
大会企画概要草案

東京国際音楽祭２０２２実行委員会事務局	

東京国際音楽祭2022	



開催名称 ：東京国際音楽祭2022 ～Tokyo International Music Festival 2022  
開催日程 ：2022年4月29日（金）30日（土）5月１日（日) 11:00〜18:３0（予定）  
開催場所 ：大田文化の森ホール 大田区アリーナ 会議室10部屋程度	
参加団体 ：２５団体、（予定）  
参加人数 ：2､000名 （予定）	

主催 	 ：一般社団法人東京国際音祭
共催 	：大田区、	
後援 	：文部科学省、東京都、（いずれも予定）	
協賛 	：民間企業	
制作 	：一般社団法人日本ジャズ協会２１	

４月２９日３０日 1Dayチケット料金３,０００円でその日のすべてのプログラムが観覧できます 
5月１日は ２９日３０日のチケットをお持ちの方は当日窓口で１,０００円で入場可能	

１Day観覧チケット一般3,０００円 	大田区民７０歳以上中学生以下帯同者は無料で観れます。 
大学生以下１,３００円	

5⽉１⽇参加要項�
応募資格	

４名以上の演奏団体で下記①応募部門に該当する団体。ジャンルは問わない	

①応募部門	

【ステージ部門】クラシック/吹奏楽・ビッグバンド・オーケストラ、コンボ等の着座して演奏する団体	

【マーチング部門】全ての演奏者が立奏である団体	

②演奏時間	

演奏時間一団体20分（セッティング、撤収別途各10分）（使用機材は全て持ち込みとする）  

11:00〜18:00の間で事務局指定の開始時間とする（遠隔地等は考慮・調整）	

③参加費 	団体登録費として１団体５,０００円（参加賞状と記念品を含む）	

出場一人あたり 1.３００ 円（入場料＆講座＆プロコンサート込）団体毎／事前に指定の口座に入金のこと※ 別途ヒヤリングシート送信 

ご家族＆関係者入場チケット１名様１,３００円 事前申し込みに限る 	一般観覧チケット3,０００円	

④参加方法	

所定の申し込み用紙に記入の上、事務局へお申込ください。応募締切：2022年2月18日	

参加申込受付後、出場団体に対しては、参加確認書（学校長）、ヒヤリング書類（楽器、セッティング、曲目等）を 

事務局より送信いたします。	

■ 趣旨
音楽の振興と文化を次世代に継承し、普及させるとともに、未来ある子供たちや青少年に 

さまざまなジャンルの音楽を通じて、友好・親善を深めることを目的とした音楽イベントです。	

東京の広域で活動しているアマチュア団体や障害者の方を対象に、演奏やコンペティション、クリニックへの 

参加を通じて、日頃の成果の発表の場と技術力アップの機会の提供など創造活動を支援するとともに、	

異なる音楽団体との親善と交流を図り、音楽文化の発展と次世代の育成に寄与することを目的といたします。	

2018年以降年々規模を拡大展開し、さまざまな音楽ジャンルの魅力を伝える世界規模の大会の開催を目指します。 

将来に向けてFestival、Competition、Clinic、展示、会議まで多彩な事業を継続展開し、	

世界の人々と交流しながら音楽の文化を発信する国際文化交流事業を目指すとともに、 

東京から世界へ羽ばたく子供たちを応援するプログラムを展開いたします。	

「東京国際音楽祭」は、国内及び世界に新しい形で伝える世界ではじめての音楽イベントです。	

開催概要�

お問い合わせ先	
東京国際音楽祭2022実行委員会事務局	

Email contact@timf.jp 
ＴＥＬ 	03-3560-9388  ＦＡＸ 	03-3586-2575 

予定・想定含む	



開催概要 2 

お問い合わせ先	
	

東京国際音楽祭2022実行委員会事務局	

Email  contact@timf.jp 
ＴＥＬ 	03-3560-9388  ＦＡＸ 	03-3586-2575 

● ジャンルは「吹奏楽」「マーチング」「ジャズ&ポップス」「クラシック」等様々な音楽ジャンル、参加者は障害者の方を含めた 
団体または個人。	

● 事業内容は「Festival(演奏会)」、「Competition(コンクール)」「Clinic(演奏者・新入生)」「ワークショップ(プロと演奏)」	
「会議／世界の音楽関係者が参加する国際会議」	

