
同音楽祭ホームページ 

報 道 資 料  

令和２年１０月３０日 

コロナ禍でもクリスマス気分を味わって 今年はオンライン開催！
第９回松戸クリスマス音楽祭 

 毎年多くの方にご好評いただいている

「松戸クリスマス音楽祭」。今年は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点から、

ご自宅で家族や友人とワインやビールを

飲みながら素敵な演奏をお楽しみいただけ

るよう、インターネットによるライブ配信

や、これまでクリスマス音楽祭に参加され

た演奏者のアーカイブ配信、ウィーンフィ

ルハーモニー管弦楽団メンバーからのビデ

オメッセージの他、松戸駅周辺の協力店で

同音楽祭オリジナルアルバムを流します。

 なお、１２月２４日（土）・２５日（日）

のディナータイムには、アトレ松戸店７階

レストランフロアで「ＭＥＳＨＩアガール

クリスマスナイト！」と題して楽器の演奏

会を開催します。

●開 催 日  令和２年１１月１４日（土）～１２月２５日（金） 

●主  催  松戸駅周辺商業協同組合 

●添付資料  第９回松戸クリスマス音楽祭パンフレット（10 月 30 日時点） 

※同パンフレット（完成版）は、後日改めて配付させていただきます

【問い合わせ先】 
経済振興部商工振興課  ☎０４７－７１１－６３７７ 
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第9回 松戸クリスマス音楽祭

14.November to 25.December

Matsudo

Christmas

Music Festa 2020

コロナ禍のクリスマス。今年はご家族やご友人と食事やお酒を楽しみながら、

ご自宅から松戸の音楽をお楽しみ下さい！

また飲食店では松戸クリスマス音楽祭特別メニューをご用意しております。

三密を避けながら、つかの間の非日常もお楽しみ下さい。

普段通りの日常を、1 日も早く取り戻すことができますように。

http://matsu-on.net/ 松戸クリスマス音楽祭
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※関連動画はすべてYouTubeからの配信となります。

11/1411/14

11/1511/15

11/2111/21

（土）（土）

16：00～16：00～

14：00～14：00～

11：00～11：00～

（日）（日）

（土）（土）

Live

Live

Live

料亭富吉料亭富吉

特設スタジオ特設スタジオ

毎年KITEMITEMATSUDO　プラザ広場にて行っていたトワイライト・

カフェですが、今年は感染防止のため、ライブ配信での開催となりまし

た。是非お酒でも飲みながら、素敵なジャズやボサノヴァで楽しいひとと

きをお過ごし下さい。

トワイライト・カフェトワイライト・カフェ
松戸クリスマス音楽祭オープニング松戸クリスマス音楽祭オープニング

出身地、出身校も違う４人で今回のライブの為に結成したスペシャル・サックス

カルテット。ライブでの配信ということで、沢山の皆様にご自宅で楽しんで頂け

るような選曲をしました。吹奏楽部なら誰でも知ってるあの曲や、有名な映画音

楽、みんな大好きジブリなど、誰もがきっと一度は耳にしたことのある名曲を一

時間ほど演奏します。クリスマスソングも演奏しますので、いち早くクリスマス気

分にもなれますよ！  是非お楽しみ下さい♪

古典の西洋音楽と邦楽が織り成す新しい可能性に挑む異色の奏者、ローベッ
ク穹盟アーミン氏。他に類を見ない特別なコンサートをお楽しみ下さい。

平潟神社平潟神社
隣接する来迎寺（1609年創建）の境内に水
神社として祀られたもので、祭神は「水波之
女命（みずはめのみこと）」で秋葉神社、三
峯神社を合祀しています。江戸川沿いの水
運ともかかわりのあった近隣地区では篤く
信仰され現在に至っています。 演奏曲 ： クリスマス・キャロルパーティー　星に願いを　人生のメリーゴーランド　宝島 他

