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2018 年春号 

 

◆理事長挨拶 
 

会員の皆様 日頃の協会へのご理解・ご協力に対し、心より御礼申し上げます。 

早いもので 3 年後には協会創立 30 周年を迎えます。その折には記念誌・記念パーティ・記念 

コンサートを華やかに展開したいと思っております。 

会員諸氏の企画・参加・アドヴァイスを期待しております。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。                  理事長 大野 憲一 

 

◆2017 年度定時総会 

2017 年 5 月 3 日(水)10:00～11:00 安城市昭林公民館第 1 音楽室 

 

◆第 15 回音楽セミナー                        実行委員/森幸枝、花井玲子 

2017 年 5 月 3 日(水)11:00～12:00 

安城市昭林公民館ホール 

「オペラと私」vol. 2 

『安城音楽協会 東日本大震災 

復興支援コンサートに参加して』 

  

講師：澤脇達晴氏 

ピアノ伴奏/小堂ひとみ 

  

 

◆アンフォーレオープニングイベントコンサート                実行委員/花井玲子 

7 月 23 日(日)開場 13:30 開演 14:00 

安城市中心市街地拠点施設アンフォーレ ホール 

 

  １．月ノ雫  鯨岡 徹 

    泉    宮城 道雄 

     筝/白谷隆子 

尺八/長谷部項山 

 

＊新しいホール、満員のお客様、とても嬉しい経験でし

た。音楽協会の一員としてコンサートへの出演を誇りに

思います。これからも機会があれば積極的に参加したい

と思っています。(尺八/長谷部項山) 

＊安城音楽協会によるアンフォーレでのオープニング

コンサートの一番手として箏を演奏させていただきました。曲目は、季節感のある「月の雫」で幻想的な月

夜の静寂を表現し、「泉」では、宮城道雄の曲で、水の沸き出づる表現を手の速さで表現いたしました。2 曲

のイメージが違う曲でしたが、聞きに来られた方に、客席から手が良く見えてよかった、心が潤い豊かな時

間が持てたと感想をいただきました。(筝/白谷隆子) 

 

  ２．ハンガリー舞曲第 5 番   J. ブラームス 

ラプソディー・イン・ブルー G. ガーシュウィン 

ピアノ連弾/中根真由美 

小野亜季子 

 

＊安城市民として 新しくできたばかりのアンフォーレ

の舞台に立てた事をとても光栄に思っています。こうし

て出演できたのも 音楽協会の方々のたくさんのお力添

えがあってこそと実感しました。ありがとうございまし

た。(ピアノ/中根真由美) 
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３．オペラ「フィガロの結婚」より 手紙の二重唱     W. A. モーツァルト 

サウンド・オブ・ミュージック          R. ロジャース 

    Con Te Partiro (タイム・トゥ・セイ・グッバイ)     F. サルトーリ 

     声楽/太田志麻 

声楽/太田麻華(賛助) 

ピアノ伴奏/石川志保 

 

＊近隣の自治体が魅力あるホールを有する中で、安城

市のそれはどんなものなのか、特別な想いで出演させ

て頂きました。舞台に立った第一印象は「アットホー

ム」。 

この場で娘と演奏という提案を下さったスタッフ、そ

してこの日までお世話になった方々に包まれて歌って

いる感覚でした。ありがとうございました。 

(声楽/太田志麻) 

 

＊新しくオープンしたアンフォーレにて演奏させていただき、ありがとうございました。私自身、アンフォ

ーレのホールに入ったことがありませんでしたので「どんな会場なのかな」と楽しみにしておりました。舞

台に出て、客席との近さをとても新鮮に感じ、なによりも満席の会場をとても嬉しく思いました。今回はデ

ュエットで、色々なジャンルの曲の伴奏をさせていただき、私自身とても勉強になりました。ありがとうご

ざいました。(ピアノ伴奏/石川志保) 

 

 