※2018年2019年度は「Festival(演奏会)」及び「Clinic(演奏者・新入生)」を実施しました。	
	

● 会場では各ジャンルごとのFestival、Competition、会議等を展開。音楽の文化を直接体験していただき、交流の 
場を創出します。	

●Festivalからアジア各国参加の小・中高生・大学生Competition、欧米も含めた世界的なCompetitionと順次開催 
規模を拡大、202５年には世界大会規模の音楽祭を開催。	

演奏会	

東京広域を中心にプロ／アマチュアの出演 
団体を募集。	
団体の日頃の練習成果の発表の場を支援 
します。	
広くあまねく参加団体を募るために、身障	

者の団体にも参加を呼び掛けます。	

コンペティション （次年度以降開催予定）	

大会へ参加するモチベーションの高揚と技 
術力アップを目的に、新たにコンペテイション 
を加えました。	

クリニック	

通常では体験できない著名な音楽指導者に 
よるクリニックを開催。講師陣は公益社団法 
人日本吹奏楽指導者協会の会員、大学音 
楽指導者、日本ジャズ協会に所属するプレィ 
ヤーが務めます。	

配信コンサート/計画中	

配信にてコンサートを視聴し、本大会の雰 
囲気を盛り上げるとともに、会場への案内 
告知も行います。	

東京国際音楽祭では様々なジャンル・カテゴリー・年齢層の音楽家が共に 
触れ合いながらここでしかできない経験を体得できます。 

当日の流れ	
● 受付→楽器B1F(空ケース·荷物)置き場·トラック搬入(大型楽器置き場)→チューニング室→舞台袖	

スタンバイ→舞台セッティング→本番演奏→退場 	各自大会を楽しむ。	



主な講師紹介	
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【音のソムリエ】	
奥田”スインギー”英人 プロフィール	
1966年東京都生まれ。結成80周年を超えた、戦前より活動する世界最年長ビックバンド、	
ブルースカイオーケストラのバンドリーダーであり、ドラマー＆打楽器奏者（ジャズ、ラテン、ダンスナンバー）の第一人者。	
ブルースカイオーケストラ初代リーダー奥田宗宏を父に持ち、本物のジャズ、アーティストたちに囲まれて、幼少期を過ごす。	

3歳からスティックを握り、高校在学中には、数回にわたり単身渡米。ニューヨーク、	
ロサンゼルス、ボストンなど、有名ミュージシャンのもとを渡り歩く、武者修行の旅を展開。その間、国内でもスタジオミュージ 
シャンを経て、24歳で先代奥田宗宏の跡を襲名。	
『Concord Jazz Festival‘95』、サンフランシスコ・フェアモントホテル『Jazz Room』、Four Queens Hotel『Monday Night  
Jazz』、『TORONTO Du Maurier JAZZ FESTIVAL(カナダ トロント デュモリエ国際ジャズフェスティバル )』、『Festival  
International de Jazz de Montréal(モントリオール国際ジャズフェスティバル)』など数多くの海外ステージにも出演。	
音楽プロデューサーとして、コカコーラのジョージアCM「明日があるさ」でお馴染みの「Re:japanビッグバンド」など、様々な	

広告、映像作品、アーティスト等のプロデュース・ディレクションを手掛けるほか、大人のエンターティンメントの普及にも尽力し、  
2017年で14回目を迎える帝国ホテルを舞台に毎夏開催される屋内型JAZZフェスティバル｢Imperial Jazz｣をプロデュースし 
ジャズ界の”マエストロ“の地位を確固たるものとしている。	
近年では”Swingする吹奏楽”をテーマにしたCD＆楽譜「Swing Brassシリーズ」、「全日本ポップス＆ジャズバンドグランプ 

