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  2019年春号   
◇協会主催事業 

   ◆2018年度定時総会 

2018年 4月 30日(月祝)10:00～11:00 安城市昭林公民館第 1音楽室 

 

   ◆第 16回音楽セミナー                         実行委員/大野憲一、森幸枝 

2018年 4月 30日(月祝)11:00～12:00 

安城市昭林公民館ホール  

「あいち音楽史点描 

～私の取材ノートから～」 

 

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・第 10回 Concert Primo「氷上のメロディ ～フィギュアスケート名曲集～」 

実行委員/大野憲一、白谷隆子、田中こず恵 

2019年 2月 23日(土)開場 13:00 開演 13:30 安城市文化センター マツバホール 
      

     コンソレーション 第 3番 リスト 

     前奏曲「鐘」       ラフマニノフ 

       ピアノ/松本知江 
 

     帰れソレントへ      クルティス 

     オペラ座の怪人      ウェバー 

     花は咲く         菅野ようこ 

       声楽/佐藤秀和 

       ピアノ伴奏/古川友理 
      

     バラード 第 3番     ショパン 

       ピアノ/穂倉早穂 
 

     仮面舞踏会        ハチャトゥリアン 

     剣の舞          ハチャトゥリアン 

       ピアノアンサンブル/中根真由美 

/小野亜季子 
 

無伴奏チェロ組曲 第 1番 

 プレリュード      バッハ 

白鳥           サン＝サーンス 

リベルタンゴ       ピアソラ 

  チェロ/石本卓斗（賛助） 

  ピアノ伴奏/森幸枝 

 

オペラ「ジャンニスキッキ」より 私のお父さん     プッチーニ 

オペラ「マダムバタフライ」より ある晴れた日に    プッチーニ 

  声楽/前嶋郁子 

  ピアノ伴奏/石山英明（賛助） 
 

オペラ「カルメン」より     花の歌        ビゼー 

オペラ「トスカ」より      妙なる調和      プッチーニ 

オペラ「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ   プッチーニ 

声楽/小川洋一 

ピアノ伴奏/古川友理 

司会/日下礼恵（賛助）   
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  ◇ボランティア活動 

   ◆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 93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) 

     2018年 11月 9日(金)開場 9:45 開演 10:15  

安城市昭林公民館ホール 

 

     出演者：筝/白谷隆子、 

ピアノ/北川祐子、 

ピアノ/松本知江、 

声楽/前嶋郁子 

      

◆なないろコンサート(小学校への出張コンサート) 〈計 4回〉    実行委員/北川祐子、佐藤尚子 

    ・【第 130回】2018年 6月 2日(土)志貴小学校 10：40～11：50 (PTA親子ふれあい学級) 

出演者：司会・トランペット/伊藤奈美、三味線/田中こず恵、声楽/前嶋郁子、ピアノ/山本千愛、 

ピアノ/森泰子 

    ・【第 131回】2018年 10月 18日(木)米津小学校 10:45～11:45  

      出演者：司会･トランペット/伊藤奈美､二胡/竹内有希､ 

コントラバス/佐藤美穂､ピアノ/前田聡子､声楽/岡村亜子､ 

ピアノ伴奏/藤村佳恵 

 

 

    ・【第 132回】2019年 1月 29日(火)里町小学校 演奏 11:00～11:25、講演・質問：11:25～11:40 

      出演者：司会・ピアノ/佐藤尚子、三味線/田中こず恵、 

マリンバ/手嶋莉子 

      ◇母校での初なないろコンサート、そして子どもたちに向けて夢と 

希望のメッセージを届けるという役目もありとても緊張して臨み 

ました。演奏やトークを聴いて、子どもたちが楽器に興味を持って 

くれたり、あんな曲が弾けるように頑張りたい！と言ってくれた事 

が嬉しかったです。（ピアノ/佐藤尚子） 

    ・【第 133回】2019年 3月 1日(金)中部小学校 11:00～12:00 

      出演者：声楽/伊吹亜友美、電子オルガン/榊原裕美、筝/白谷隆子、リコーダー/永田邦雄、 

尺八/長谷部項山、ピアノ/森藤さちよ 

  

