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「東アジア文化都市」は、日中韓文化大臣会合での合
意に基づき、日本・中国・韓国の３か国において、文化
芸術による発展を目指す都市を選定し、その都市にお
いて、現代の芸術文化や伝統文化、また多彩な生活文
化に関連する様々な文化芸術イベント等を実施する
ものです。2019年は豊島区が選定されました。

TACT FESTIVAL（Theater Arts for Children and 
Teens）は、東京芸術劇場を舞台に、赤ちゃんからシニ
アまで楽しめる上質な舞台芸術作品を紹介するフェス
ティバルとして2010年にスタートし、今年で10回目を
迎えます。演劇・音楽・ダンス等ジャンルを超えたさま
ざまなプログラムを用意しています。

♪タクトフェスティバルとは
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街角ライブは無料です。演奏時間：約30分　予約不要

大人から子供まで楽しめる様々なジャンルの演奏があります。スケジュールを片手に池袋の街を回って聴いてみよう!
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阿佐ヶ谷ファンキーボーイズ

Gipsy Groove
ジプシーキングスが世界を席巻
した情熱＆哀愁のジプシールン
バミュージックを本場そのままの
スタイルで演奏し盛り上げます！

大塚茜×金益研二×山下俊輔

ペレ・ヨヴァノフ（チェロ）

大塚茜×宮本あゆみ
フルート大塚茜とハープ宮本あ
ゆみが奏でる究極の癒しをあな
たに。コンサートを重ねる度にパ
ワーアップしていく魅惑のデュオ
を是非お楽しみください。

音のコノメ

Fiddlasstar mini
アイリッシュ、ブルーグラスなど
のフィドル音楽とジャズの即興性
などを合わせて演奏するバンド。
動物モチーフのオリジナル曲が
魅力。

スタンダードジャズを、温もり溢
れる音色でストレートに歌い上
げるサックスと、深みのあるギ
ターによるシンプルなDUO。

ステップクインテット
風薫る5月の夕暮れ時に、都会の
景色を眺めながら上質な音楽を。
音大でクラシックを専攻した5人の
本格派が、ジャンルの境界線を越
え、本気で音を遊びだす。

鈴木孝彦（ピアノ）
計200万回以上YouTube再生の
ピアニスト。鈴木独自の愛を形に
した「桜の花」他、クラシックの名
曲をお楽しみください。

バロン×工藤精
ベーシスト・工藤精と、ヴォードヴィ
リアン・ウクレレシンガーのバロン。
古いジャズソングやオリジナルな
ど、コミカルでバラエティに富んだ
ショーは必見！ 

金秀一×徐明生×金オル
韓国の民族楽器カヤグムとテピ
リの伝統的で独特な音色に
ヴォーカルが加わり、古典音楽か
らポップスまで幅広い演奏をお
届けします。

LANDMARK BLUE
菅野浩(アルトサックス)と高田み
ち子(ヴォーカル)のコラボレー
ションによりジャズの域を超えた
ネオクロスオーバーな世界をお
届け。

田尻大喜×河野友哉
人を笑顔にするトランペッター
田尻大喜とギタリスト河野友哉
によるDUO。ハートフルな熱い魂
で繰り広げられる唯一無二の世
界をご堪能下さい。

宮本あゆみ（ハープ）
あまり聴く機会の少ないグランド
ハープですが、今回は間近で音
色と響きを堪能できます♪クラ
シックからポップスまでハープの
魅力をお届けします！

山浦文友香（ハープ）
東京音楽大学大学院を修了し、幅
広いジャンルで活躍するハープ
奏者。クラシックから映画音楽、
ポップスの名曲をお送りします。

細川玄ジャズトリオ feat.
Dr. レオナルド 髙木陽光

トランペット、ピアノ、ベース、オ
カリナでジャズを演奏します。
とっても楽しいステージお楽し
みに！

破天航路
殺陣、日本舞踊、ダンス、バンドが
融合！オリジナル曲に加え、江戸
時代の流行歌である端唄（はう
た）を現代に独創的に蘇らせる！

芸劇ウインド
サックス四重奏

芸劇ウインド
金管五重奏

芸劇ウインド
木管五重奏

5/4（土・祝）スタート 5/5（日・祝） 5/6（月・休）街角ライブは無料です。演奏時間:約30分　予約不要

東武百貨店　地下1階6番地お入口 10:30～ チェロ（ソロ）
東京芸術劇場アトリウム
※この他にも劇場内では、コンサートホール（5/5のみ）、
　プレイハウス、アトリウム、ロワー広場、ギャラリー、
　劇場前広場などで様々なイベントが開催されます。
　（一部有料公演あり）詳しくは、www.tactfes2019.com/

※天候により中止になる場合がございます。
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弦楽四重奏で、ジャズを基本に
様々な音楽を奏でます！弦の響き
とアドリブで、世にも珍しい弦
ジャズサウンドをお楽しみ下さ
い！

都会に一滴の静寂をもたらす、
繊細で優雅なチェロの独奏。
一度は耳にした事のある名曲を
中心にお届けします。

歌の、れんお兄さん、ともみお
姉さん、ピアノのさちお姉さん
と親子でうたおう♪楽しい曲が
いっぱい！しってる曲はいくつあ
るかな？

クラシックからジャズ
に至るまで、変幻自
在の音色が魅力の
サックスが、いつもの
街角に様々な表情
をもたらします。

フルートやクラリ
ネットの温もりある
まろやかな音色が
創り出す都会のオ
アシスで、気持ち安
らぐひと時を。

トランペットやトロン
ボーンなどで構成さ
れる金管五重奏の
煌びやかな音色が、
GWの終わりを華や
かに彩ります。
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フルート大塚茜、ピアノ金益研
二、クラシックギター山下俊輔の3
人が集まると、凄いことになる!!??
クラシック、映画音楽、オリジナル
曲をお届けします！ ホ 西5/5
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菅野浩×佐津間純DUO
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