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  2021 年春号 
 

◇協会主催事業 

  ◆2020年度定時総会 

    6月 17日(水)10:00～10:40 安城市総合福祉センター 第 3 会議室 

    ・予め、総会資料と共に委任状（はがき）を会員へ送付し、理事を除く全会員からの委任状と緊急 

事態宣言解除後に開催する理事会をもって、総会開催としました。 

 

   ◆第 18回音楽セミナー 「舞台の裏側 のぞいてみませんか？vol.2」   ＊中止になりました 

実行委員/大野憲一、森幸枝、古川友理 

5月 2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 

 

   ◆第 26回定期演奏会「つなげよう、音楽の輪 ～五輪で繋ぐ世界のメロディー～」＊中止になりました 

    実行委員/古川友理、白谷隆子、伊吹亜友美、田中こず恵 

2021年 2月 27 日(土) 開場 13:00 開演 13:30 文化センター マツバホール 

    出演者：声楽/大野憲一、伊吹亜友美、小川洋一、ピアノ伴奏/小堂ひとみ、二胡/竹内有希、 

ピアノアンサンブル/森藤さちよ、末永祐美子、佐藤尚子、山本紗友理、 

    曲目：「スカラムーシュ」より ブラジルの女、ルーマニア舞曲 より(3曲)、スペイン狂詩曲、 

    組曲 第 2番、ラプソディ・イン・ブルー、フィンランディア、Doina-Ciocarlia(ドイナ～ひばり) 

    牧羊女、新賽馬、「メリーウィドウ」より、オー・ソレ・ミオ、カタリカタリ、星も光りぬ、 

乾杯の歌 他 

    司会：大岳由貴子（アナウンサー、FM豊橋パーソナリティー、アンドアイ所属）（予定） 

 

  ◇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 スタッフ/墨真弓 

11月 13日(金) 開場 9:45 開演 10:15 昭林公民館ホール 

    出演者：二胡/竹内有希、ピアノ伴奏/藤村有快、 

声楽/伊吹亜友美、ピアノ/古川友理 

    曲目：「子供の情景」より、幻想即興曲、パプリカ、 

秋メドレー、涙そうそう、ハナミズキ、タイム・トゥ・ 

セイ・グッバイ、ドレミの歌、小さい秋見つけた～赤と 

んぼ、ああ人生に涙あり、賽馬、糸まき～さんぽ 

 

 

 

 

◆なないろコンサート(小学校への出張コンサート) 〈計 0回〉  実行委員/北川祐子、伊吹亜友美 

    ・【138】2021年 2月 6 日(土)10:30～11:10 祥南小学校 50周年記念  ＊1年延期になりました 

    ・【139】2021年 2月 26日(金) 10:50～11:50 梨の里小学校    ＊開催見送りとなりました 

    ・【140】2021年 3月 4 日(木)11:00～12:00 中部小学校      ＊開催見送りとなりました 

 

   ◆安城更生病院緩和ケア病棟音楽会 〈計 0回〉        ＊R2.4月以降、中止になりました 

    (毎月第一・第三木曜日 14:15～14:45 緩和ケア病棟デイルーム)    実行委員/森幸枝、墨真弓 

 

  ◇協会主催以外の事業 

   ◆昭林コンサート 〈計 3回〉                  実行委員/細井敏彦、花井玲子 

    2020年 

    ・9月 5日(土)14:00～15:30   ＊中止になりました 

    ・10月 3日(土)10:30～12:00   ＊中止になりました 
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    ・12月 12日(土)18:00～19：30 

     出演者：ジャズヴォーカル/森谷ワカ、 

ジャズベース/野本謙之、 

ジャズドラム/舩尾真伊年 

 

 

 

    2021年 

    ・1月 23日(土)14:00～15:30 

     出演者：ピアノ/北川祐子、 

トランペット/伊藤奈美、 

マリンバ/手嶋莉子 

     曲目：エオリアン・ハープ、プレリュード、黒鍵、 

トランペット・ヴォランタリー、「ダッタン人の 

踊り」より、白鳥、クシコスポスト、私を泣かせて 

ください、ジュネラライフ、ペチカ、この道、情熱 

大陸、なごり雪、花は咲く、雨だれ、木枯らし 

 

 

 

    ・3月 13日(土)10:30～12:00 

     出演者：ピアノ/古川友理、 

声楽/伊吹亜友美、 

エレクトーン/榊原裕美 

     曲目：春の歌、二重唱、春メドレー、早春賦、花の街、 

ロンドンデリーの歌、となりのトトロ、「オペラ座の 

怪人」メドレー、月の光、糸、愛の夢、仰げば尊し、 

初恋、瑠璃色の地球、即興曲作品 90-2、春よ 来い 

 

 

   ◆えぶりプラスからの依頼演奏 〈計 0回〉   ＊2020年度は出演辞退しました 

    2020年 4月より偶数月開催                 実行委員/田中こず恵、長谷部項山 

 

