
作曲家 上林 裕子が主催する


♪南仏リュベロン「ラ・メロデューズ」のマスタークラスとコンサート♪


2023　

♪音楽と自然と人との調和♪


1998年にパリに移住し、私はその街で様々な音楽家と出会い、音楽と共に生き、そこでいくつもの作品を作
りました。 この間、世界中の多くの音楽家が私の音楽に共感して、私の作品を演奏してくれたことにとても
感謝しています。


2018 年、パリで 20 年間過ごした後、人生の新たな一歩を踏み出すためにリュベロン (南フランス、プロヴァ
ンス) のピュジェという小さな村に引っ越しました。


ここには美しい光が降り注ぎ、澄み切った青空の下に吹く心地よい風が松葉の音を奏で、夜は銀河の流れが
見える満天の星空が広がります。 季節になると赤いケシやラベンダーの花が咲き、果物や野菜、ハーブなど
自然の恵みにあふれた日々です。 リュベロンは、自然のエネルギーと人生の喜びに満ちています。


ここでの生活を通して、この環境の中で音楽の楽しさを分かち合い伝えたいと思うようになりました。 ス
ヴィアトスラフ・リヒターが、今では有名な「フェスティバル・インターナショナル・ドゥ・ピアノ・デ・
ラ・ロック・ダンテロン」の場所にザ・リュベロンを選んだ理由が、今では深く理解できます。 新しい自
宅に音楽を共有するためのサロンを作りました。 そこを「ラ・メロデューズ」と名付けました。


この「ラ・メロデュース」で、2020年夏より新しいタイプのクラスがスタートしました。アマチュア、プ
ロ、年齢、演奏レベル、楽器の種類を問わず、音楽を愛する様々な方と出会いたいと思って始めた音楽の集
いでした。


パンデミックによる1年の中断を挟んだ2022年の夏、旧友とも呼べる二人のフルート奏者、その音楽を心か
ら信頼できるピアニストそして世界中から集まった素敵な生徒たちと貴重な時間を過ごしました。 それは
私にとって光溢れる記憶として残っています。 また、このイベントを温かく支えてくださったピュジェ村の
人たち、そしてコンサートに集まってくださった聴衆の人たちに深く感謝しています。


今年、2023年も、昨年に引き続き素晴らしい二人のフルート奏者のキャロル・ウィンセンク（ジュリアード
音楽院教授）とミシェル・モラゲス（フランス国立管弦楽団のソリスト、パリ国立高等音楽院室内楽教授）
を迎えてマスタークラスを開催します。


さあみなさん、光に溢れる夏がリュベロンに戻ってこようとしています。 私たちが始めた音楽の集まりがこ
こピュジェの村で永く続いていくことを願っています。


さあみなさん、光に溢れる夏がリュベロンに戻ってこようとしています。 私たちが始めた音楽の集まりがこ
こピュジェの村で永く続いていくことを願っています。


上林 裕子 



マスタークラスのインフォメーション


! 会場


「ラ メロデューズ」

“La Mélodieuse”

Route du Luberon 

Puget-sur-Durance FRANCE


♬マスタークラス


*レッスン


合計6時間の個別レッスン


 フルートレパートリーのフルートプロフェッサーによるレッスン


 1時間×3回 


 セッション1：キャロル・ウィンセンク（ジュリアード音楽院教授）


 セッション2：ミシェル・モラゲス（フランス国立管弦楽団ソリスト、


　　　　　　　　　パリ国立高等音楽院の室内楽教授 )


 上林 裕子フルート作品の作曲家本人によるレッスン


 1時間×3回


        受講生はすべてのレッスンを聴講できます。


 




*レパートリー


このマスタークラスの目的は音楽をより深く理解することです。

 
フルートレパートリーと上林裕子のフルート作品のどちらも、それぞれ一番取り組みたい
曲を選んでレパートリーの第一希望に登録してください。

 
第二希望として取り組みたい曲があれば、第二希望まで登録できます。


申込時にレパートリーが絞れなかった場合は、未定として登録できます。


レパートリーについての質問や相談したいことなどありましたらご記入ください。 いず
れの場合も、各フルート教授または上林裕子がレパートリーを相談します。




* 2つのコンサートに出演


全ての受講生は2つのコンサートに出演できます。


♪ Musique pour tous ♪ は、すべての音楽家（教授、学生、ピアニスト、ハープ
奏者、バイオリニスト、チェロ奏者、、、）と一緒に楽しく演奏できるステージで
す。 セッション1はピュジェ村の学校のホワイエで、セッション2はリュベロンを代

表するワイナリー「シャトー・ラ・ヴェルリー」の中庭で開催されます。


≪マスタークラスファイナルコンサート≫  このコンサートでは全ての受講生は 10分
間程度の曲を演奏できます。ピュジェの村の音楽をこよなく愛する人々が≪ラ・メ
ロデュース≫のサロンに集まります。 あなたの奏でる音楽が人々の温かい歓声に包
まれる瞬間です。


*参加費 : 1200ユーロ 

  -授業料 960ユーロ


""フルートプロフェッサーによる個別レッスン 1時間 × 3回


""作曲家上林 裕子による個別レッスン  1時間 × 3回


     全てのクラス (48 時間)の聴講 とコンサートへの参加を含めます。


  -食事代  :  240ユーロ


     ディナー 7 回 (到着日 + クラスの 6 日分)


