
セント・パトリックス・デーを
お祝いして

2019年3月12日 火

開演 19:00（開場18:30）
 19:00 アイルランドのご紹介
 19:15頃 コンサート

会場 千代田区立 内幸町ホール
 入場無料 

演奏曲目

ゴールウェイの旅　A Trip to Galway

小さな水差し　The Cruiskeen Lawn

妖精の王様　The King of the Fairies/Hornpipe

行って、愛しい人よ　Shule Agra

マローの道楽者（アイルランド組曲より）　The Rakes of Mallow

ユー・レイズ・ミー・アップ　You Raise Me Up

カロランのコンチェルト（イタリアン・バロックとトラディショナル）
　Carolan's Concerto/ T. O'Carolan  
タイタニック・メドレー
　Titanic medley :"My Heart Will Go On", "Blarney Pilgrim", "John Ryan's Polka" 

など

お問い合わせ先：千代田区立 内幸町ホール　東京都千代田区内幸町1-5-1  電話 : 03-3500-5578

主催　内幸町ホール
後援　アイルランド大使館

celebrate
St. Patrick's Day

～吟遊詩人ハープ、アイリッシュハープと共に～
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千代田区内幸町ホール文化祭

司会： 松島まり乃 
出演： レインボー・アイリッシュハープ・アンサンブルと仲間たち
 （菊地 恵子　近藤　 薫　高山 聖子）



菊地 恵子　Keiko Kikuchi
日本ではケルトハープ音楽の研究者・演奏家と

して知られ、日本各地（大学を含む）で関連

の講演とハープ（金属弦ハープ・吟遊詩人ハープ・

ケルトハープ・グランドハープ）の演奏をまじ

えた幅広い活動をしている。特にアイルランド

大使館では1997年から毎年、また 2005年
はメアリー・マッカリース・アイルランド大統

領来日の際の御前演奏を行う。

アイルランド・ファンドでは1998年～2001年・2006年、またイギ
リス大使館、旧ウェールズ開発庁でも演奏。1999年・第11回日本ハー
プコンクール・ノンペダル部門審査員を務める。2006年・CD「ケル
ティックハープの世界」をリリース。日本初「スコットランド文化事典」

で「ハープ」の項目を執筆。2013年・東京国立近代美術館「フランシス・
ベーコン展」にてトークと映像 :アイリッシュハープの文化と歴史 /3種
のアイリッシュハープ演奏会。2014年、セント・パトリックス・デー「I 
Love Ireland」にてレインボー・アイリッシュハープ・アンサンブルを主宰。

2015 年、ストーリー・テラーと共演。2016年、高エネルギー加速器
研究機構（KEK）にてレクチャーと3種のハープコンサート。2017年、
日本ハープ協会「レバーハープ（アイリッシュハープ）の祭典」にて映像

と演奏を交えたレクチャーコンサート。

日本ハープ協会ノンペダルハープ（ケルトハープ）研究会委員長。

近藤　薫　Kaoru Kondo
国立音楽大学ハープ科卒。

第15回読売新聞「コンセール・アミ」オー
ディション第一位入賞。ヘンデル、モーツァ

ルト、グランジャーニー、タイユフェールのコ

ンツェルトをオーケストラと共演する他、ソ

ロ、アンサンブル、オーケストラ等、東海地

域を中心に演奏。最近は演劇、朗読とのコラ

ボレーション、委嘱作品の初演、能楽堂、美術館での演奏と活動の場

を広げている。2005年、2012年、2015年日本国際ハープ・コンクー
ルの審査員を務める。2017年3月まで名古屋芸術大学演奏学科ハープ、
菊里高校音楽科ハープ講師を勤める。

ヨセフ・モルナール、井上久美子の各氏に師事。フィア・ヴェルクハウ

ト女史のマスター・レッスンを受ける。 日本ハープ協会中部支部支部長。

高山 聖子　Seiko Takayama
国立音楽大学音楽学部器楽学科ハープ専攻

卒。レインボー・アイリッシュハープ・ア

ンサンブルは 2014年から参加。2014年、

2015年、2017年アイ・ラブ・アイルラ
ンドフェスティバルに出演。ヤナーチェク・

フィルハーモニー管弦楽団、ポーランド国立

クラクフ・フィルハーモニー管弦楽団のエキ

ストラ出演や、絢香のバックバンドで日本テレビ系「スッキリ」、テ

レビ朝日系「ミュージックステーション」に出演など、様々な演奏活

動を行っている。2019年 3月アイ・ラブ・アイルランドフェスティ
バルに出演予定。

日本ハープ協会会員。銀座十字屋ハープ &フルートサロン講師。
公式サイト http://www.seikoharp.com/

レインボー・アイリッシュ・ハープ・アンサンブル
The Rainbow Irish Harp Ensemble
2014年、セント・パトリックス・デー（アイルランド共和国の祝祭
日 3月 17日）における『アイ・ラブ・アイルランド・フェスティバル』
にプロのハープ奏者が集まり、アイリッシュハープによるアンサンブ

ルを結成。アイルランドは虹がよくかかることから「レインボー」と

名付ける。2014年千代田区内幸町ホール文化祭コンサート、アイル
ランド・フェスティバルでの演奏、銀座十字屋でのランチ・タイム・

コンサート、アイルランド大使御前演奏、アイリッシュ・レセプショ

ンでの演奏など幅広く活動している。

レパートリーとしては、時に物悲しく、優しい心に響くアイリッシュ

ハープの音色を生かし、日本の音階にも通じるアイルランドやスコッ

トランドのメロディーなどケルト音楽のほか、世界中の美しいメロ

ディーを演奏している。

好評により、2019年 3月 16・17日代々木公園『アイ・ラブ・ア
イルランド・フェスティバル』出演が決定している。

司会
松島 まり乃（ジャーナリスト）
Marino Matsushima
東京生まれ、慶應義塾大学卒。

女性ファッション誌の編集者を経てフリーに。

著書に『アイルランド　旅と音楽』『アイルラ

ンド民話紀行』ほか。シンポジウムやイベント

の司会も手掛けている。
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都営地下鉄 三田線 ： 内幸町 A5番出口から後方の「内幸町交差点」を
  渡らず右折し、「国会通り」の右側。徒歩 5分
 浅草線： 新橋駅 7番出口に向かい内幸町地下通路（E 内幸町 日比谷）
  より徒歩 5分
東京メトロ 銀座線： 新橋駅 7番出口に向かい内幸町地下通路（E 内幸町 日比谷）
  より徒歩 5分
JR 新橋駅（日比谷口）より第一ホテル東京方面広場より階段を下る。
 徒歩 5分
車 専用駐車場はありません。新幸橋ビル等周辺の時間貸駐車場（有料）
 をご利用ください。

アイラブアイルランド・フェスティバル 
2019
2019年 3月16日（土）・17日（日）
会場 : 代々木公園
詳細はフェスティバルホームページにて
http://www.iloveireland.net/

会場のごあんない

千代田区立 内幸町ホール
東京都千代田区内幸町 1-5-1
地下１階
TEL 03-3500-5578

出演者プロフィール


