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安城音楽協会 会報 
  2022年春号 

 

◇協会主催事業 

   ◆2021 年度定時総会 

    5月 19日(水)10:00～ 総合福祉センター 第 3会議室 + Zoom 

    ・緊急事態宣言の発令に伴い、理事の約半数と Web 参加希望者は Zoom を利用して参加、 

総会運営にかかわる数名と Zoom利用の難しい理事と対面参加希望者のみ福祉センターで参加。 

    ・会計監査 4月 11日(日) 伊吹亜友美、古川友理 

    ・4月理事会でハイブリッド開催のテストを行いました。 

 

   ◆第 18 回音楽セミナー              実行委員：古川友理、長谷部項山、伊吹亜友美 

    2022 年 2月 13日(日) 開場 14:00 開演 14:30 アンフォーレ 1F ホール 

演題：劇場管理者のおしごと 芸術のともしびを消さないために 

    講師：島 英之 碧南市芸術文化ホール館長（エリアワン株式会社） 

・打合せ：1/24(月) 13:30～ 古川、長谷部 

・参加者：一般 18名 会員 24名 

（内 Google foam 利用 28名、欠席者 6名、当日申込 7名） 

・新型コロナの感染拡大に対する対応 

     →講演を録画し、会員と一般申込欠席者向けに YouTube で 

3月末まで限定公開をしました。 

ビデオ撮影、編集はリコーダー/永田さんに依頼しました。 

    ・キャッチネットワーク様より取材依頼 →2/15(火) KATCH TIME 30 にて放映済 

 

  ◇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)        実行委員：北川祐子、富田姫佳 

    【138】10 月 1日(金) ①低学年 9:45～10:45  今池小学校 

【139】10月 1日(金) ②高学年 11:00～12:00 今池小学校 

     出演者：司会・電子オルガン/榊原裕美、ピアノ/沓名美智留、 

マリンバ/浦野美佐子、ソプラノ/前嶋郁子、ピアノ/森泰子 

曲目：①ドレミの歌、いのちの歌、道化師のギャロップ、 

アメリカンパトロール、ラデツキー行進曲、シンコペイテッ 

ドクロック、となりのトトロ、トルコ行進曲メドレー、小さ 

な世界メドレー、メリーさんの羊メドレー、ハンドサイン・ 

リズム②いのちの歌、ドレミの歌、白鳥、ハンガリー舞曲、も 

みじ、よろこびのうた、となりのトトロ、トルコ行進曲メドレ 

ー、小さな世界メドレー、旅立ちの日にメドレー、ハンドサ 

イン・リズム 
 

 

 

【140】11月 19 日(金) ①低学年 10:00～10:45 梨の里小学校 

【141】11月 19 日(金) ②高学年 11:00～11:45 梨の里小学校 

     出演者：ドラム/舩尾真伊年、サックス/福原徹也、ピアノ/ 

前田聡子、ピアノ連弾/小野亜季子、ピアノ連弾/中根真由美、 

司会/森泰子 

曲目：①仔犬のワルツ、さんぽ、クラブイクスピアリ、セン 

トトーマス、子象の行進、星に願 

いを、ドラえもん、鬼のパンツ、梨の里小学校校歌 

②ノクターン Op.9-2、秋のメドレー、クラブイクスピアリ、 

セントトーマス、子象の行進、星に願いを、永遠の不在証明、 

鬼のパンツ、梨の里小学校校歌 
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【142】2022 年 2月 26日(土) 10:45～11:25 祥南小学校 50周年記念  ＊中止になりました 

     出演者:司会・ピアノ/花井玲子、歌・フルート/神谷浩子、マリンバ/川野佳代、筝/白谷隆子、 

ピアノ/富田姫佳 

     曲目:ノクターン Op.9-2、春の海、剣の舞、紅蓮華、いのちの歌、ふるさと、祥南小学校校歌 
 

    【143】2022 年 3月 3日(木) 13:45～14:30 中部小学校          ＊中止になりました 

     出演者：司会・歌・フルート/神谷浩子、ピアノ/佐藤尚子、筝/白谷隆子、ピアノ/水野美奈子 

     曲目:トルコジャズ、春の海、うれしいひなまつり、炎、いのちの歌、キラキラ星変奏曲、他 

 

◆ぬくぬくふれあいコンサート                     実行委員：小堂ひとみ 

    11月 25日(木)10:15～ 昭林公民館ホール 

 出演者：電子オルガン・ピアノ/榊原裕美、オカリナ/髙橋美智子、 

ピアノ/山本千愛 

    曲目：小さな世界、アンパンマンマーチ、ピタゴラスイッチ、お 

さかな天国、子犬のワルツ、子猫のワルツ、ねこふんじゃった即 

興曲、トルコ行進曲、エリーゼのために、革命、つぐない、カイ 

ト、ラデツキー行進曲、シンコペイテッドクロック、となりのト 

トロ、365 日の紙飛行機 

当日スタッフ/佐藤尚子 

 