   ◆デンパーク「バレンタインスイートコンサート」「スプリングコンサート」〈全 12 回〉 

デンパーク温室「フローラルプレイス」①11:00～ ②14:00～        実行委員/花井玲子 

2021年 

  ・1月 30日(土)  出演：ピアノ/北川祐子 スタッフ：伊吹亜友美、森健次 

・1月 31日(日)  出演：二胡/竹内有希、ピアノ/那須朝子(賛助)  

スタッフ：花井玲子、伊吹亜友美 

・2月 6 日(土)   出演：ピアノ/前田聡子 スタッフ：森泰子、伊藤奈美 

・2月 7 日(日)  出演：電子オルガン/榊原裕美 スタッフ：伊藤奈美、白谷隆子 
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・2月 11日(木祝) 出演：声楽/鈴木俊也、ピアノ/山本紗友理 スタッフ：森泰子、北川祐子 

・2月 13日(土)  出演：ピアノ/古川友理 スタッフ：森泰子、森健次 

・2月 14日(日)  出演：ピアノ/森泰子、声楽/アンサンブル・クノスペン(賛助) 

           スタッフ：花井玲子、森健次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ・3月 25日(木)  出演：三味線/田中こず恵 スタッフ/古川友理 

・3月 26日(金)  出演：コントラバス/佐藤美穂、ピアノ/小山たかこ(賛助) スタッフ：伊藤奈美 

・3月 29日(月)  出演：オカリナ/高橋美智子、ピアノ/花井玲子 スタッフ：伊藤奈美 

・3月 30日(火)  出演：ピアノ/磯貝直子 スタッフ：花井玲子 

・3月 31日(水)  出演：声楽/伊吹亜友美、ピアノ/佐藤尚子 スタッフ：花井玲子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ◇団体の活動  

   ◆安城市民合唱団｢クッカーニャ」 

    第 12 回演奏会 2020 年 11 月 29 日(日) 昭林公民館ホール ＊開催中止になりました 

    ・年度内の練習はほぼお休み。R3.4 月より練習再開予定。 
 

   ◆コーロ・ヴォーチェ 

    ・10～12 月まで「コーロ・ヴォーチェ コロナ時の申し合わせ」に沿って約月 2 回のペースで、 

希望者のみ練習を再開。R3.1～3 月は練習会場の確保できている日に、参加希望者を対象に基礎 

練習に加えて新曲の練習を進めました。 

 

   ◆安城市交響楽団 

    第 5 回 定期演奏会 12 月 27 日(日) 開演 15:00 安城市民会館サルビアホール 

    →総座席数 1200 席のうち、500 名を上限とし、開場時間を 3 つに分け、分散入場しました。 
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 【来年度の予定】 

  ◇協会主催事業 

   ◆2021 年度定時総会 

    5月 19日(水)10:00～10:40 安城市総合福祉センター 第 3 会議室 

    ・予め、総会資料と共に委任状（はがき）を会員へ送付し、委任状と Zoomによる Web参加、 

理事会をもって、総会とします。 

 

   ◆第 18回音楽セミナー  詳細未定 

    ・総会とは切り離し単独企画として検討し直すこととなりました。 

 

   ◆第 26回定期演奏会  詳細未定 

 

   ◆第 11回 Concert Primo  詳細未定 

 

   ◆第 11回チャリティーコンサート「Hand in Hand」 詳細未定 

 

   ◆Music Lecture 詳細未定 

 

 ◇ボランティア活動 

   ◆なないろコンサート (小学校への出張コンサート) 決定分 

  ・【138】10月 1日(金)詳細未定 今池小学校 

    ・【139】11月 19日(金)詳細未定 梨の里小学校 

・【140】2022年 2月 26日(土)10:30～11:10(予定) 祥南小学校 50周年記念 

 

   ◆ぬくぬくふれあいコンサート 詳細未定 

      

   ◆安城更生病院緩和ケア病棟音楽会 決定分なし    ＊R2.4月以降、中止となっています 

    (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) 

 

  ◇協会主催以外の事業 

   ◆昭林コンサート 

    ・9月 4日(土)14:00～15:30 

    ・10月 2日(土)10:30～11:45 

    ・12月 11日(土)18:00～19:00 

    ・1月 22日(土)14:00～15:30 

    ・3月 12日(土) 10:30～11:45 
 

   ◆えぶりプラスからの依頼演奏 詳細未定 
 

◆デンパーク 「スプリングコンサート」〈全 3回〉 決定分 

 デンパーク温室「フローラルプレイス」①11:00～ ②14:00～ 

・5月 15日(土) 出演：マリンバ/川野佳代、ピアノ/川野姫佳 

・5月 16日(日) 出演：二胡/竹内有希、ピアノ/藤村有快 

・5月 22日(土) 出演：ジャズ/森谷ワカ 
 

  ◇その他 

   ◆定例理事会（予定） 

    4/21、5/19、6/16、7/21、8/18、9/15、10/20、11/17、12/15、R4.1/19、2/16、3/16 
 

 

安城音楽協会事務局 
〒446-0044 安城市百石町 1-18-13 森泰子 

TEL:090-7179-5831 

anjo.music.a.1991@gmail.com 


