


〈 Program 〉 

トレパーク(くるみ割り人形より) / P.Thaikovsky 

Divertimento For Two Violins and Piano / I.Frolov 

La Sainte / Kazuhide Iino 

Concerto for BassTrombone and Orchestra / C.Brubbeck 

Trumpet Love Letter / Ryota Ishikawa 

Aladdin Medley / Alan Menken 

Sleigh Ride / L.Anderson 

1ROクリスマスメドレー/ Kohei Mikuni 

All I Want For Christmas Is You / Mariah Carey



若手クラシック奏者が集った7人編成のアンサンブルグループ。 

クラシックからポップスまで幅広いレパートリーを持つ。 

既存の演奏形式に捉われない、新しい音楽表現に挑む。 

目指すは「クラシック×エンターテイメント」の体現。 

メンバー全員がSTAND UP!ORCHESTRA（SonyMusic）所属。 



Member
Violin 
  河邊佑里　Yuuri Kawabe
桐朋学園女子高等学校音楽科経て、桐朋学園大学音楽学部
音楽科(Vn)卒業。 
ディノ・チャーニ音楽祭、ニース国際音楽アカデミーマス
タークラスに参加。ディプロマ取得。イタリア各地やフラ
ンスにて演奏。 
第42回茨城県新人演奏会出演。第10回ベーテン音楽コン
クール第1位。東京ユニバーサルフィルハーモニー管弦楽団
と共演。 
これまでに、飯塚直子、鷲見健彰、鷲見野冨子、鷲見恵理
子、恵藤久美子、各氏に師事。 

SonyMusic"STANDUP!ORCHESTRA"メンバー。 
現在、室内楽やミュージカルやレコーディング、アーティ
ストサポートなど幅広く活動している。 

#メンバー最年少ながら唯一のツッコミ係



Viola 
   飯野和英　Kazuhide Iino
 東京音楽大学入学時にヴィオラに転向し、卒業後は東京芸術大
学大学院音楽研究科ヴィオラ専攻修士課程に入学し2014年3月
に卒業。 
2015年9月より渡仏。オー＝ド＝セーヌ県立ジュヌヴィリエ音
楽院に在籍。同時にバロックヴィオラを学び始め、演奏活動の
幅を広げている。パリにてコンテンポラリーダンスとヴィオラ
の為の"La Sante" を自作自演により発表。好評を博す。これを
機に弦楽四重奏やビオラ、バロックビオラの現代作品、DTM
とアコースティック楽器を組み合わせた音楽の作曲をはじめ
る。 
サントリーホール室内楽アカデミー第二期フェロー修了。第3
回蓼科音楽コンクール弦楽器部門第3位。第12回日本演奏家コ
ンクール弦楽器部門第2位(1位無し)。第19回コンセールマロニ
エ入選。市川新人コンクール優秀賞。これまでにヴィオラを兎
束俊之、大野かおる、川崎和憲、百武由紀、Piere Henri 
Xuereb各氏に師事。2017年1月～2019年8月まで仙台フィル
ハーモニー管弦楽団ヴィオラ副首席奏者を経て2019年9月より
自身の演奏活動を開始。 

 #ワイングラスでアイスコーヒー飲んじゃう男前　 



Flute 
   落友恵　Tomoe Ochi
東京音楽大学音楽学部音楽学科器楽専攻(フルート)卒業。 

フルートを岡本弥生、森川道代、中野真理各氏に師事。室内
楽を工藤重典、四戸世紀、中野真理、宮本文昭、水谷上総、
相澤政宏各氏に師事。 
第44回長崎県新人演奏会優秀賞。 
現在はフリーのフルーティストとして室内楽や、オーケスト
ラを中心に音楽活動を行なっている。ソニーミュージックエ
ンタテインメント主宰「STAND UP! ORCHESTRA」メン
バーとしては日本初の野外クラシック音楽フェスとなる「ス
タンドアップ！クラシックフェスティバル」や、映画「蜜蜂
と遠雷」「Animelo Summer Live2019」に出演するなど演
奏活動を行なっている。 
「ディズニー・オン・クラシック2019」秋全国ツアー客演。 

