
お仕事帰りのひとときを、無料ライブでお楽しみください。

vol.217 　令和5年6月15日（木）
Duo A&K ピアノ連弾コンサート
～華麗なる4手の技～

Duo A&K
　生田 敦子　〈ピアノ〉
　生田 惠子　〈ピアノ〉

　生田敦子・惠子姉妹によるピアノデュオ。2003年スイスのエンガ
ディン音楽祭におけるラフマニノフの連弾曲の演奏が好評を博し、
チューリッヒ芸術大学教授シェルバコフの推薦でピアノデュオを結
成。イブラ国際コンクールでの入賞をきっかけに活動基盤が広がり、
ジュネーヴ高等音楽院にて正規のピアノデュオとしての研鑽を積む。
国内外のオーケストラとの共演や本格的なコンサートからエンター
テイメント性の高い企画まで、幅広く活動。
　2014年にファーストアルバム『Joie de Duo（連弾の喜び）』をリ
リース。2016年より飲み放題のワインと共に音楽を楽しむコンサー
トシリーズIn Vino Musica、2018年より才能ある海外アーティス
トを招聘共演するLe Vent de Suisseシリーズを主催。2021年セ
カンドアルバム『カレイドスコープ』をリリース。姉妹ならではの一糸
乱れぬアンサンブルが小気味よく織りなす、音の万華鏡。4手連弾の
魅力と可能性を追求した渾身のアルバムとして好評を博している。

令和5年６月17日（土）
午前11時開演

TEL 047-423-7261
船橋市本町1-3-1 フェイスビル6階
JR・東武船橋駅南口、京成船橋駅徒歩2分

会　場

18：00　入場無料　定員250名
18：30（約45分）

船橋市民文化創造館主　催

vol.216 　令和5年5月18日（木）
フルートとピアノで奏でる音楽会
～華麗なるクラシックの世界へようこそ～

竹下 麻美　〈フルート〉
　3歳よりピアノを始め、13歳より中学校の吹奏楽部にてフルートを始め
る。 
　第16回下倉楽器ソロコンテスト一般の部優秀賞を受賞。木管部門第1
位。東京国際芸術協会よりオーディション合格(学費全額免除)を経て、
ウィーン国立音楽大学に留学。ディプロマ取得、選抜の修了演奏会に出演す
る。 横浜国際音楽コンクール入選、ANP全日本演奏家協会主催 第16回ル
ブリアン・フランス音楽コンクール入選、入賞者披露演奏会に出演する。他
入賞歴多数。 AMAピアノと歌と管弦のコンクール、日本クラシック音楽コン
クール、“万里の長城杯”国際音楽コンクールにおいては優秀指導者賞を受
賞する。 
　演奏活動を精力的に行う傍ら、各種コンクールの審査員を務めMamiフ
ルート教室を主宰、市原市のあいカルチャー教室講師、学校訪問など後進の
指導にも力を入れている。
　株式会社オリエンタルランド勤続7年の経験有り。
◆好きな飲み物：小松菜ハイボール／趣味：愛犬と遊ぶ

高知尾 純　〈ピアノ〉
　4才よりピアノを始める。東京音楽大学ピアノ科卒業。クラシック／ミュー
ジカルを中心に全国各地で演奏活動を行う。P.I.A.Japanピアノコンクール 
金賞・ザイラー賞。“万里の長城杯”国際音楽コンクール ピアノ部門４位 及
び 優秀伴奏者賞。
　一方で制作業も盛んで、2017年より毎年「真岡ミュージカル」の音楽の作
曲・編曲を担当。他に、とちぎテレビ「わいわいボックス」テーマソング、浅井
歯科クリニックCMソング等、幅広く楽曲を提供している。
　2015年より京成ホテルミラマーレの音楽プロデューサーとして、地域に
根付く音楽文化の貢献にも力を入れている。
◆好きな飲み物：船橋ビール／趣味：ローカル線の旅
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vol.216 　令和5年5月18日木
フルートとピアノで奏でる音楽会
～華麗なるクラシックの世界へようこそ～