演奏曲 ： チェロ: バッハ無伴奏チェロ組曲第4番､ ダル･アバコ無伴奏カプリッチョー第3番

琴古流尺八: 三谷菅垣(長崎正寿軒伝琴古流本曲)､シューマン「トロイメライ」他

クリスマスコンサートクリスマスコンサート
～サックスカルテッド～～サックスカルテッド～

チェロと尺八、和洋の楽器を楽しむチェロと尺八、和洋の楽器を楽しむ
スペシャルコンサートスペシャルコンサート

ソプラノサックスソプラノサックス 近田めぐみ 近田めぐみ
アルトサックスアルトサックス 齊藤裕哉 齊藤裕哉
テナーサックステナーサックス 森田奈旺 森田奈旺
バリトンサックスバリトンサックス 近本歩実 近本歩実

アーミン・ローベックアーミン・ローベック    Armin LohbeckArmin Lohbeck
（チェロ奏者、琴古流尺八師範）（チェロ奏者、琴古流尺八師範）

旧斉藤邸旧斉藤邸
主屋は、明治34年（1901 年）に建てられたもの

で、主屋と離れは茅葺屋根を有しています。平成

29年（2017 年）には、国の登録有形文化財（建

造物）に登録されました。庭園は、竹林や梅、松な

どをはじめとする四季折々の植物であふれ、松

戸市内では数少ない光景が広がっています。

ウィーンより松戸の皆様へご挨拶ウィーンより松戸の皆様へご挨拶

今年はご自宅でワインやビールでも飲みながら素敵な演奏をお楽しみ下さい！今年はご自宅でワインやビールでも飲みながら素敵な演奏をお楽しみ下さい！

〈注〉松戸市民劇場以外のすべての演奏会は無観客となり一切入場はできませんので、予めご了承下さい。〈注〉松戸市民劇場以外のすべての演奏会は無観客となり一切入場はできませんので、予めご了承下さい。

今年もウィーンフィルメンバーによる「ブラスムジーク」を開催する予定でしたが、

コロナ禍により残念ながら中止となってしまいました。

松戸での演奏を楽しみにしていたメンバーから、松戸の皆様に

ビデオメッセージが届きましたので、是非WEBサイトにてご覧ください。

第9回 松戸クリスマス音楽祭第9回 松戸クリスマス音楽祭  ライブ配信スケジュール

フリューゲルホルン：

シュテファン・ハイメル

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
首席トランペット奏者

テナーホルン：

ラース・ミヒャエル・ストランスキー

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
ホルン奏者

フリューゲルホルン：

ユルゲン・ペッヒャッカー

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
首席トランペット奏者

テューバ/アコーディオン：テューバ/アコーディオン：

クリストフ・ギークラークリストフ・ギークラー

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
首席テューバ奏者首席テューバ奏者

Betty大竹Betty大竹（ボーカル＆ギター） （ボーカル＆ギター） 小野考司小野考司（ピアノ）（ピアノ）

演奏曲 ： Mas Que Nada(マシュケナダ) Amapola (アマポーラ) Over the Rainbow (虹の彼方に) 他
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11/2111/21
（土）（土）Live

11/2811/28
17：00～17：00～

（土）（土）Live

11/2911/29
13：30～14：3013：30～14：30

（日）（日）Live

12/612/6
14：00～14：00～

（日）（日）Live

12/1212/12
14：00～14：00～

（土）（土）Live

戸定邸戸定邸

松戸市民劇場松戸市民劇場（☎︎047-368-0070）（☎︎047-368-0070）

17:00開演17:00開演（16:15開場）（16:15開場）

一般一般2,000円  2,000円  中学生以下中学生以下1,000円1,000円
チケット・お問い合わせ ： まつど響かせ隊ムーンライトコンサート事務局チケット・お問い合わせ ： まつど響かせ隊ムーンライトコンサート事務局
 090-4924-2016090-4924-2016

葛西屋呉服店葛西屋呉服店

14：30～14：30～

旧斉藤邸旧斉藤邸
旧齋藤邸の敷地には、主屋、離れ、竹紙工房、門などがあり、敷地面積は約

5,500 平方メートルあります。平成10 年（1998 年）に、生涯学習や文化の発

展に資することを目的として、当時所有者であった齋藤トシ様より松戸市へ寄贈

されました。現在、旧齋藤邸は生涯学習の場として利用されています。また、竹紙

工房では、庭園の竹を利用した竹紙も作成しています。東松戸駅より徒歩13分。

演奏曲 ： ノクターン(グリンカ)
クリスマスソング　他

演奏曲 ： アメージンググレイス　アヴェマリア　カッチーニ　チャールダーシュ　他

演奏曲 ： 「1867」他

演奏曲 ： バッハ　無伴奏チェロ組曲より　G線上のアリア
佐野  雅子　空へ
ピアソラ　アヴェマリア
日本の唱歌より　季節のメドレー  他

演奏曲 ： ベートーヴェン　ピアノソナタ「テンペスト」
ベートーヴェン　メヌエット
シベリウス　もみの木
スィーツィンスキー　ウイーン我が夢の街
マスネ　タイスの瞑想曲　他