リ大会」のプロデュースを通じ中高生の指導、音楽普及に尽力。Web上でのアクセス数は100万アクセスを超え、奥田の動 
向（使用する楽器、指導方法、コメントなど）は吹奏楽打楽器プレーヤーの注目の的となっている。奥田が直接指導をする	

「SwingBrass講習会」は毎回満員、全国各地から指導のオファーが殺到している。	
「NISSAN PRESENTS JAZZ JAPAN AWARD 2016」にて《ベスト・ライヴ・パフォーマンス部門》受賞。 
現在、一般社団法人日本ジャズ協会21会長。	

Let's Get Funky!! 
～武生商業高校・植田薫先生の日本一ファンキーな吹奏楽指導～	
福井県鯖江市出身、在住。小中学校時代からトランペットとロックバンドに明け暮れ、藤島高校で全日本吹
奏楽コンクール本大会に出場。成城大学時代には軽音楽部のFunk	bandで活動する他、辻仁成、桑名正
博等のバンドに参加。卒業後故郷に戻り、国語教員に。武生東高校と武生商業高校（現武生商工高校）で
吹奏楽部顧問をつとめ、計１５回全日本吹奏楽コンクールに出場。コンクールでは本邦初演を含む斬新な
選曲で大会に新風を吹き込み、演奏会ではSoul/Funkベースにしたファンキーな編曲、演出、振り付けで吹
奏楽界に独自のジャンルを築き、「日本一ファンキーな吹奏楽指導者」と呼ばれる。ヴァーカリスト／
Talkbox奏者としても、県内では「ザ・ニュービーズ」「JB	ORGA	BAND」、東京でも「薫先生とナイトスクール」
などのバンド活動を30年以上続けている。日本テレビ「笑ってコラえて」、NHK	BS「どれみふぁワンダーラン

ド」等TVでも紹介される。「えちてつ物語〜私故郷に帰ってきました」「おしょりん」など、映画音楽の作曲も
担当。ロケットミュージック社より、編曲作品集CD「究極の吹奏楽〜Funky植田薫＆武商吹部編」と収録１１
曲の楽譜が発売中。中日新聞社より中日教育賞を、福井県教育委員会より教育功労者表彰を受ける。福
井県吹奏楽連盟理事長を10年間つとめた後、現在は全日本吹奏楽連盟副理事長。 	
	
	
	
波田野 直彦（はたの なおひこ）	
	

日本における西洋音楽史を語るには欠かせない日本初の洋楽楽団「ハタノ・オーケストラ」主宰	
、故波多野鑅次郎を祖父に持ち、そのDNAを受け継ぐ。	
	

玉川学園高等部、東京音楽大学卒業。トランペットを山本武雄、北村源三、細田忠
義に、作編 曲を池辺晋一郎、小泉猛、指揮法を今村能の各氏に師事。玉川学園在
学中に全日本吹奏楽コン クールにて３年連続金賞受賞。音大在学中よりプロの現場
で演奏家として研鑽を積んだ後に作 編曲家に転身する。その作品群は独特の世界
観を放ち、国内外で高い評価を得ている。特に中 華圏では絶大な人気を博し人気ラ
ンキング日本人ベスト３に入る。	
	

2011年「世界吹奏楽大会in台湾（WASBE）」の開会式テーマ曲、2012年ロンドン五
輪公式応援ソ ング、2018年平昌五輪公式応援ソングの編曲を担当。現在、ポップス
ウインドオーケストラ“THE  WINDWAVE”の指揮者・音楽監督としての演奏活動をは
じめ、編曲家として東京佼成ウインドオ ーケストラ、シエナウインドオーケストラ、東京
吹奏楽団、航空自衛隊中央音楽隊、アメリカ空軍 太平洋音楽隊等と共演。台湾、ロ
シア、TUVA共和国、モンゴル、中華人民共和国における音楽 祭に招聘され作品提
供、コンクール審査員、マスタークラス講師、客演指揮者を担当。	
	