#1RO可愛い担当。こう見えてアニメ博士　 



Trumpet 
  小野寺宏貴　Hirotaka Onodera

2015年東京音楽大学卒業。 
レインボウ21サントリーホールデビューコンサート
2014、第58回東京国際芸術協会新人演奏会、小澤征爾音
楽塾オペラ•プロジェクトXIV「こうもり」の各公演に出
演。ガボール・タルケヴィ、アンソニー・プログ、マル
ティン・アンゲラー各氏のマスタークラスを受講。 
トランペットを津堅直弘、栃本浩規、井川明彦、高橋
敦、多田将太郎、アンドレ・アンリ各氏に師事。 

株式会社ヤマハミュージックジャパンインストラク
ター。現在、都内オーケストラ、吹奏楽、室内楽、ミュー
ジカルなどの幅広い演奏活動を行う。 
STAND UP!CLASSIC ORCHESTRA、Brass Ensemble 
Bee各メンバー。 

#某SNSで50万回再生の超有名人　



Trombone         
       YAMATO
Bass Trombone 及びContrabass Trombone奏者。 
第32回CONCERT VIVANT 新人オーディション合
格。 
第8回日本トロンボーン学生音楽コンクール4位。 
第1回K金管楽器コンクール入賞。 
第3回日本トロンボーンコンペディション第2位。 

トロンボーンを門脇賀智志、萩谷克己、Karl 
Jeitler、黒金寛行の各氏に師事。尚美ミュージック
カレッジ専門学校演奏助手、国立音楽院吹奏楽トレー
ナー、SONY STAND UP! ORCHESTRA、文化庁芸
術家派遣事業講師、さいたま市部活動指導員、公益社
団法人 日本吹奏楽指導者協会に所属。 

#よくイジられるみんなの頼れるアニキ　 



Piano 
    宮野志織　Shiori Miyano
東京都立芸術高校音楽科を卒業し渡仏。 

パリ国立地方音楽院ピアノ科を満場一致の首席で卒業
し、同時に同音楽院伴奏科及び室内楽科を卒業。 

第88回レオポルドベラン国際音楽コンクール室内楽部門
第1位受賞等国内外のコンクールで優勝及び入賞。 

また仏トゥールーズの音楽祭でのリサイタルやその他各
地での演奏会、ウィーン放送交響楽団メンバーによる弦
楽四重奏団との共演を重ねる。 

現在はソロ、室内楽奏者として、在日フランス大使公邸
にて招待演奏をするなど様々な場所で演奏活動を広げる
ほか、後進の育成にあたるなど精力的に活動している。 
STAND UP!CLASSIC!(SonyMusic)所属。 

#天然系美人天才ピアニスト　 



Percussion 
  二見智祥　Tomoaki Futami
東京都台東区出身。　 

2014年度国立音楽大学卒業。同大学主催新人演奏会に出
演。同年の全日本打楽器協会新人演奏会にて優秀賞を受
賞。 
主に在京のオーケストラ・歌劇場・アンサンブルなどで
ティンパニ・打楽器を担当。企業CM・TVなどのメディア
出演、音楽フェス、フラッシュモブなどの音楽イベントに
多数参加。 

Jr.オーケストラ、吹奏楽、大学オーケストラなど後進の指
導にも力を入れている。 

現在は音楽家×映像クリエイターの共同プロジェクト
「ist」を立ち上げ、Youtubeを中心としたオンライン芸術
活動を行うと共に、小・中規模のコンサート、企業案件の
企画プロデュースも手がける。 

STAND UP!ORCHESTRA[SonyMusic]所属　 
「ToyBox」「1RoomOrchestra」代表 

#イケメン敏腕社長　 



Proglam

　

トレパーク(くるみ割り人形より) / P.Thaikovsky             　 　Arr.小野寺宏貴 

トレパークはチャイコフスキーが作曲したバレエ組曲「くるみ割り人形」の
第4組曲の音楽で、ロシア（中でもウクライナ地方）の農民による踊りの音
楽です。 
力強くも楽しいメロディがヴァイオリンによって繰り返されます。 
後半はテンポを上げ，嵐のようなアッチェレランドで一気に曲が終わりま
す。 
バレエの中では、ダンサーたちによる実に軽快で華麗な動きがとても魅力的
な部分です。 