小橋ちひろ小橋ちひろ（ハープ）（ハープ）

石川寛子石川寛子（ヴァイオリン）（ヴァイオリン）

戸定邸アンサンブル戸定邸アンサンブル

白神あき絵白神あき絵（チェロ）（チェロ）

佐野雅子佐野雅子（キーボード）（キーボード）

今年は国の登録有形文化財 「旧斎藤邸」よりライブ配信にて演奏致します。

趣ある日本家屋で奏でるハープの美しい響きをお楽しみください。

来年の大河ドラマは「青天を衝け」では戸定邸を建てた徳川

昭武に随行して1867 年パリ万博に赴いた渋沢栄一が主人公

となります。この時の波瀾のドラマと現在の戸定邸の姿を重

ね合わせ、荒川洋氏により作曲された楽曲が「1867」です。

今年は新型コロナ感染防止と全国への情報発信を目的として

無観客でオンラインコンサートを行ないます。

美しい着物に囲まれながら奏でる、美しいチェロの音色。

大学進学前から同じ門下でアンサンブルを重ねてきた2 人の息の合った

ハーモニーをお楽しみ下さい。馴染みのある曲から、ちょっと目新しい曲まで

寛ぎながらお楽しみ頂けるプログラムをご用意しております。

毎年好評を頂いておりますヴァイオリンのソロコンサートですが、

今年はライブ配信にてお送り致します。

天性のソリスト・石川寛子さんが、無伴奏で奏でる圧巻の演奏を

お聴きください！

クリスマスクリスマス
ハープコンサートハープコンサート

Moonlight Concert ⅣMoonlight Concert Ⅳ
街はステージ  松戸宿・旧水戸街道で音楽を街はステージ  松戸宿・旧水戸街道で音楽を

戸定邸 ONLINE 戸定邸 ONLINE 
コンサートコンサート

デュオによるデュオによる
クリスマスコンサートクリスマスコンサート

ヴァイオリンコンサートヴァイオリンコンサート

松戸観光案内所松戸観光案内所

小原由起子小原由起子（ピアノ）（ピアノ）

井崎真理井崎真理（ヴァイオリン）（ヴァイオリン）

脇野真樹脇野真樹（ヴァイオリン）（ヴァイオリン）

小原裕樹小原裕樹（トランペット）（トランペット）
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※関連動画はすべてYouTubeからの配信となります。