 

   ◆安城更生病院緩和ケア病棟音楽会               実行委員：伊吹亜友美、墨真弓 

＊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) 

 

   ◆安城市民会館リハーサル室 弾き込みボランティア 

    ・6/25、6/30、7/2、7/7、7/14 

 

◇協会主催以外の事業 

   ◆昭林コンサート                       実行委員：花井玲子、手嶋莉子 

    9月 4日(土)14:00～15:30 

    出演者：ピアノ/北川祐子、二胡/竹内有希、電子オルガン/榊原裕美 

曲目：蘇州夜曲、G線上のアリア、エチュード Op.10-12「革命」 

シンコペイテッドクロック、ラデツキー行進曲、花～すべての 

人の心に花を～、The Song Of Life、Op.25-12「大洋」、Stand  

Alone、彩雲追月、夜来香、ハンガリー狂詩曲 S.244 第 15番 

「ラコッツィ行進曲」、賽馬 

・リハーサル 8月 20日(金)13:00～16:30 
 

 

    10月 2日(土)10:30～12:00 

    出演者：オカリナ/高橋美智子、ピアノ/前田聡子、筝/白谷隆子、 

フルート/神谷浩子 

    曲目：朝の歌、ノクターン Op.9-2、舟歌 Op.60、明日、「アイノ 

ラ抒情曲集 Op.95」より 第 5 番モーツァルティーノ、第 7番カリ 

ヨン、ラストダンスは私に、「マイ・フェア・レディ」より 

踊りあかそう、五鈴川、祭の太鼓、春の海、日本の歌メドレー、 

花は咲く 

    当日スタッフ/伊藤奈美 

    ・緊急事態宣言解除直後のため、主催者側から声楽ＮＧとの連絡 

あり。マスク着用で演奏。 

    ・リハーサル 9月 23日 13:00～、9月 24日 13:00～ 
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    12月 11日(土)18:00～19:30 

    出演者：ジャズピアノ＆ボーカル/森谷ワカ、ジャズドラム/ 

舩尾真伊年、ジャズベース/野本謙之 

    曲目：セントトーマス、I got rhythm、マスカレード、ロンリーチャ 

ップリン、Jingle Bell Rock、rehab、charade、ギャランドゥー、 

明日にかける橋、passion flower、そりすべり 

    ・事前リハーサルなし、当日リハーサル 15:30～のみ 

当日スタッフ/北川祐子 
 

    2022 年 1月 22日(土)14:00～15:30 

    出演者：ピアノ/古川友理、リコーダー/鈴木俊也、ギター/榎本和俊 

    曲目：平均律クラヴィーア曲集 第 1巻 第 1番、アルルの女 より 

「メヌエット」、アヴェ・マリア、コーヒールンバ、タンゴアンスカイ、 

幻想曲 作品 397、ベニスの愛、アメージンググレース、禁じられた 

遊び、また君に恋してる、献呈、管弦楽組曲 より「アリア」、影 

を慕いて、悲しい酒、ルパン三世のテーマ、練習曲 Op.10-4 

・主催者から声楽はＮＧと言われているため、鈴木さんはリコー 

ダーでご出演。 

・リハーサル 1月 13日(木)17:30～21:00 

当日スタッフ/森健次 
 

    2022 年 3月 12日(土) 10:30～12:00                  ＊中止になりました 

出演者：マリンバ/川野佳代、ピアノ/富田姫佳、トランペット/伊藤奈美 

曲目：スプリングメドレー、タイスの瞑想曲、ワルツ 第 6番 作品 64-1「小犬のワルツ」、 

アストゥリアス、サンチェスの子供たち、ナポリターナ、歌劇「ウィリアム・テル」幻想曲、 

剣の舞、トランペット吹きの子守唄、前奏曲 嬰ハ短調 作品.3-2「鐘」、アラジンメドレー、 

Part 0f Your World、Under The Sea、紅蓮華、花は咲く、春一番 

・リハーサル 2月 15日(火) 9:00～12:00 

 

   ◆デンパーク 「スプリングコンサート」〈全 3回〉             実行委員：花井玲子 

    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/富田姫佳 当日スタッフ/花井玲子 
 

    ・5月 16 日(日) 出演：二胡/竹内有希、ピアノ/藤村有快 当日スタッフ/伊吹亜友美 
 

    ・5月 22 日(土) 出演：ジャズ/森谷ワカ 当日スタッフ/花井玲子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◆デンパーク「ウィンターコンサート」                   実行委員：手嶋莉子 

デンパーク温室「フローラルプレイス」①15：00～ ②17：00～ 

・11月 28 日(日) 

出演者：ピアノ/佐藤尚子 

 曲目：クリスマス・ソング・メドレー、 

We wish You a Merry Christmas、クリス 

マス・イブ、Jupiter、花の歌 

当日スタッフ/手嶋莉子 
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・12 月 5日(日) 