今回はダンサーはおりませんがこの編成ならではの楽しいくるみ割り人形の
音楽で演奏が開幕致します。お楽しみください。 

飯野 



　

Divertimento For Two Violins and Piano / I.Frolov 

最初後期バロックの舞曲風の作品と思われたかも知れません…が、その先か
ら逸脱が始まり、ブルースのウォーキング・ベースが現われて、折り目正し
いヴァイオリンのお稽古から陽気な大人の雰囲気へと変貌します。 

後半はダブル・ストップでの半音階など技巧的な場面も登場します。 

2台のヴァイオリンとピアノのために書かれた曲ですが、今回はフルートと
ヴァイオリン、ピアノの1ROレディーストリオでお送り致します！ 

音域の違いや、フルートの繊細な音、3人の対話やハーモニーをお楽しみ下
さい！ 

河邊 



　

La Sainte / Kazuhide Iino 

La Sainteとは聖女という意味です。 

この曲はパリに留学している際にコンテンポラリーダンサーのHonamiさんと
いう方とビオラでのコンサートをする機会があり、その委嘱作品として作曲
した曲です。Honamiさんの音名象徴であるH(シ)onA(ラ)MI(ミ)が曲の至るとこ
ろに出現します。 
この曲は大自然をテーマとしています。 
大自然が時には人間の愚かさを憂い、怒り、時には優しく包み込んだり、一
休みさせてあげたり。そんな人間の世界を見守り続けるその土地神様みたい
な存在をイメージして作曲しました。さまざまな特殊奏法も飛び出します。
ビオラで出来ることをふんだんに織り込んだ作品となっております。ちなみ
に聖人ではなく聖女となったのはダンサーの方が女性でしたので、女性系の
Sainteを使いました。 

飯野 



　

Concerto for BassTrombone and Orchestra / C.Brubbeck 

クリストファー・ブルーベックはアメリカのジャズ・クラシック音楽両分野
において作曲家兼プレイヤーです。 

ミュージシャンとしてはエレキベース、バストロンボーン、ピアノとマルチ
に活動しています。 

彼の父でありジャズ界の巨匠ピアニスト、デイブ・ブルーベックの影響が強
く、クラシック作品においてもジャズのテイストが存分に入っている今作品
は2003年にプラハのチェコ国立交響楽団と彼自身が初演しました。 

今回は1楽章のみですが、彼のクラシックとジャズを融合した世界観をお楽し
みください。 

　YAMATO 



　

Trumpet Love Letter / Ryota Ishikawa 

ズーラシアンブラスオリジナルナンバーのラブソング。 

曲中では、静かな海のような調べから始まった恋が、いくつものエピソード
を重ね、抑え切れない気持ちとなって溢れ出します。 

人を想う気持ちは人それぞれ。愛の形は人の数だけあると思います。 

皆さんはこの旋律を聴いてなにを想い、感じるでしょうか。そして自分自身
もなにを想いながら吹くのでしょうか、、、心温まるメロディーをトラン
ペットソロでお楽しみ下さい。 

小野寺 



　

Aladdin Medley / Alan Menken　　　　　　　　　　Arr.小野寺宏貴 

ディズニー不朽の名作「アラジン」 

そのメロディを口ずさめば、「あぁそれね。」と世界中の誰もが分かる。 
冷静に考えるととんでもないことである。 

そんな世界的大巨匠アランメンケンが作る数々の名曲は、ディズニー映画を
彩る最後の魔法。 

今回はメンバー小野寺君による素晴らしいアレンジと共にお送りします。 

あなたを華麗なるアラビアンナイトの世界へ。 

二見 



　

Sleigh Ride / L.Anderson　　　　　　　　　　　　Arr.小野寺宏貴 

アメリカの作曲家、ルロイ・アンダーソンが作曲した管弦楽曲。 

アンダーソンの曲は軽快でカイ逆性に富んだ曲調が多く、心の底から明る
く、楽しく、幸せにしてくれます。 

「そりすべり(Sleugh Ride)」は終始スレイベル（直訳:そりのすず)が鳴り続
け、サンタクロースを乗せたそりで街を駆け、子どもたちに幸せを与えるよ
うなワクワクした情景が思い浮かびます。 