毎年松戸クリスマス音楽祭にご参加頂いている演奏者の皆様より、毎年松戸クリスマス音楽祭にご参加頂いている演奏者の皆様より、

今年の松戸クリスマス音楽祭のために素敵な演奏動画を作って頂きました。今年の松戸クリスマス音楽祭のために素敵な演奏動画を作って頂きました。

コロナ禍ではありますが、ひと時のクリスマス気分を味わって頂ければと思います。コロナ禍ではありますが、ひと時のクリスマス気分を味わって頂ければと思います。

12/1912/19
14：00～14：00～

（土）（土）Live

12/2012/20
16：00～16：00～

（日）（日）Live

第9回 松戸クリスマス音楽祭第9回 松戸クリスマス音楽祭  動画配信一覧 Archive

吉祥寺吉祥寺

アリエッタホールアリエッタホール

開山の記録ははっきりしませんが、

天和年間（1681 〜1684）の石碑

があり、水戸街道の宿場町松戸が

誕生した頃には存在したと推測され

ます。薬師堂に納められるご本尊の

薬師如来像は、弘法大師自らが一

本の木から三体の薬師像を作り、根

本を根本吉祥寺、中根を馬橋中根

寺、上部を印西市歓喜院に祀られた

もので、地名もその古事に由来する

と伝えられています。

吉祥寺吉祥寺  
お寺でクリスマスコンサート7！お寺でクリスマスコンサート7！

クリスマス☆トリオクリスマス☆トリオ

今年で7 年目となりました、仏教のお寺でキリ

スト教のクリスマス音楽という異文化コラボの

演奏会。今回は初のライブ動画での配信となり

ますが、是非くつろぎながらお楽しみ下さい。

2020 年、生誕250 年を迎えた楽聖ベートーヴェンの名曲メドレー、

ベートーヴェンの友フンメルによる本格的三重奏曲、

そして2021 年、生誕100 年を迎える鬼才ピアソラまで、

すべてフルート、チェロ、ピアノのトリオ編成で

バラエティー豊かにお届けします！

演奏曲：ベートーヴェン：悲愴より第2
楽章、月光より第1楽章、歓びの歌
フンメル：「美しいミンカ」の主題によ
るアダージョ・変奏曲・ロンド 作品78
ピアソラ：アヴェマリア　他

５人の作曲家による、アヴェ・マリア５人の作曲家による、アヴェ・マリア

おうちでハープデュオおうちでハープデュオ

クリスマスコンサート2020クリスマスコンサート2020

石川寛子石川寛子（ヴァイオリン）（ヴァイオリン）

KOHASHIKOHASHI
Harp duoHarp duo

黒木 良太黒木 良太
（トロンボーン）（トロンボーン）

笹田 圭子笹田 圭子
（ピアノ）（ピアノ）

毎年クリスマス音楽祭に出演させていた
だけるのを楽しみにしています。今年は配
信という形になりましたが、世界中の方々
に松戸クリスマス音楽祭を知っていただく
チャンスだと思っています。自粛期間中に
YouTube で沢山の配信をしてきました
のでチャンネル登録して頂けると嬉しいで
す。コメントもお待ちしています！

毎年アリエッタホールで行わせて頂いているクリスマス
コンサートですが、今年はオンラインで演奏をお届けす
る事になりました。皆様にお目にかかる事が出来ず残念
ですが、私たちの曲を聴きながら近づくクリスマスを心
待ちにして頂ける事を願って演奏させて頂きます。

松戸市出身、共に東京芸術大学卒業の姉妹によるハープデュ
オです。姉妹ならではの息のあった演奏には定評があります。
ハープ２台が織り成す華やかで美しい響きを、ご自宅で気軽に
お楽しみください。

演奏曲：グノー アヴェ・マリア／
シューベルト アヴェ・マリア／カッチーニ アヴェ・マリア
マスカーニ ヴェ・マリア／ピアソラ アヴェ・マリア

Pie Jesu：フォーレ
ロッタの歌：ヤン サンドストレム
悲愴 第2楽章：ベートーヴェン
ホワイト クリスマス
もろびとこぞりて

演奏曲：
・小舟にて(ドビュッシー)
・グリーンスリーヴス
・サウンドオブ

ミュージックメドレー
(ロジャース)

・きよしこの夜
(グルーバー)

トランペットとトランペットと
ピアノで聞くピアノで聞く
クリスマスソングクリスマスソング
まつど響かせ隊まつど響かせ隊

（小原裕樹・小原由起子）（小原裕樹・小原由起子）

松戸クリスマス音楽祭では毎年演奏させて頂いて
おります。今年は演奏会へ足を運べない方も、お
好きなところでトランペットとピアノの演奏をお楽
しみください。

演奏曲：スタイン：レット・イット・スノー
マーティン／ブレイン：メリー・リトル・
クリスマス／トーメ：ザ・クリスマスソ
ングバッハ：羊は草を食み／アダン：
オー・ホーリー・ナイト