４．めぐりあい        A. ギャニオン 

やさしさに包まれたなら  荒井 由実 

コンドルは飛んでいく   D. A. ロプレス 

 オカリーナ/高橋美智子 

ピアノ伴奏/山本紗友理 

 

＊新しい素敵なホール、満席のお客様の前で演奏させ

ていただき、本当に幸せでした。ありがとうございまし

た。新しい出会いもあり、これからもオカリーナ演奏に

益々精進したいと思います。スタッフの皆様、お世話に

なりましたすべての方々に心から感謝いたします。 

(オカリーナ/髙橋美智子) 

 

 

 

５．椰子の実      大中寅二 

美女と野獣     A. メンケン 

チャールダッシュ  V. モンティ 

  ヴァイオリン/高橋絵美子 

ピアノ伴奏/山本紗友理 

 

＊お客様が多く、沢山の拍手に包まれ演奏を終えるこ

とができて感謝しています。有難う御座いました。 

(ヴァイオリン/高橋絵美子) 
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６．トルコ行進曲≪ジャズ≫ 

W. A. モーツァルト/ファジル・サイ編曲 

    演奏会用エチュード Op.40 より 

第 3 番「トッカティーナ」 N. カプースチン 

      ピアノ/山本紗友理 

 

＊今回はとても楽しい演奏会に出演させていただけた

こと、大変嬉しく思います。お客様にも喜んでいただけ

て、会場がひとつになったような気がしました。他の演

奏者の方々もとても素敵な演奏をされていて、私も刺激

を受けたと同時に、そこに携われたことを光栄に思いま

す。ありがとうございました。(ピアノ/山本紗友理) 

 

７．混声合唱のためのメドレーより  青木 雅也編曲 

鉄道唱歌～よこはま・たそがれ～赤い靴～青い目の人形～伊勢佐木町ブルース～ 

港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ～ブルー・ライト・ヨコハマ 

    混声合唱のためのヒットメドレー 三沢 治美編曲 

恋のバカンス～どうにもとまらない～喝采 

       安城市民合唱団「クッカーニャ」 

指揮/大野憲一 

ピアノ伴奏/古川友理 

 

＊初めてのホールでいつもより人数の少ない合唱編成

で少々不安でしたが、大野先生の指揮が始まるとその不

安はどこへいったのやら、団員全員が楽しく歌えるステ

ージへと変わりました。お客様の中には口ずさんでいる

方もみえ、私自身もとても気持ち良く歌うことができま

した。市長様をはじめ大勢のお客様が来場してくださ

り、大盛況のコンサートになったと思います。 

(安城市民合唱団「クッカーニャ」/佐藤尚子) 

 

＊新しいアンフォーレホールでのオープニングイベン

トコンサート。満席のお客様には会員の演奏を存分に楽

しんで頂けました。今回初めて安城市長にもご臨席頂

き、活動内容を知って頂けた事は、良かったと思ってい

ます。 反省点も多々ございますが、理事会で報告、審議

を重ね今後に活かしたいと思います。 

(実行委員/花井玲子) 

 

 

◆Music Lecture                          実行委員/佐藤尚子、竹内有希 

2018 年 1 月 6 日(土)開場 13:30 開演 14:00 安城市昭林公民館ホール 

「加藤典子先生を偲んで」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナビゲーター/大野憲一 
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我が母が教え給いし歌     A. ドヴォルザーク 

仮面             C. ドビュッシー 

  ピアノ/沓名美智留  

  

 

 

 

 

 

Ridente la calma(静けさがほほえみながら) 

                 W. A. モーツァルト 

霧と話した           中田 喜直 

Im Prater blüh'n wieder die Bäume 

(プラター公園にまた花が咲き) R. シュトルツ 

声楽/酒井玲子(賛助) 

ピアノ伴奏/森幸枝 

  

 

 

 

◆ぬくぬくふれあいコンサート                  実行委員/小堂ひとみ、佐藤尚子 

(第 92 回ぬくもりの家、ぬくもりワークス、まるくてワークス、ぬくもりの郷合同コンサート) 