   ◆安城更生病院緩和ケア病棟音楽会 〈計 19回〉             実行委員/森幸枝、墨真弓 

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

    2018年 

    ・4月 5日  声楽/柴崎豊輝子、ピアノ/花井玲子 

・4月 19日 リコーダー/永田邦雄、細井敏恵 

    ・5月 17日 ピアノ/古川友理 

・6月 7日  二胡/竹内有希、ピアノ/森泰子 

・6月 21日 三味線/田中こず恵 

・7月 5日  オカリナ/髙橋美智子 

・7月 19日 ピアノ/梅村美雪 

・8月 2日  筝/白谷隆子 

・9月 6日  ピアノ/森幸枝、チェロ/兵藤雅晃（賛助） 

・9月 20日 ピアノ/小堂ひとみ 

・10月 4日 リコーダー/永田邦雄、細井敏恵、ギター/榎本和俊 

・10月 18日 ピアノ/江川祐子 

・11月 1日 ピアノ/森藤さちよ 

・11月 15日 三味線/田中こず恵 

・12月 6日 二胡/竹内有希、ピアノ/森泰子 

・12月 27日 ピアノ/梅村美雪 

2019年 

・1月 17日 筝/白谷隆子、尺八/長谷部項山 

・2月 7日  声楽/伊吹亜友美、ピアノ/古川友理 

・2月 21日 ピアノ/森泰子 

・3月 28日 筝/白谷隆子 
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  ◇協会主催以外の事業 

   ◆昭林コンサート 〈計 4回〉                    実行委員/細井敏彦、花井玲子 

    ・2018年 9月 1日(土)14:00～15:30 

     出演者：声楽/太田志麻、ピアノ/北川祐子、マリンバ/手嶋莉子、 

コントラバス/佐藤美穂 

 

・2018年 10月 6日(土)10:30～11:45 

 出演者：声楽/谷田育代、フルート/富永雅美、 

ピアノ/前田聡子 

 

・2018年 12月 15日(土)18:00～19:30 

 出演者：ジャズシンガー/長谷部泰子、 

ジャズドラム/舩尾真伊年、ジャズサックス/福原徹也、 

ピアノ/小山たかこ(賛助)、ベース/野本謙之(賛助)  

 

 

 

・2019年 3月 16日(土)10:30～11:45 

 出演者：筝/白谷隆子、 

尺八/長谷部項山、 

合唱/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 

      

 

   ◆えぶりプラスからの依頼演奏 〈計 32回〉            実行委員/田中こず恵、長谷部項山 

    2018年 

    ・4月 5日(木)14:15～15:00 みなみの風      出演者：声楽/伊吹亜友美、ピアノ/古川友理 

    ・4月 12日(木)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：ピアノ/山本千愛 

    ・4月 14日(土)13:30～14:15 ウェストホームエイル 出演者：声楽/森健次、ピアノ/森泰子 

    ・5月 21日(月)14:15～15:00 みなみの風      出演者：ピアノ/佐藤尚子 

    ・5月 21日(月)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：マリンバ/手嶋莉子 

    ・6月 1日(金)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：声楽/鈴木俊也、ピアノ/森藤さちよ 

    ・6月 6日(水)①10:30～②11:15～グレイスフル熱田 出演者：ピアノ/小堂ひとみ 

・6月 26日(火)14:15～15:00 みなみの風       出演者：三味線/田中こず恵 

    ・7月 2日(月)①10:30～②11:15～グレイスフル熱田 出演者：声楽/森健次、ピアノ/森泰子 

    ・7月 6日(金)14:15～15:00 みなみの風      出演者：ピアノ/佐藤尚子 

・7月 17日(火)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：コントラバス/佐藤美穂、ピアノ/石川志保 

・7月 18日(水)①10:30～②11:15～グレイスフル熱田 出演者：筝/白谷隆子 

・7月 18日(水)①14:00～②14:45～ジョイフル名駅  出演者：三味線/田中こず恵 

・7月 19日(木)①14:00～②14:45～ジョイフル名駅  出演者：リコーダー/永田邦雄、ギター/小笠原覚(賛助) 