まつど響かせ隊まつど響かせ隊
小原裕樹小原裕樹（トランペット）（トランペット）

梅津千恵子梅津千恵子（パーカッション）（パーカッション）

小原由起子小原由起子（キーボード）（キーボード）

内藤雅子内藤雅子（フルート）（フルート）

小川泰則小川泰則（チェロ）（チェロ）

上野範子上野範子（ピアノ）（ピアノ）

演奏曲：モーツァルト：「ドイツ舞曲」
より”そりすべり”
ビゼー：歌劇「カルメン」より”カスタ
ネットの踊り”
クリスマスナンバー　他

〈注〉松戸市民劇場以外のすべての演奏会は無観客となり一切入場はできませんので、予めご了承下さい。〈注〉松戸市民劇場以外のすべての演奏会は無観客となり一切入場はできませんので、予めご了承下さい。
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フルート 内藤雅子、チェロ 小川泰則、ピアノ 上野範子がお届けするフルート 内藤雅子、チェロ 小川泰則、ピアノ 上野範子がお届けする

クラシックなひとときクラシックなひととき
クリスマス☆トリオクリスマス☆トリオ

演奏曲 ：
クリスマス・キャロル集
荒野のはてに
クリスマス・ソング集
アヴェ・ヴェルム・コルプス
さやかに星はきらめき

大切な人と聴きたい大切な人と聴きたい
クリスマスコンサートクリスマスコンサート

～ふたりのしょうこの～ふたりのしょうこの
　　 ピアノの調べ～　　 ピアノの調べ～

今回のオンラインコンサートで

は、皆様に１年の感謝を込めて、

芸大での同級生、三界晶子さん

との連弾をお届けします。

２０２０年を振り返りながら、祈りを

込めてクリスマスにふさわしい名

曲をお贈りいたします。大切な方

とご一緒に心が繋がるひととき

を過ごせましたら幸いです。

演奏曲 ： ショパン：幻想即興曲、
モーツァルト：４手のピアノソナタKV５２１ 
オペラ座の怪人

主にクラシック音楽を

得意とする松戸にゆか

りのある３人組。第２回

より毎年毎回アリエッ

タホールに出演してい

ます。過去のコンサー

トから選りすぐりのク

リスマス曲をお楽しみ

ください♪

ボサノヴァボサノヴァ

今回は、ブラジル人パーカッ
ションのクラウジオを迎えて、
ボサノヴァのスタンダードソ
ングと、クリスマスソングを演
奏します。

演奏曲 ： Winter Wonderland 
イパネマの娘
黒いオルフェ(カーニバルの朝)
おいしい水
The Christmas Song 

Betty大竹Betty大竹
　  &　  &
クラウジオクラウジオ

X'mas DUOでX'mas DUOで
楽しむJAZZ楽しむJAZZ
pianopiano
諸戸勝也諸戸勝也

（もろとかつや）（もろとかつや）

vocal vocal 
鈴木　誠鈴木　誠

（まっく すずき）（まっく すずき）

2020年は3月頃よりステイホームを強いられ、何ともやりきれない日々を過ごしてき

ました。ワクチンの開発も徐々に進み、国の発表では2021年春ごろまでには接種可

能のようです。2020年X'mas音楽祭はピアノとのデゥオでしっとりといきたいと思

います。

演奏曲 ： WhiteChristmas、Feelihg、nearness of you、 But beautiful、Smile

木島絵里子ヴァイオリン木島絵里子ヴァイオリン
動画配信コンサート動画配信コンサート
with太刀川琴絵with太刀川琴絵
木島絵里子木島絵里子（ヴァイオリン）（ヴァイオリン）

今年生誕250 周年記念であるベートー

ヴェンの作品を集め演奏いたしました。

例年とは違う形での開催ですが、ご自

宅でくつろぎながらお楽しみください。

演奏曲 ： ベートーヴェン　メヌエット ト長調
ベートーヴェン ロマンス 第1番 ト長調 Op.40
ベートーヴェン ソナタ第8番 ト長調

Op.30-3より第1楽章
クリスマスソング　きよしこの夜

Let's X'mas dinner!!Let's X'mas dinner!!
hapimomohapimomo
今年はおうちで、素敵なX'mas

ディナーと共にお楽しみいただ

けるような、ジャズやクラシッ

ク、ミュージカルなどをご用意

しました！ 鍵盤ハーモニカと

チェロが作り出す世界を、のん

びりワイン片手にお楽しみいた

だけたらと思います。

演奏曲 ： 星めぐりの歌
アルベニスのタンゴ
Amazing grace
茶色の小瓶
サウンド・オブ・ミュージックメドレー

演奏曲 ： Monochrome
(モノクローム)オリジナル曲
Admiration
(アドミレーション)オリジナル曲
見上げてごらん夜の星を　坂本九

松戸クリスマス・サクソフォンコンサート松戸クリスマス・サクソフォンコンサート

演奏曲 ： 星に願いを(L.ハーライン)
アヴェ・マリア(G.カッチーニ)
サクソフォビア(R.ヴィードフ)
そりすべり(L.アンダーソン)
ウィンター・ワンダーランド(F.バーナード)