 11 月 17 日(金)開場 9:45 開演 10:15 

安城市昭林公民館ホール 

 出演者：声楽/大野憲一、トランペット/伊藤奈美、 

ピアノ/山本千愛、ピアノ/小堂ひとみ、ピアノ/佐藤尚子 

  

＊久しぶりの出演でしたが、参加者の皆さんの笑顔でリ

ズムを取る様子、そしてそのお母様が手を取り一緒に歌

っている姿を見て、本当に感動しました。プログラムが

良かったと、施設の方がとても喜んでくださいました。

客席と舞台の私達も楽しい時間を過ごす事が出来、改め

て音楽の力を痛感しました。(トランペット/伊藤奈美) 

 

 

◆なないろコンサート 

 ・【第 122 回】10 月 3 日(火)作野小学校 

1 部 11:00～12:00 

出演者：トランペット・司会/伊藤奈美、 

マリンバ/浦野美佐子、声楽/岡村亜子、 

ドラム/舩尾真伊年、ピアノ/古川友理、 

ピアノ/水野美奈子 

 ・【第 123 回】10 月 3 日(火)作野小学校 

2 部 13:30～14:30 

  出演者：トランペット・司会/伊藤奈美、 

マリンバ/浦野美佐子、声楽/岡村亜子、 

ドラム/舩尾真伊年、ピアノ/古川友理、 

ピアノ/水野美奈子 

 

 ・【第 124 回】10 月 4 日(水)二本木小学校 

1 部 10:30～11:15 

  出演者：ピアノ連弾/小野亜季子、声楽/柴崎豊輝子、 

ヴァイオリン/高橋絵美子、ピアノ連弾/中根真由美、 

ピアノ/花井玲子、ピアノ・司会/山本紗友里、 

フルート/富永雅美 
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 ・【第 125 回】10 月 4 日(水)二本木小学校 2 部 11:30～12:15 

  出演者：ピアノ連弾/小野亜季子、声楽/柴崎豊輝子、ヴァイオリン/高橋絵美子、ピアノ連弾/中根真由美、 

ピアノ/花井玲子、ピアノ・司会/山本紗友里、フルート/富永雅美 

 

 ・【第 126 回】10 月 20 日(金)西部小学校 11:00～12:00 

  出演者：ピアノ連弾/梅村美雪、声楽/岡村亜子、 

筝/白谷隆子、声楽・司会/鈴木俊也、 

尺八/長谷部項山、ピアノ/森藤さちよ 

 

 

 

 

 

 ・【第 127 回】12 月 15 日(金)祥南小学校 10:50～11:50 

  出演者：合唱/コーロ・ヴォーチェ、筝/白谷隆子、 

尺八/長谷部項山、司会・トランペット/伊藤奈美、 

三味線/田中こず恵、ピアノ/森泰子 

 

 

 

 

 

 ・【第 128 回】2018 年 2 月 23 日(金)今池小学校 

10:30～11:30 

  出演者：筝/白谷隆子、三味線・司会/田中こず恵、 

尺八/長谷部項山、声楽/前嶋郁子、ピアノ/山本千愛 

 

 

 

 
 

 

 ・【第 129 回】2018 年 3 月 2 日(金)中部小学校 

11:00～12:00 

  出演者：マリンバ/手嶋莉子、フルート・司会/富永雅美、 

二胡/竹内有希、ピアノ/藤村佳恵、ピアノ/佐野ゆり子、 

声楽/前嶋郁子、ピアノ/梅村美雪 

 

 

 

実行委員/北川祐子、佐藤尚子 

 

 

◆安城更生病院緩和ケア病棟音楽会〈計 21 回〉 

 (毎月第一・第三木曜日 14:15～14:45 緩和ケア病棟デイルーム) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・4月6日 リコーダー/永田邦雄 ・7月20日 オカリーナ/高橋美智子