・7月 31日(火)①14:00～②14:45～ジョイフル名駅  出演者：ピアノ/花井玲子 

・8月 1日(水)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：三味線/田中こず恵 

・8月 2日(木)14:15～15:00 みなみの風       出演者：声楽/前嶋郁子、ピアノ/森泰子 

・9月 5日(水)14:15～15:00 みなみの風      出演者：ピアノ/佐野ゆり子 

・9月 10日(月)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：ピアノ/佐藤尚子 

・10月 15日(月)14:15～15:00 みなみの風     出演者：筝/白谷隆子 

・10月 31日(水)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 出演者：二胡/竹内有希 

・11月 5日(月)14:15～15:00 みなみの風      出演者：ピアノ/森藤さちよ 

・11月 9日(金)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：ピアノ/森藤さちよ 

・12月 8日(土)①14:00～②14:45～ジョイフル名駅  出演者：声楽/森健次、ピアノ/森泰子  

・12月 13日(木)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾 出演者：声楽/佐藤秀和、伴奏/古川友里 

・12月 20日(木)①14:00～②14:45～ジョイフル名駅 出演者：ピアノ/森泰子  

・12月 21日(金)14:15～15:00 みなみの風     出演者：リコーダー/永田邦雄、ギター/小笠原覚(賛助) 

    ・12月 29日(土)①14:00～②14:45～ジョイフル名駅 出演者：声楽/森健次、ピアノ/森泰子  
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    2019年 

・1月 11日(金)14:00～14:45 ゴールドエイジ西尾  出演者：筝/白谷隆子、尺八/長谷部項山 

・1月 30日(水)14:15～15:00 みなみの風      出演者：声楽/鈴木俊也、伴奏/藤村佳恵 

    ・2月 25日(月)14:15～15:00 みなみの風      出演者：ピアノ/森藤さちよ 

    ・3月 25日(月)14:15～15:00 みなみの風      出演者：三味線/田中こず恵 

 

   ◆一色学びの館 図書館ロビーコンサート（西尾市一色町）           実行委員/榊原裕美 

    ・2018年 5月 27日(日)10:30～11:00 

出演者：コントラバス/佐藤美穂、電子オルガン/榊原裕美 

    ・2018年 10月 28日(日)14:00〜14:30 

出演者：二胡/竹内有希、ピアノ/森泰子 

      

 

 

 

 

   ◆輪島塗ヴァイオリン〈雪國〉お披露目ライブ 

     10月 25日(木)昼の部：開演 14:30 夜の部：開演 19:00 アンフォーレ ホール 全自由席 1,500円 

     出演：ヴァイオリン/宮川正雪（特別会員）ハープ/宮原真弓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◆安城市文化センター リニューアルオープンイベント 市民ステージ 実行委員/花井玲子 

     2018年 11月 17日(土)15:30～ 安城市文化センター マツバホール 

     出演者：声楽/大野憲一、ピアノ/古川友理、ピアノ/山本千愛、マリンバ/手嶋莉子、 

ピアノ/山本紗友理、合唱/コーロ・ヴォーチェ、指揮/竹本ひろみ、ピアノ/天野初菜 

 

 

   ◆国際ソロプチミスト安城 創立記念例会 

     2018年 11月 16日(金)13:30～14:00 グランドティアラ 

     出演者：フルート/富永雅美、ピアノ/花井玲子 
 

 

 

 

 

   ◆安城市議会議場コンサート         実行委員/花井玲子 

     2018年 12月 3日(月)9:15～9:40 安城市役所 北庁舎 6階議場 

     出演者：ジャズヴォーカル/長谷部泰子、 

ピアノ/小山たかこ(賛助)、ベース/野本謙之(賛助) 
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   ◆文化センターピアノ弾き込みボランティア  

（安城市文化センター 生涯学習課より依頼） 

     2019年 1月～3月 のべ 31回  

安城市文化センター マツバホール、音楽室 

 