近田めぐみ近田めぐみ(saxophone)(saxophone)

大山貴士大山貴士(piano)(piano)

アルトサクソフォンとピアノの

演奏会はいかがですか？今年

のクリスマスコンサートは動

画配信ということで、お好き

な場所でお好きな時間に音楽

を楽しんで頂けるような曲を

５つ選んでみました。来年は

また生演奏をお届けできたら

なと思います♪
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音大生他の皆様による演奏動画

※関連動画はすべてYouTubeからの配信となります。

動画配信一覧 Archive

クリスマス演奏会2020クリスマス演奏会2020

レーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団から、昨年もアンサンブルを組んだこの
4 人で出演させていただきます！ 一緒に食べたラーメンが美味しかったなぁ、また食
べたいなぁ、なんてことを考えながら練習に励んでまいりました。私たちらしく楽し
んで演奏いたしますので、どうぞお聴きください！

演奏曲：
・メンデルスゾーン
弦楽四重奏曲第2番第1楽章

・メンデルスゾーン
弦楽四重奏曲第6番第1楽章

・ベートーベン
弦楽四重奏曲第6番第4楽章

・あわてんぼうのサンタクロース 
2020松戸ver.

レーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団よりレーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団より
岩瀬健太、川上創、矢次沙妃、日向結花岩瀬健太、川上創、矢次沙妃、日向結花

2台のヴァイオリンによる二重奏2台のヴァイオリンによる二重奏

Tel Tuba and Music at Tel Tuba and Music at 
松戸クリスマス音楽祭松戸クリスマス音楽祭

Silk Wave Brass Silk Wave Brass 
クリスマスコンサートクリスマスコンサート

女声アンサンブルで楽しむ女声アンサンブルで楽しむ
クリスマスコンサートクリスマスコンサート

聖徳トランペットコンサート聖徳トランペットコンサート

数々のイベントが中止されるな
か、このような演奏の機会を頂
き、ありがとうございます。「ステ
イホーム」を行う中で、今まで何
気なく享受してきた音楽の有り
難みを痛感し、今回は、以前の日
常が再び訪れることを願い、共に
演奏できる喜びを噛み締めなが
ら、演奏させていただきました。
お聴き頂ければ幸いです。

はじめまして！Tel Tuba and Music
の管理人Tel です！
普段は一人で作曲と演奏をしている
チャンネルですが、今宵は松戸クリスマ
ス音楽祭のためにゲストのDTMer の
Reo さんとピアニストのヒサトモさん
をお招きしてオンライン演奏への新し
いチャレンジをしたいと思ってます！
乞うご期待！！

この度は再びお誘い頂きあ
りがとうございます！色々な
演奏会がコロナで中止にな
りましたが、金管の音色で、
皆様に明るい演奏をお届け
したいと思います！

こんにちは！
piacevole quartetto
です。このグループは聖徳大学
音楽教員養成コースの、歌うこ
とが好きなメンバーで構成さ
れています。
今回演奏する曲は、クリスマス
にぴったりな曲ばかりですの
で、どうぞお楽しみください♪

オリジナルアレンジによるトランペット７本とキーボードに
よるリモートアンサンブルです。ここでしか聞けないトラ
ンペットアンサンブルのサウンドをお楽しみください。

演奏曲：
J.S.Bach:「二つのヴァイオリンのた
めの協奏曲」より第1楽章

演奏曲：
サンタが町にやってくる　ほか

演奏曲：
クリスマスメドレー
聖者のハレルヤ　ほか

演奏曲：
「サンタが街にやってくる」
「アメイジング・グレイス」 他

演奏曲：
「ヒール・ザ・ワールド」
「レッドクリフ」 他

レーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団よりレーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団より
1stVn: 中村有汰　2ndVn: 小田中隼人1stVn: 中村有汰　2ndVn: 小田中隼人