ギター/杉浦道生(賛助) ・8月3日 ピアノ/穂倉早穂

・4月20日 ピアノ/磯貝直子 ・9月7日 ヴァイオリン/高橋絵美子

・5月18日 声楽/柴崎豊輝子 ・9月21日 筝/白谷隆子

ピアノ/花井玲子 尺八/長谷部項山

・6月1日 ピアノ/佐野ゆり子 ・10月5日 ジャズピアノ/水野修平

・6月15日 ピアノ/江川裕子 ・10月19日 ピアノ/古川友理

・7月6日 ヴァイオリン/田邉藤佑 ・11月2日 リコーダー/永田邦雄

ピアノ伴奏/藤村佳恵 ・11月16日 二胡/竹内有希

ピアノ/森泰子
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  実行委員/森幸枝、墨真弓 

 

◆昭林コンサート〈計 4 回〉 

 ・9 月 2 日(土)14:00～15:30 

  出演者：声楽・司会/鈴木俊也、声楽/伊吹亜友美、 

ピアノ/手嶋麻利、ピアノ/古川友理、 

  マリンバ/手嶋莉子 

 

 

 

 

 

 

 

 ・10 月 7 日(土)10:30～11:45  

「昭林モーニングコンサート」 

  出演者：二胡/竹内有希、オカリーナ/高橋美智子、 

ピアノ/古橋奏亜、ピアノ/花井玲子 

 

 

 

 

 

 

 

 ・12 月 16 日(土)18:30～20:00 

「昭林ジャズコンサート」 

  出演者：ジャズピアノ/水野修平、 

ジャズドラム/舩尾真伊年、 

ジャズヴォーカル/長谷部泰子、 

ベース/野本謙之(賛助) 

 

 

 

 

 

 

 

 ・2018 年 3 月 7 日(水)10:30～11:45 

「昭林モーニングコンサート」 

  出演者：声楽/前嶋郁子、三味線/田中こず恵、 

ピアノ/森藤さちよ、電子オルガン/榊原裕美 

 

 

 

 

 

            実行委員/細井敏彦、花井玲子 

 

・12月7日 三味線/田中こず恵 ・2月15日 筝/白谷隆子

・12月21日 ピアノ/梅村美雪 尺八/長谷部項山

2018年 ・3月1日 ピアノ/森幸枝

・1月18日 ヴァイオリン/田邉藤佑 チェロ/兵藤雅晃(賛助)

ピアノ/藤村佳恵 ・3月15日 ピアノ/江川祐子

・2月1日 ヴァイオリン/高橋絵美子

ピアノ伴奏/藤村佳恵 
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◆安城南ライオンズクラブ 50 周年記念パーティ演奏 

 11 月 19 日(日)  碧海信用金庫 本店 3 階 

式典前 10:50～11:00 

ロビー演奏 12:00～12:30   

 出演者：ピアノ/花井玲子、二胡/竹内有希、 

フルート/富永雅美 

 

                 実行委員/花井玲子 

 

 

 

 

◆安城市初！議場コンサート 

 12 月 1 日(金)9:15～9:50 

安城市役所 北庁舎 6 階議場 

 出演者：声楽/伊吹亜友美、フルート/富永雅美、 

ピアノ/古川友理 

 

 

 

 

                 実行委員/花井玲子 

 

 

◆えぶりプラスからの依頼演奏〈計 27 回〉 

 ・9 月 4 日(月) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 三味線/田中こず恵 

 ・9 月 16 日(土) 14:00～15:00 花べるじゅ星崎 ピアノ/森泰子、声楽/加藤知香(賛助) 

 ・9 月 21 日(木) 14:15～15:00 みなみの風 三味線/田中こず恵 

 ・9 月 26 日(火) ①13:30～14:00 ②14:20～14:50 グレイスフル上前津 

ピアノ/森泰子、フルート/原田幹恵(賛助) 

 ・10 月 15 日(日) 13:30～14:00 レガロ北久手 ピアノ/森泰子、声楽/曽田実峰(賛助)、舘野葉月(賛助) 

 ・10 月 16 日(月) 14:15～15:00 みなみの風 ピアノ/森泰子、フルート/原田幹恵(賛助) 

