴 年生／卒業

A

A B

氏名

性別 生年月日
年　　　 月　 　　日

ふりがな

男 女

住所 〒

電話番号

（　　　　）　　　　─

FAX

（　　　　）　　　　─

携帯メール パソコンメール

申込みフォームまたは、FAXにてお申し込みください

記入いただいた個人情報は、当セミナーの運営管理目的
のみに利用いたします。

FAX 0155-31-5229

宿泊施設の手配を希望される方は
どちらか一方に○印をつけてください

参加希望コース 個人レッスン 合奏1 合奏2

スポーツホテル

クロス・コート
B 天然温泉ホテル

鳳乃舞 音更
北海道河東郡音更町木野大通西13-1-11
http://www.crosscourt.jp/
S、Tほか ¥5,500／人～

北海道河東郡音更町木野西通17-5-13
http://www.hounomai.com/
S ¥5,350／人～、T ¥4,850／人～ほか

【参加資格】
1）ヴァイオリンを演奏しプロ演奏家からの個人指導を希望する青少年（小、中、高校生）及

び大学、社会人オーケストラ等で活動する人（定員10名、森田講師のレッスン40分/3回：
応募者が定員を超える場合、音楽歴等により選考します。） 

2）開催趣旨に賛同し下記の楽器を演奏して、合奏に参加する意思のある青少年（小、中、
高校生）及び大学、社会人オーケストラ等で活動する人（定員30名程度）

3）開催趣旨に賛同し下記の楽器を演奏して、合奏に参加する意思のある町内在住または
在校、町内で活動する団体に所属する青少年（小、中、高校生）及び大学、社会人オー
ケストラ等で活動する人（定員は定めません。）

【合奏参加希望者の募集楽器】 
　弦楽器：ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス 
　木管楽器：フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サキソフォン 
　金管楽器：ホルン、トランペット、トロンボーン、ユーフォニウム、チューバ/打楽器  

【合奏予定曲】
　（オーケストラ）伊福部昭：音更町歌、SF交響ファンタジー第1番 
　べートーヴェン：交響曲第5番「運命より」第4楽章、
　十勝バラードメドレー（野村聡編曲）、（吹奏楽）2～3曲 未定  

【参加料】
　1）ヴァイオリン個人レッスンクラス／30,000円　2）合奏クラス1／5,000円
　3）合奏クラス2（町民等）／無料

【申込方法・期限】申込みフォームまたはFAXで申込みください。
　第1次募集：2022年7月11日　第2次募集：2022年7月27日 

【お問い合わせ】
　音更町伊福部昭音楽セミナー実行委員会
　Tel：0155-31-5215　Fax：0155-31-5229
　E-Mail：bunsen@town.otofuke.hokkaido.jp

8月8日（月） 
 11：30～ 受付 
 13：00～ 開講式 
 14：00～ 合奏、個人レッスン等 
 17：30～ 講師によるミニコンサート
 18：30～19：00 歓迎会 

8月9、10日（火、水） 
 9：30～20：30 合奏、個人レッスン、グループレッスン、道の駅等での演奏活動等 

8月11日（木・祝） 
 9：30～12：30 個人レッスン、グループレッスン 
12：30～14：30 リハーサル 
15：00～17：30 成果発表コンサート、閉講式 

セミナースケジュール

東京都出身。桐朋学園大学卒業後ヨーロッパに渡り、ブラショフ歌

劇場、ハイデンハイム・オペラフェスティヴァル、2009年からは東

京室内管弦楽団の指揮者を務めている。ルーマニアをはじめとし、

ブルガリア、ウクライナ、モルドヴァ等の東欧のみならずオーストリ

ア、ドイツ、イタリア、フランス等のオーケストラや歌劇場に客演し

ている。指揮を、岡部守弘、湯浅勇治、レオポルト・ハーガー、イサー

ク・カラブチェフスキー、トロンボーンを三輪純、チェンバロ、通奏低

音を鍋島元子、川井由美子らの各氏に師事。

菅野宏一郎（ミュージックアドバイザー、合奏指導）

札幌市出身。4歳よりヴァイオリンを始める。桐朋学園大学卒業後、

1995年NHK交響楽団に入団。2022年7月より第2ヴァイオリ

ン首席奏者。山下浩司、辰巳明子の各氏に師事。N響メンバーによ

る室内合奏団、他オーケストラとの協奏曲の共演、数々のプロオー

ケストラにてゲストコンサートマスターを務めるほか、森田ストリン

グスのリーダーとして録音活動も行っている。桐朋学園オーケスト

ラ、早稲田大学交響楽団、トヨタユースオーケストラ等の講師とし

ても活動を行い、青少年のオーケストラ活動にも貢献している。

森田　昌弘（ヴァイオリン、個人指導）

桐朋学園大学卒業。同大学研究科修了。1993年日本現代音楽協

会主催コンクール「競楽Ⅱ」にて第2位。東京文化会館新進音楽家

デビューオーディション合格。1996年、ドイツ・ダルムシュタット音

楽祭にて奨学生賞受賞。アンサンブル・ノマドメンバーとして、

2003年サントリー音楽財団第2回佐治敬三賞、2015年ウィー

ンフィル＆サントリー音楽復興祈念賞受賞。元札幌大谷大学専任

講師。現在、国立音楽大学及び尚美学園大学非常勤講師。2022

年1月にソロアルバム「刹那の慣習」をリリース。

菊池　秀夫（クラリネット、合奏指導）

旭川市出身。北海道教育大学旭川校、同大学院修了。各地の中学

校教員、NPO法人などでまちづくりに従事し、道内のジュニアオー

ケストラの設立、指導、運営の傍らヨーロッパやアジア各国の子ど

もたちや指導者との交流を続ける。一般社団法人どさんこ青少年

オーケストラ協会代表理事、どさんこジュニアオーケストラ音楽監

督、北海道農民管弦楽団事務局長、旭川大学高等学校講師。ホル

ンを島方晴康、小沢千尋、西條貴人、伊藤恒男の各氏に師事。

助乗　慎一（コーディネーター、ホルン、合奏指導）

網走市出身。沖縄県立芸術大学卒業。室内楽定期演奏会、卒業演

奏会に出演。北見新人演奏会に出演。ヴァイオリンを三島美千子、

木野雅之、富岡雅美、岡田光樹の各氏に師事。現在、東京を拠点に

演奏活動をする他、都内複数の音楽教室でヴァイオリン講師とし

て後進の指導に力を注いでいる。オンライン専用のヴァイオリン教

室、音楽教室oto主宰。

片山さやか（ヴァイオリン、合奏指導）

音更町出身。東京音楽大学卒業。北海道毎日学生音楽コンクール

高校生の部第1位。全日本学生音楽コンクール東京大会入選。仙

台フルートコンクール高校生部門第1位。新進演奏家育成プロジェ

クト・オーケストラシリーズにて札幌交響楽団とフルート協奏曲を

協演。フルートを阿部博光、細川順三、室内楽を工藤重典、中野真

理の各氏に師事。現在、演奏活動の他、後進の指導も行う。

橋本　麗美（フルート、合奏指導）

（応募状況により変更する場合があります。）

詳細はこちら

申込みフォーム

希望のコースにひとつ
○印をつけてください
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