玉川学園非常勤講師・同吹奏楽部顧問、玉川大学吹奏楽団顧問。全日本ポップス
＆ジャズバン ドグランプリ大会審査委員長。日本吹奏楽指導者協会員。日本ジャズ
協会21会員。	



応募要項 

◆ 参加にかかる費用及び払込方法 

＜料金＞  出演者１名あたり1,300円  ご家族＆関係者チケット１,３００円 
団体登録費  １団体５,０００円 

＜払込み方法＞3月31日(木)までに下記指定口座にお振込みください。 
(通信欄に、学校名(所属先)、団体名、代表者名を必ず明記ください。) 
・振替依頼書の控えをもって領収証に代えさせていただきます。 
・申込並びにご入金された後、キャンセルはできかねます。また一旦ご入金された参加費はいかなる場合 
もご返金できません。 
・期限を過ぎてもご連絡がない場合は申込書の連絡先に確認を入れさせていただきます。 
 

＜お振込先口座＞ 
◆ お振込銀行：みずほ銀行  新宿新都心支店 
◆ 口座名  : 株式会社ブルースカイエンターテインメント 
◆ 口座  普通 
◆ 口座No.  :1410599 
※お振込み手数料はお申込み者ご負担とさせていただきますので予めご了承ください。 

ついては、以下のとおり取り扱うものといたします。 

申込に係る個人情報の取り扱いの特記事項(重要) 

東京国際音楽祭プレ大会の実施において、「個人情報保護法」によって保護されている参加者の個人情報に 

※申込される方(本人及び代表者)については、申込書の提出をもって次に掲げる取り扱いについて同意したものとみな 
します。 

(1)収集した個人情報は、事務局が厳重に管理し、次の目的に使用するものとします。 
①東京国際音楽祭大会を実施する目的。 
②実施結果をインターネットで公開する目的。 

※すべての参加者の氏名・学校名(所属先)・演奏演目・伴奏者名等) あらかじめ同意を取るようお願いいたします。 

◆ 参加に関する注意事項 

(1) 楽器はご出場される方々で各自準備してください。 
いかなる場合においても主催者側は準備いたしません。 
また、大型楽器の運搬についても主催者側では補助できません。人員は参加者側で用意してください。 

(2) いかなる理由があっても会場への問い合わせはしないでください。 

◆ 問い合わせについて 

(1) 参加または大会に関する問い合わせは次の事務局まで電子メールにてお問い合わせください。 

東京国際音楽祭実行委員会  事務局 
E-mail：contact@timf.jp 
※ご回答には若干の日数をいただきます。ご了承ください。 

(2) 携帯電話のメールからのお問い合わせの際は、メールの受信設定にご注意ください。 
(事務局からの回答が着信拒否により不着となる場合がございます) 

(3) 東京国際音楽祭大会の出場順などの情報は、WEB／SNS  (予定)で更新されます。 



◆ 演奏規定
(1) 演奏曲・制限時間
・入退場時間を含め20分間ですので、演奏時間はその時間内に収めてください。
(2) 楽器
・楽器は、各出場団体でご用意下さい。（大掛かりな搬入を伴う場合は事前にご相談下さい）
(3) 演出などについて
・演奏に伴う演出は自由とします。
・ただし、演出に関連して、特別な備品の利用などの通常の舞台設定を変更する必要がある場合は、事前に実行委員会
にご相談ください。

◆ その他
・応募団体数が超えた場合は、出演をお断りする場合があります。
また確認の際、実行委員会から代表者に連絡を取らせて頂くことがありますのでご協力をお願いします。
・出場順は事前に実行委員会で選定させていただきます。
・出場決定後に舞台セッティング図の提出をお願いします。
・出場団体は、当日5月1日体育室にてリハーサルができます。
（詳細は参加が決定した団体に改めて連絡します。）
・クリニック及びプロコンサートの観覧、及び植田先生の合同FUNK演奏に参加ができますので１日お楽しみください。