　  ランチ 6 回 (クラス開講日の 6 日分)     


　  ランチはバイキング形式、ディナーは着席形式で、参加者全員と


     プロフェッサーは一緒にテーブルを囲みます。


* 各セッションの定員：8名


"  受付は8名で締め切らせていただきます。#



! 伴奏者


このマスタークラスでは、全てのレッスン及びファイナルコンサートでピアニストが伴奏
します。これは音楽をトータルワークとして学ぶ上でも、室内楽の楽しさを知る上でもと
ても重要です。


伴奏者には作曲家上林裕子氏が音楽的な信頼を寄せるピアニストが参加します。 いずれも
ソリストとして素晴らしい音楽表現を持っていると同時に、フランス音楽の伝統の 1 つで
ある高度な伴奏と室内楽の理論と技術を学んだ専門家です。


高崎 夢恵 : セッション 1


松岡 優／馬場 美咲 : セッション 2


すでに共演者がいる場合は、共演者を伴奏者として一緒に参加することも可能です。


演奏するレパートリーにチェロ伴奏が必要な場合は、セッション 1 でチェロ伴奏を用意す
ることができます。


演奏するレパートリーにハープ伴奏が必要な場合は、セッション 1 、2ともに ハープ伴奏
を用意することができます。


*伴奏料 250ユーロ

すべてのクラスとコンサートの伴奏が含まれています。

必要に応じて、1 時間あたり 25 ユーロで伴奏付きのリハーサルを行うことができます。




♬ スケジュール


セッション1：7月15日（土）～7月21日（金）


マスタークラス

講師


キャロル ウィンセンス　フルート（ジュリアード音楽院教授）


上林 裕子　作曲家


伴奏ピアニスト　高崎 夢恵


7月15日（土） 到着、「ラ・メロデューズ」集合 18:00


7月16日（日）～ 7月21日（金）：クラス開講


コンサート


7月15日(土) 20:30 「ラ・メロデューズ」にて


トリオ・リサイタル ～キャロル・ウィンセンク フルート、ヴェレダ・ミラギアス チェ

ロ、高崎 夢恵 ピアノ～


7月19日(水) 20:30 「ピュジェ村の学校 "l’école de Puget”」にて


♪「全ての人に音楽を」"Musique pour tous 1”♪ ピュジェ村による主催


7月21日(金) 20:30 「ラ・メロデューズ」にて


マスタークラス ファイナルコンサート 1


7月19日と21日のコンサートには全ての受講生が出演します。


クラス終了の翌日、希望者はリュベロン周辺のエクスカーションツアーに参加できます。




セッション2：8月7日（月）～8月13日（日）


マスタークラス

講師

ミシェル・モラゲス　フルート（フランス国立管弦楽団ソリスト、パリ国立高等音楽
院 室内楽教授）


上林 裕子　作曲家


伴奏ピアニスト　松岡 優／馬場 美咲


8月7日（月） 到着、「ラ・メロデューズ」集合 18:00


8月8日（火）～ 8月13日（日）：クラス開講


コンサート


8月7日(月) 20:30 「ラ・メロデューズ」にて


リサイタル ～ミシェル・モラゲス フルート、松岡 優 ピアノ～


8月10日(木) 19:30 「シャトー・ラ・ヴェルリー "Château la Verrerie”」にて


♪「全ての人に音楽を」Musique pour tous 2♪ ピュジェ村による主催


8月12日(土) 20:30 「ラ・メロデュース」にて


マスタークラス ファイナルコンサート 2


8月10日と12日のコンサートには全ての受講生が出演します。


クラス終了の翌日、希望者はリュベロン周辺のエクスカーションツアーに参加できます。




! 宿泊 

-ホームステイ

ピュージェット村の家での滞在を手配します。 
1人で部屋に泊まり、自分の部屋で練習することができます。

料金 : 1 泊 30 ユーロ、朝食付き


-ホテルに泊まる


ホテルに宿泊するなら、ラ・メロデュースから徒歩5分のところに良いホテルがあります。


ホテル レ マゼール デュ リュベロン


https://www.mazets.fr


注: 7 月と 8 月はリュベロンのハイシーズンなので、すぐにいっぱいになります。 ご希望の方はお早めにご
自身でご予約ください。


周辺には多くのホテルやAirbnbがあります。


! 「ラ・メロデューズ」へのアクセス


最寄の空港

マルセイユ・プロヴァンス空港

（ラ・メロデューズまで車で約50分）

航空券はハイシーズンですので、早めに旅行を手配することをお勧めします。


列車で

エクス アン プロヴァンス TGV / アヴィニョンTGV

（ラ・メロデューズまで車で45分）


最寄りのローカル線の駅 : セナ

（ラ・メロデューズまで車で15分）


空港・駅送迎

カーシェアリングは、マルセイユ プロヴァンス空港、エクス アン プロヴァンス TGV、ま
たはアビニョン TGV に手配可能です。

空港・駅間送迎のカーシェアリングは、村民の皆様のご協力により運営されています。 極端な早朝や深夜は
手配不可能な場合があります。送迎可能な到着時間はお問い合わせください。


送迎料金：一人片道25ユーロ


https://www.mazets.fr/


!詳しい情報と参加申し込みは


https://lamelodieuse.fr


お問い合わせは以下のメールへ


info@yukouebayashi.com


https://lamelodieuse.fr
mailto:info@yukouebayashi.com