曲中のパチン！と鳴るムチの音や、最後のトナカイの鳴き声なども特徴的
で、自由に想像をしながらお楽しみください♪ 

落 



　

1ROクリスマスメドレー/ Kohei Mikuni 

作編曲家の三國浩平さんが1ROのために書き下ろしたスペシャルなクリスマ
スメドレー！ 
「めっちゃ良い」「こんなのを期待していた！」とメンバー一同大喜びした
素晴らしいアレンジとなっております。 

「もろびとこぞりて」「サンタが街にやってきた」「ジングルベル」「きよ
しこの夜」「We Wish You a Merry Christmas」誰もが一度は耳にしたことのある
馴染みあるクリスマスの曲を1ROで奏でるとどんな音になるのでしょうか。 

私たちからのクリスマスプレゼントです。皆さんのもとにたくさんの幸せが
届きますように……　メリークリスマス！ 

落 



　

All I Want For Christmas Is You / Mariah Carey　　　　　　　Arr.和音正人 

1994年に発売されたマライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」 

クリスマスプレゼントよりもサンタクロースやトナカイが来るのを待つより
も、あなたが欲しい！とクリスマスだからこそいつもより素直に感情をスト
レートに伝える、そんな可愛らしい女性の姿が目に浮かぶクリスマスの定番
ソングです。 

私は映画「Love actually」の中でこの曲が使われているシーンが大好きでもう
何十回も見ているのですが、ぜひ皆様にもマライアキャリーのオリジナルは
もちろん、こちらの映画も見ていただきたいです。 
中々思うように活動することの出来なかった2020年ですが、私たちから皆様
へ元気に楽しくクリスマスソングのプレゼントをお届けします♪ 

宮野 



　　

－音楽家×映像クリエイターの共同プロジェクト－ 
音楽家の知られざる裏側と魅力を発信するYoutubeチャンネル「ist」にて 

1 Room Orchestraの映像作品や活動風景を投稿中。



　

サポーター スポンサー スポンサー
オフィシャル 
スポンサー

協賛金額 一口　¥5,000 一口　¥25,000 一口　¥50,000 一口　¥100,000

契約期間 １コンサートに限り 半年間 1年間 1年間
お名前 
プログラム掲載 ○ ○ ○ ○

1ROグッズ贈呈 ○ ○ ○ ○

コンサートご招待 1名 5名 10名 20名

プログラムにて企業
様のHPリンク掲載 × ○ ○ ○

Youtubeでの 
企業様CM放映

× × 半年間 1年間

※イマチケでのアーティストサポートとは別枠となりますのでご注意くださいませ。 

※コンサートご招待は演奏形式によって配信視聴コード、もしくはコンサートホールでの招待券のいずれかになります。 

※Youtube広告はistチャンネルでの1RO動画での広告掲載となります。 

※ご協賛に関するお問い合わせは one.room.orchestra@gmail.comまでお気軽にお問い合わせください。 

 協賛 願



　

これまでにご協賛・ご支援いただいた方々

MacrossF_VF25様　　Tomoyo様　　♬DJ RAVE♬様　　奥田 健志様 

yuutan🌿🐈♫様　　もりぞうと愉快な仲間たち様　　高村 光三郎様　　 

深津浩美様　　chocola様 

一心堂製餡所様　　河邉信行様　　ふたみ 家庭保育室様　　 

宮野応援団一同様　　　落 政美様　　落 義男様　　鈴木 治様 

※順不同



1RO オリジナルグッズ 

御協賛いただいた方に、口数に応じた1ROオリジナルグッズを 

プレゼントしております。 

今後も新しい商品を準備しておりますのでお楽しみに！ 

※グッズのみの購入も可能です。 

one.room.orchestra@gmail.comまでお気軽にお問い合わせくださいませ。



Thank you
本日はご視聴・ご来場頂きまして誠にありがとうございました。 

2020年。⾊々 意味 忘 １年 。�

、今年1RO 結成 、皆様 ⾳楽 届 ⼼ 嬉 思 。�

来年 変 ⽀援・応援 程 願 。�

皆様良 年 過 。�


	Proglam