東京音大 Tel Tuba and Music東京音大 Tel Tuba and Music

東京音大東京音大
Silk Wave BrassSilk Wave Brass

ヴァイオリンとヴィオラによる二重奏ヴァイオリンとヴィオラによる二重奏

今回演奏させていただいた曲
は、宮廷から作曲を命じられなが
らも病気で伏してしまった友人
ハイドンに代わり、モーツァルト
が急遽作曲したという、非常に心
暖まるエピソードを持つ曲です。
以前の日常に戻れぬ日々が続き
ますが、こんな時こそ音楽を通し
て心を潤すことができたらと切
に願います。

演奏曲：
W.A.Mozart: 「ヴァイオリンとヴィオ
ラのための二重奏曲 ト長調 K.423」
より第1楽章

レーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団よりレーベンスルストフィルハーモニー管弦楽団より
Vn: 中村有汰　Va: 藤森真友子Vn: 中村有汰　Va: 藤森真友子

piacevole quartettopiacevole quartetto
石丸りえ　平山さくら　桃井美空　小松みさ希　Pf.板垣茉莉乃石丸りえ　平山さくら　桃井美空　小松みさ希　Pf.板垣茉莉乃

リモート演奏によるトランペットアンサンブルリモート演奏によるトランペットアンサンブル
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今年は生演奏を聴きながらお食事をお楽しみ頂くイベントが難しい今年は生演奏を聴きながらお食事をお楽しみ頂くイベントが難しい