出演者：ギター/小笠原亘 

曲目：クリスマス・イブ、ラストクリスマス、戦場のメリー 

クリスマス、スノースマイル、サザンカ 

当日スタッフ/富田姫佳 

 

 

 

 

・12 月 19日(日) 

出演者：トランペット/伊藤奈美、ピアノ/藤村有快 

曲目：くるみ割り人形 より「行進曲」「トレパーク」 

「コンペイトウの踊り(ピアノソロ)」「花のワルツ」、 

クリスマスソング 他 

当日スタッフ/森泰子 

  

 

 

    ◆デンパーク「バレンタインコンサート」                 実行委員：手嶋莉子 

デンパーク温室「フローラルプレイス」①11：00～ ②14：00～ 

・1月 29日(土) 

出演者：ピアノ/古川友理 

     曲目：生まれてはじめて、夢やぶれて、風笛、いのちの歌、猫、 

Dynamite、誰も寝てはならぬ、献呈 

当日スタッフ/森健次 

 

 
 

・1月 30日(日) 

出演者：筝/白谷隆子、声楽・フルート/神谷浩子 

     曲目：ブラームスの子守唄、エーデルワイス、木星(ジュピター)、 

いつも何度でも、君をのせて、世界に一つだけの花 

当日スタッフ/榊原裕美 

 

 
 

・2月 5 日(土)  

出演者：トランペット/黒河裕子、ピアノ/榊原裕美 

     曲目：テ・デウム・プレリュード、いつか王子様が、タイタニック 

 愛のテーマ、雪の華、となりのトトロ・さんぽメドレー、赤いスイー 

トピー、ユーレイズミーアップ、この素晴らしき世界 

当日スタッフ/白谷隆子 

 

 

 

・2月 6 日(日)  出演者：ギター/小笠原亘 

     曲目：バレンタインデーキッス、ハナミズキ、美女と野獣、 

ニューデイニューライフ、愛を感じて、アイラブユー、翼 他 

当日スタッフ/古川友理 
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   ◆アンフォーレ「エントランスライブ」                    実行委員：森泰子 

第 2 (土)18:30～19:15 アンフォーレ エントランス 

・6月 12 日(土)  ＊緊急事態宣言発令のため中止 

出演：二胡/竹内有希 他 

    ・9月 11 日(土)  ＊緊急事態宣言発令のため中止 

出演：ジャズヴォーカル/長谷部泰子、ジャズベース/野本謙之、ジャズピアノ/水野久美子（賛助） 

    ・2022年 1月 8日(土) 「新春 三味線演奏会」 

出演：三味線/田中こず恵、酒井美和(賛助)、田中顕司(賛助) 

    ・2022年 2月 12日(土)  「クノスペン's Night!!!」 

出演：ピアノ/森泰子、声楽/アンサンブル・クノスペン(賛助) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇その他 

◆会員の主催・出演する事業の後援 

  ・安城市交響楽団 第 7回 定期演奏会 12月 25日(土)安城市民会館 サルビアホール 

  ・三味線コンサート 2022 年 3月 13日(日)開演 13:30 安城市文化センター マツバホール 

 

   ◆定例理事会の開催 

    4/21、5/19*、6/16*、7/21、8/18、9/15*、10/20、11/17、12/15、R4.1/19、2/16*、3/23 

    「*」が付いている日は、web開催   

   ◆会報の発行 2022 年春号 

 

   ◆ホームページ 記録・管理/森健次 
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【2022 年度の予定】 

  ◇協会主催事業 

   ◆2022 年度定時総会 

    5月 18日(水)10:00～ 安城市青少年の家 第 1研修室 

・理事会会場での理事と zoomを利用しての一部理事・一般会員の同時配信。 

   ・会計監査 4月 17日(日) 北川祐子、川野佳代 

 

   ◆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ます。 

   ◆30周年記念コンサート（第 26回定期演奏会） 9月 17 日(土) 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) 詳細未定 

   ◆ぬくぬくふれあいコンサート 11月 25日(金) 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、中止になっています 

    (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 3日(土) 14:00～15:30 

・9月 24 日(土) 14:00～15:30 

・12月 17 日(土) 18:00～19:30 ※ジャズの依頼 

・2023 年 1 月 21日(土) 14:00～15:30 

・2023 年 3 月 11日(土) 10:30～12:00 

 

  ◇その他 

◆会員の主催・出演する事業の後援 

・安城市交響楽団 第 8回 定期演奏会 2022 年 7月 10日(日) 安城市民会館 サルビアホール 

   ◆定例理事会の開催（予定） 

    4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21、10/19、11/16、12/21、R5.1/18、2/15、3/15 

   ◆会報の発行 2022年春号 

   ◆ホームページ 記録・管理/森健次 

 

文責：森泰子 

 

 

 

 
 

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 

 