  ◇団体の活動 

   ◆安城市民合唱団｢クッカーニャ」 

    ・2018年 11月 25日(日)開演 13:30 第 10回演奏会「記念コンサート」 

安城市昭林公民館ホール 入場無料 

・2018 年 3月 16日(土)10:30～11:45 昭林コンサート 

 

   ◆コーロ・ヴォーチェ 

   ・2018年 6月 10日(日) 合唱祭(おかあさんコーラス愛知県大会) 

・2018 年 7月 1日(日) 

第 41回 全日本おかあさんコーラス中部支部大会 石川県立音楽堂コンサートホール 

りんどう賞＆特別賞 受賞 

・2018年 11月 17 日(土)文化センターリニューアルオープニングイベント 
 

   ◆安城市交響楽団 

    ・発足記念特別演奏会 

     2018年 12月 15日(土)開場 14:30 開演 15:00 安城市民会館サルビアホール 

                                前売り 2,000円 当日 2,500円 

     出演者：フルート/ヒルデ・シルストラ、指揮/服部洋樹、オーケストラ/安城市交響楽団 

    ・第 1回定期演奏会 

     2019年 3月 17日(日)14:00～ 安城市民会館サルビアホール 2,000円 

     出演者：ヴァイオリン/野口わかな、朗読/田中ふみえ、指揮/服部洋樹、オーケストラ/安城市交響楽団 

 

 

  【来年度の予定】 
 

   ◆2019年度定時総会 

2019年 4月 27日(土)10:00～11:00 アンフォーレ 多目的室 1・2 

 

   ◆第 17回音楽セミナー 

2019年 4月 27日(土)11:00～12:00 アンフォーレ ホール 

講師：テノール/安賜勳 Johannes（アン・サフン・ヨハネス）氏、 

ピアノ/高橋宣江 氏 

演題：「舞台の裏側 のぞいてみませんか？」 
   

   ◆なないろコンサート(小学校への出張コンサート) 決定分 

    2019年 

    ・10月 1日(火)11:00～12:00、13:30～14:30 作野小学校 

・10月 9日(水)午前中 今池小学校 

・10月 18日(金)午前中 西部小学校 

 

   ◆ぬくぬくふれあいコンサート 

    2019年 11月 15日(金) 開場 9:45 開演 10:15 安城市昭林公民館ホール 

      

   ◆安城更生病院緩和ケア病棟音楽会 決定分 

    (毎月第１、第 3、木曜日 14:15～14:45 緩和ケア病棟内 デイルームで開催) 

    2019年 

    ・4月 4日 声楽/柴崎豊輝子、ピアノ/花井玲子 

・4月 18日 リコーダー/永田邦雄、細井敏恵、ギター/榎本和俊 

・5月 16日 ピアノ/梅村美雪 

・6月 6日 ピアノ/江川祐子 

・6月 20日 ピアノ/森藤さちよ 

・7月 4日 オカリナ/高橋美智子 
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   ◆昭林コンサート 

    ・2019年 9月 7日(土)14:00～15:30 

    ・2019年 9月 28日(土)10:30～11:45 

    ・2019年 11月 10日(日)18:00～19:30 

    ・2020年 1月 25日(土)14:00～15:30 

    ・2020年 3月 14日(土) 10:30～11:45 

 

   ◆えぶりプラスからの依頼演奏 

     みなみの風、ゴールドエイジ西尾 他 

    

   ◆公益社団法人 安城市シルバー人材センター 総会 ゲスト演奏 

2019年 6月 14日(金)14:15～14:55 安城市文化センター マツバホール 

出演者：声楽/大野憲一、ピアノ伴奏/小堂ひとみ、筝/白谷隆子 

 

   ◆定例理事会の開催（予定） 

     4/17、5/15、6/19、7/17、8/21、918、10/16、11/20、12/18、1/15、2/19、3/25 

 

 

 

 

 

 

安城音楽協会 事務局 
森泰子 

〒446-0044 安城市百石町 1-18-13 

TEL：090-7179-5831 

anjo.music.a.1991@gmail.com 