◆ 申込方法
・エントリーシートより申込頂けます。
※応募多数の場合は、締切期日前でも受付を打ち切りさせていただきます。予めご了承ください。
・受付後１週間以内に担当者より確認のご連絡を差し上げます。
応募後暫くたっても連絡の無い場合は何らかの事情により受領できていない可能性がございますので、お手数ですが再度
お問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。
・申込時は、申込書送付とともに、次項の指定口座に所定の金額をお振込みください。
(手数料は、参加者負担となります。)

・申込書をお送り頂いても期限までに参加費の振込がない場合は、申込書の連絡先に確認を入れさせていただきます。

＜申込受付期間＞  ２０２２年２月１８日 締め切り
※本大会申込後は必ず参加費をお振込み願います。
万一、何らかの理由で辞退される場合は、申込書の郵送先に理由を書き添えて提出願います。
ただし、すでに参加料をお支払された場合は、ご返金できません。ご了承願います。

＜申込先＞

応募要項

東京国際音楽祭実行委員会  事務局
〒107-0052  東京都港区赤坂２−１２−２５  401

東京国際音楽祭実行委員会事務局  宛
※郵送またはEmail 以外での申込は無効です。



プレ大会参加について東京国際音楽祭 2022大会  エントリーシート 
※太枠は必須でご記入をお願いいたします。

※個人情報の保護について

提供いただきました個人情報は、本公演に関する出演手続きの目的
の範囲を超えての利用を行うことはございません。
また、個人情報の第三者への提供は行いません。
提供いただきました個人情報は、本公演が終了するまで東京国際音
楽祭実行委員会事務局で管理させていただき、終了後当事務局で
処分させて頂きます。

問合せ・申込先
東京国際音楽祭実行委員会 事務局
(11:00~17:00 ※土日祝日除く) 

E-MAIL：contact@timf.jp

フリガナ 参加人数
 ジャンル(下記6ジャンルより該当するものに○をして下さい)


団体名
 名
 吹奏楽

マーチン

グ		(バト

ン可)

弦楽合奏
 オーケスト
ラ


ビッグバン
ド


Jazz	

&Pops


フリガナ 所属先(学校名など)
 登録している連盟または協会、その他


代表者名


フリガナ

住所


〒


連絡先	

(所属

先)


( 
)
 - ホームページ

携帯番号
 -
 -
 E-mail	又は	連絡可能
な

ス


携帯アド
レ


：		
~		：


＠


FUNK希望
 講習	有	無	ステージの
み


エント

リー	希

望日時

5月1日		

(日)

：		~		：
 講習会希望
希望楽器


5月1日		

(日)


プロフィール(活動歴、団体PR	等)




組織	

• 大会名誉会長	

• 大会会長	

• 大会副会長	

• 大会顧問	

• 顧問	

松原忠義（予定） 大田区区長	

元東急文化村会長	

元千代田区観光協会会長 

国会議員	

• 実行委員長	 日本ジャズ協会２１副会長	

• 実行副委員長	 日本吹奏楽指導者協会	

• 実行副委員長	 全日本吹奏楽連盟副会長	

• 実行委員	

• 実行委員	

• 実行委員	

• 実行委員	

• 実行委員	

• 実行委員	

• 事務方	

西村友伸  

森川清司郎  

高木けい	

小山太郎	 

波田野直彦	 

植田薫	 

大胡田忠敏	 

今井さとみ	 

安達のり子	 

草野和徳	 

鈴木宏明	

Patio Icauii 

森田優美 

喜多川慎太郎

　教員
　教員
　

• 法律顧問	 坂井 真	 坂井真法律事務所	

• 会計事務所	 田中義晴	 田中会計事務所法人	
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島田晴雄       慶応義塾大学名誉教授　　	東京都公立大学法人　理事長	

k.kusano
取り消し線