 ・10 月 23 日(月) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 ピアノ/森泰子、フルート/原田幹恵(賛助) 

 ・11 月 13 日(月) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 ピアノ/古川友理 

 ・11 月 27 日(月) 14:15～15:00 みなみの風 ピアノ/古川友理 

 ・12 月 4 日(月) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 マリンバ/手嶋莉子 

 ・12 月 6 日(水) 14:15～15:00 みなみの風 三味線/田中こず恵 

 ・12 月 16 日(土) 14:00～15:00 花べるじゅ星崎 ピアノ/森泰子、声楽/舘野葉月(賛助) 

 ・12 月 18 日(月) 14:15～15:00 みなみの風 二胡/竹内有希、ピアノ/森泰子 

 ・12 月 23 日(土) 14:20～15:00 そんぽの家 丸の内 声楽/柴崎豊輝子、ピアノ/花井玲子 

 ・1 月 11 日(木) 14:15～15:00 みなみの風 筝/白谷隆子 

 ・1 月 25 日(木) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 筝/白谷隆子 

 ・1 月 29 日(月) ①13:30～14:00 ②14:20～14:50 グレイスフル上前津 三味線/田中こず恵 

 ・2 月 13 日(火) 14:15～15:00 みなみの風 リコーダー/永田邦雄、ギター/小笠原覚(賛助) 

 ・2 月 18 日(日) ①13:30～14:00 ②14:20～14:50 グレイスフル上前津 ピアノ/花井玲子 

 ・2 月 27 日(火) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 リコーダー/永田邦雄、ギター/小笠原覚(賛助) 

 ・3 月 5 日(月) 14:15～15:00 みなみの風 出演者：ピアノ/森泰子 

 ・3 月 9 日(金) ①13:30～14:00 ②14:20～14:50 グレイスフル上前津 

出演者：リコーダー/永田邦雄、ギター/小笠原覚(賛助) 

 ・3 月 21 日(水祝) 14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 出演者：声楽/大野憲一、ピアノ/小堂ひとみ 
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◆団体の活動 

 ・安城市民合唱団｢クッカーニャ」 

7 月 23 日(日)アンフォーレオープニングイベントコンサートに出演 

10 月 1 日(日)第 9 回定期演奏会を開催 来場者：183 名 

 曲目：混声合唱「ヨコハマストーリー」 他 

     女声合唱、男声合唱、リコーダー、独唱、ピアノ演奏 等 

 

 ・コーロ・ヴォーチェ 

   7 月 2 日(日)第 40 回 全日本おかあさんコーラス 中部支部大会に参加 

◇りんどう賞、特別賞を受賞 

 曲目：女声合唱とピアノのための「民話」より ・雪の降る夜 ・鬼とおじいさん 

12 月 15 日(金)祥南小学校なないろコンサートに出演 

 

 ・安城第九を歌う会 

   11 月 12 日(日)市制 65 周年記念事業「ベートーヴェン第九交響曲演奏会」を開催 

    曲目：W. A. モーツァルト ホルン協奏曲第 3 番 K 447、 

       L. v. ベートーヴェン 交響曲第九番「合唱付」 

    出演者：指揮/田中祐子、名古屋フィルハーモニー交響楽団、ホルン/安土真弓、 

声楽/青山奈未・太田亮子・安賜勳・伊藤貴之、合唱/安城第九合唱団 

 

 

 【来年度の予定】 

◆第 16 回音楽セミナー 「あいち音楽史点描～私の取材ノートから～」 

2018 年 4 月 30 日(月祝)11:00～12:00 安城市昭林公民館ホール 

講師：中日新聞社放送芸能部編集委員 長谷義隆 先生 

 

◆第 25 回定期演奏会「氷上のメロディ ～フィギュアスケート名曲集～」 

2019 年 2 月 23 日(土)時間未定 安城市文化センター マツバホール 
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TEL：090-7179-5831 FAX：0566-74-9077 anjo.music.a.1991@gmail.com 