竹下 麻美〈フルート〉
高知尾 純〈ピアノ〉

vol.217 　令和5年6月15日木
Duo A&K ピアノ連弾コンサート
～華麗なる 4 手の技～

Duo A&K
生田 敦子〈ピアノ〉
生田 惠子〈ピアノ〉

令和5年7月15日（土）午後2時30分開演



船橋市民文化創造館主　催

お仕事帰りのひとときを、無料ライブでお楽しみください。

vol.218 　令和5年7月20日（木） vol.219 　令和5年9月21日（木）

18：00　入場無料　定員250名 
18：30（約45分）

TEL 047-423-7261
船橋市本町1-3-1 フェイスビル6階
JR・東武船橋駅南口、京成船橋駅徒歩2分

会　場

vol.218 　令和5年7月20日木
Jabuticaba +1
～躍動するジャズライヴ～ 

Jabuticaba
永武 幹子〈ピアノ〉

加納 奈実
〈アルトサックス・ソプラノサックス〉

工藤 精〈ベース〉

vol.219 　令和5年9月21日木
船橋よりみち落語会
～春風亭橋蔵・瀧川鯉舟二人会～  

春風亭 橋蔵
瀧川 鯉舟

　　　　  令和5年10月7日土
第11回 船橋のたからもの！船橋の郷土芸能

「二宮神社の神楽」
 二宮神社神楽はやし連

※都合により出演者が変わる場合がございます。

Jabuticaba +1
～躍動するジャズライヴ～

Jabuticaba
　サックス加納奈実とピアノ永武幹子のデュオユニット。幹に実が直
接なるブラジル原産の植物“ジャボチカバ”がユニット名の由来。
2021年に1st Album『Jabuticaba』をリリース。

永武 幹子　〈ピアノ〉
　船橋市出身、在住。4歳よりヤマハ音楽教室でクラシックピアノを始める。
中学時代は法田中学校ブラスバンド部に所属。早稲田大学入学後、同大学
モダンジャズ研究会に入りジャズに目覚める。現在は増尾好秋（ギター） グ
ループ等 様々なバンドに参加する他、自身のバンド永 武 幹子Trioや
J.J.Soul、DuoユニットJabuticabaをメインに全国的に活動する。

加納 奈実　〈アルトサックス・ソプラノサックス〉
　4歳よりクラシックピアノ、9歳よりジャズアルトサックスを学ぶ。名古屋
音楽大学ジャズ・ポピュラーコース首席卒業。2016年、New Orleans 
Jazz&Heritage Festivalに高澤綾バンドのメンバーとして出演。現在は
リーダーカルテット“mawsim”、永武幹子とのDUO“Jabuticaba”を中心
に全国的に活動を展開。2021年7月公開、細田守監督作品 映画“竜とそば
かすの姫”ルカちゃん役のアルトサックスの音を担当。

工藤 精　〈ベース〉
　音楽好きの両親の影響で、音楽が日常にある少年時代を過ごす。中学3
年の時に初めてエレキベースを手にする。ビートルズとジャコ・パストリアス
が大好きなロック少年だった。92年弘前大学入学と同時にジャズ研に所属。
ここでジャズとウッドベースに出会う。98年にギタリストの広木光一グルー
プに参加をきっかけに上京、東京でプロとして活動を開始。日野皓正、鈴木
勲、高橋知己、秋山一将、Orange Pekoe、植村花菜、MITCH、坂本愛江な
ど様々なアーティストと共演。温かい音色と幅広い音楽性で定評があり、数
多くのレコーディングやセッションに参加している。
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第11回　船橋のたからもの！ 船橋の郷土芸能
「二宮神社の神楽」

二宮神社神楽はやし連
船橋市の財産である郷土芸能（神楽）と、それを継承する地域の

方々を解説付きで紹介します。地元地域でしか見ることのできない
神楽を、きららホールでご覧いただけます。

神楽とは、神に奉納するために行われる舞楽で、宮中で行われる
“御神楽”と、民間で行われる“里神楽”に分けられます。本市の神楽
は里神楽で、市内五つの神社に伝承されています。県内でもこれほ
ど多くの神楽が残されている所は少なく、船橋の文化の特徴といえ
ます。

今回出演する二宮神社で現在伝えられている神楽は、①覡舞②
翁舞③猿田舞④神明舞⑤天狐舞⑥うずめ舞⑦ひりこ舞⑧おかめ舞
⑨宝剣打ち⑩かとり舞⑪源三位（ぬ
え退治）⑫玉取舞⑬山神舞⑭大黒
舞⑮獅子舞⑯鬼の舞、の計16座。

このうち、②翁舞③猿田舞④神
明舞は“三座”と呼ばれ特に重要だ
とされ、⑭大黒舞⑮獅子舞⑯鬼の
舞は節分祭でのみ演じられます。

二宮神社の神楽は関東地方に広
く伝わる十二座神楽に属するもの
ですが、神社に奉納する神事という
厳粛な面と、祭礼における娯楽性と
いう面をあわせもつ神楽です。

令和5年10月7日（土）
14：30開場　15：00開演船橋よりみち落語会

～春風亭橋蔵・瀧川鯉舟二人会～  

春風亭 橋蔵
和歌山県日高郡みなべ町出身
東京経済大学出身
船橋市山野町在住
2014年3月
春風亭柳橋に入門　
前座名「かん橋」
2014年3月楽屋入り
2018年4月より
二ツ目昇進「橋蔵」
◆趣味：アーセナル、
パンダ、サウナ、コーヒー

瀧川 鯉舟
秋田県湯沢市稲庭町出身
東洋大学
市川市東菅野（本八幡）在住
2013年9月 
瀧川鯉昇に入門 
前座名「鯉佐久」
2014年8月 
楽屋入り
2018年9月より
二ツ目昇進「鯉舟」
◆趣味：森林浴
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開場 14：30　定員250名
開演 15：00（約90分）
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