ため、期間中は松戸クリスマス音楽祭特別メニューにてお楽しみ下ため、期間中は松戸クリスマス音楽祭特別メニューにてお楽しみ下

さい。期間中各参加店舗では、松戸クリスマス音楽祭オリジナルアさい。期間中各参加店舗では、松戸クリスマス音楽祭オリジナルア

ルバムをランダムに流して頂く予定です。少しでもクリスマス気分をルバムをランダムに流して頂く予定です。少しでもクリスマス気分を

味わって頂けますように…味わって頂けますように…

素敵な音楽を聴きながら、クリスマスならではのディナータイムをお楽しみ下さい！素敵な音楽を聴きながら、クリスマスならではのディナータイムをお楽しみ下さい！

※各レストランにてお食事をお楽しみ頂きながら演奏をお聴きください。※各レストランにてお食事をお楽しみ頂きながら演奏をお聴きください。

　三密を避けるため、通路に立ち止まってお聴き頂く事はご遠慮下さい。三密を避けるため、通路に立ち止まってお聴き頂く事はご遠慮下さい。

＜予約先電話番号＞＜予約先電話番号＞

チーズエッグガーデンチーズエッグガーデン

　　　  （チーズ・卵料理）   （チーズ・卵料理） 047-365-7189047-365-7189

仙臺たんや 利久（牛たん） 仙臺たんや 利久（牛たん） 047-711-5080047-711-5080

鎌倉バスタ（パスタ） 鎌倉バスタ（パスタ） 047-712-1380047-712-1380

大かまど飯　寅福（和食） 大かまど飯　寅福（和食） 047-312-4520047-312-4520

東京ガパオ東京ガパオ

   （エスニック・アジアン）   （エスニック・アジアン） 047-702-7530047-702-7530

杵屋（うどん・どば） 杵屋（うどん・どば） 047-366-2860047-366-2860

とんかつ新宿さぼてん（とんかつ） とんかつ新宿さぼてん（とんかつ） 047-710-5315047-710-5315

 松戸クリスマス音楽祭 松戸クリスマス音楽祭  

飲食店情報

MESHIアガール クリスマス・ナイト！MESHIアガール クリスマス・ナイト！ アトレ松戸 7Fレストランフロア

12/2412/24 12/2512/25
18：00～18：00～
19：00～19：00～

17：00～17：00～
18：00～18：00～
19：00～19：00～

（土）（土） （日）（日）

石川寛子石川寛子
（ヴァイオリン）（ヴァイオリン）

1

イルレガーロ

4

モンキー

5

天廣堂

7

カオリ

竹川由紀乃竹川由紀乃
（アコーディオン）（アコーディオン）

佐藤泰子佐藤泰子
（ソプラノ）（ソプラノ）

中国菜ドメーヌ中国菜ドメーヌ 自然派中華とワインと自然派中華とワインと
音楽のハーモニー。音楽のハーモニー。

3日間限定の豪華クリスマスコースのご用意ございます。3日間限定の豪華クリスマスコースのご用意ございます。

オリジナルメニュー 6,800 円（税別）（ご提供期間12 月23 日〜25 日ディナータイムのみ、前

日までの完全ご予約制）内容：ウェルカムドリンク1 杯サービス/ フカヒレとカニ肉の淡雪スープ/ 北京ダッ

ク入り前菜盛り合わせ/ 旬の海鮮料理/ 広東風ローストダックとクリスピーチキンの盛り合わせ/ 旬の彩り

野菜炒め添え/ 豚ぼ角煮入りドメーヌ特製チマキ/ デザート TEL： 047-393-8480

オステリアタナロオステリアタナロ 最高のイタリア料理と最高のイタリア料理と
ワインワイン

音楽祭特別ディナーコース（松戸クリスマス音楽祭期間中） 6,500 円（税別）

今年は生演奏なしの音楽祭ですが音楽祭特別コースをご用意致しました。素敵なBGM と一緒にお楽しみ

ください。※12/24、12/25 の二日間は8500 円税別のクリスマスコース料理のみのご案内となります。

※いずれのコースも前日までの予約制。 TEL： 047-712-1992

音楽祭特別コースをご用意致しました。音楽祭特別コースをご用意致しました。

和 実花和 実花
創作和食創作和食

松戸クリスマス音楽祭オリジナルメニュー 6,500 円（税別）

コロナ禍で生演奏ができず残念ですが、演奏家たちの音楽を聴きながらのクリスマス限定コース料理で、

お客様に素敵なクリスマスを過ごして頂ける様、心込めてご用意致します。1 日も早くコロナ禍が収束する

ように自分が出来る事に最善を尽くします。 TEL： 090-6002-8247

音楽祭特別コースをご用意致しました。音楽祭特別コースをご用意致しました。
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Map Map 

主　　催：松戸駅周辺商業協同組合

後　　援：（公財）松戸市文化振興財団

（一社）松戸市観光協会

松戸商工会議所

松戸駅周辺活性化推進協議会

松戸クリスマス音楽祭実行委員会：
トラベラーズ・カフェ（プロデュース）、松戸クラッシック音楽を楽しむ会（企画協力）、

㈲宝星、八嶋商店、葛西屋呉服店、㈲鈴和商会、㈱有田商店、㈱山一ハウス

参加団体（順不同）

松戸駅前商工振興会、本町大通り商店会、本町中通り共栄会、高砂通り商店会、不動会、二丁

目中通り商店会、きてみてまつど通り商店会、アトレ松戸、プラーレ松戸、キテミテマツド、JR東

日本松戸駅、新京成電鉄、野村證券松戸支店、SMBC日興証券松戸支店、千葉銀行松戸支店、

みずほ銀行松戸支店、聖徳大学、松戸商工会議所、松戸市
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松
戸
神
社

松先稲荷

神
田
川

江戸川

千葉大学園芸部

金比羅神社

ライオンズステーション
タワー松戸

平潟神社
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経世塚

西蓮寺

北西

東南

三河屋

Monkey

スタジオ宝星
（B1F）

酒処ひよし

和実花

カフェ・ド・カオリ

葛西屋

ドメーヌ

松戸市観光協会
イル・レガーロ

華苑

試飲会場酒森（2F）

オステリア タナロ

類

カフェ琥珀
峰月

サントロペ

市民会館

天廣堂

料亭富吉

キテミテマツド

プラーレ松戸
グリーンルーム（屋上）

松戸駅
西口

東口

東
西
自
由
通
路

アリエッタホール（2F）
karugamo coffee（2F）

※森のホール21は月曜日休館です。

　（ただし祝日と重なる場合は開館し、

その翌平日休館します。）

※森のホール21駐車場は

大変混雑します。

電車・バスをご利用ください。
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