君津市“文化のまちづくり市税１％支援事業”からの羽ばたき､未来にむけて！

〜 忘れないで3.11！前進日本！〜

音楽を明日への活力に！

2015 年 8 月 29 日（土）
14：00 開演（13:00開場）

君津市民文化ホール 大ホール
主催：房総楽友協会 http://bosogk.com

http://www.nssmc.com

協力： 新日鐵住金君津吹奏楽団・千葉県立君津高等学校
房総ファミリア㈱・房総写真藝術振興協会
朗読会アンディアーモ

協賛： NPO法人TSK

後援： 君津 木更津 富津 袖ケ浦 各市教育委員会
(公財)君津市文化振興財団・君津商工会議所
新日鐵住金㈱君津製鐵所・かずさエフエム㈱
㈱コンドー楽器・㈱河合楽器製作所

お祝いメッセージ

⑤ 2台のピアノのための組曲 第2番より
（ラフマニノフ）

ロマンス・タランテラ
君津市長

鈴木 洋邦

本日ここに、
「第８回 明日を担う地元出身者達による名曲コンサート2015」
が、
盛大に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。
房総楽友協会の皆様におかれましては、
幅広い音楽活動を通じて、
本市の音楽文
化の振興にご尽力いただいておりますことに、衷心より敬意と感謝の意を表する次第であります。
地元出身の音楽家により奏でられるこのコンサートは、
ご来場の皆様が、多彩で上質な音楽に
触れることができるすばらしい機会であり、今年もコンサートが開催されますことを、大変うれしく
思います。
また、東日本大震災以降、
「復興の願い」
をテーマに掲げ、
「生きる力」
を与えてくれる音楽と朗読
のコラボレーションも魅力になっていると思います。
市といたしましても、
「文化のまちづくり市税１％支援事業」
をご活用いただいていたこのコンサー
トが、主催者と関係皆様の連携により、更なる飛躍を果たして開催されますことに、大きな喜びを感
じております。
本日のコンサートを通じて、
出演者並びにご来場の皆様が喜びと感動を共有し、
成功裡に終了し
ますことを祈念いたしまして、
お祝いの言葉とさせていただきます。

⑥ ひばり

（グリンカ / バラキレフ）

⑦ ロシアン スクランブル！

（堀優香）

西垣 亜由子 ＆ 佐星 美緒
石橋 里奈

ⅠP 南澤・西垣・佐星 ⅡP 江川・近藤・高梨

〜2台のピアノを6人のピアニスト12手で！〜
お話し：堀 優香

〈 音楽は歌う！人の喜びを、悲しみを 〉
朗読：田中 貢成

田中 統起

① ・夏の宵月

（北原 白秋 / 平井 康三郎）

ソプラノ：榎本 愛
ピアノ：篠宮 久徳

・びいでびいで
・祭りもどり
・うぬぼれ鏡

（小黒 恵子 / 平井 康三郎）

・落葉松

（野上 彰 / 小林 秀雄）

・ビーマイラブ

（ブロードスキー）

テノール：吉村 敏秀
ピアノ：守谷 温子

・二重唱 「ウエストサイド物語」より ＜To night＞
② 名曲コンサート2015合唱団
堀 優香 編曲

混声三部合唱ポップス「郷愁のうた」
明日があるさ 〜 春よ、来い 〜 真赤な太陽 〜 いい日旅立ち 〜 麦の唄

指揮：星野 行江

〈 東北の再起を願って！〉

ピアノ：吉川 みくり

＊朗読： 三枝 美湖

男声パート・ヴォイストレーナー：鈴木 健之

＊演奏： フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285 第1楽章

（モーツアルト）

Cuore室内合奏団 フルート：菊地 美伯 ヴァイオリン：鮎川 朝子
ヴィオラ：小泉 有
チェロ：清水 亜裕美

〈 ブラスの響きよ、生きる力を！〉
新日鐵住金君津吹奏楽団とその仲間たち
新日鐵住金君津吹奏楽団 ／ 君津高等学校吹奏楽部 ／ 君津商業高等学校吹奏楽部 ／ 君津青葉高等学校吹奏楽部

〈ロシア音楽 〜 北の大地に眠る情熱と哀愁 〜 〉
① ステンカラージン

剣の舞

（ロシア民謡）
（ハチャトリアン）

指揮：松田 司

マリンバ：若鍋 久美子
ピアノ：堀 優香

② ＜左手のための小品＞より ノクターンop.9-2

（スクリアビン）

南澤 鈴華

③ 2台のピアノのための幻想曲

（スクリアビン）

高梨 郁 ＆ 近藤 綾奈

④ ＜四季＞より トロイカ

（チャイコフスキー）

江川 千尋

・星条旗よ永遠なれ

（J.P.スーザ）

・祝典行進曲

（團 伊玖磨）

・宝島

（和泉 宏隆 / 真島 俊夫）

・威風堂々ブラスロック

（E.W.エルガー / 郷間 幹男）

・吹奏楽のための抒情的｢祭｣

（伊藤 康英）

地域で育つ音楽！地域で育つ文化！
房総楽友協会

早川 令子
クオ ー レ

Cuore室内合奏団

2007年6月、地元出身の音楽家達自らの手でコンサートを作り上げたいという長年

ヴァイオリンの鮎川朝子を中心に、演奏会、
レセプション等幅広く

の思いを、
まずは形にしていこうと＜房総楽友協会＞を立ち上げました。地元の演奏家

演奏活動を行う。弦楽器の他フルート、
ピアノ等多様な編成での

達が中心となり、地域文化に貢献できるようなコンサートを自分たちの手で開催したい

活動を展開しており、今回の編成では３度目の演奏となる。

と考えていた時に、
「 君津市文化のまちづくり市税１％支援事業」が、
まさしく動き出して
いることを知りました。
そして2008年6月、
「 支援事業」を活用させていただいて、
「 第1回
名曲コンサート2008」
を開催することができました。
房総楽友協会が産声を上げてから8年の月日が流れましたが、その年月を
「１％支援
事業」
と
「名曲コンサート」は、
さまざまな試行錯誤を経ながら、
まさしく共に歩んできま
した。
そして今年度、
「 名曲コンサート」は今までの7回開催の実績をふまえ、
その経験を
生かし、ついに「１％支援事業」から羽ばたき、自立の第一歩を踏み出し、多くの皆様の
ご支援、
ご協力のもと8回目の開催を迎えることができました。何回このコンサートを続
けられるかもわからないなかでスタートしたにもかかわらず、なんとかここまで続けてこら
れたのは、
「１％支援事業」担当の君津市役所・企画政策課の皆様の温かいご指導のお
かげと心から感謝申し上げます。
地元市民によって企画・演奏されるコンサートを、地元の方々に楽しんでいただく。
こ
れは＜音楽の地産地消＞ではないでしょうか。文化の範囲を音楽だけにとどめず、地域
に根ざした伝統や地場産業との協働にまで広げれば、思いもしなかった＜新しい文化
発展＞の可能性が開けるかもしれません。
その試みの一環として、地元の写真愛好家た
ちが撮影した房総の魅力を伝える写真が、
コンサート開催前にロビーにてデジタルスラ
イドショーで展示されます（房総写真藝術振興協会）。
また、
コンサート終演後には圧倒
的な生命力を誇る
「医農野菜」の栽培に取り組む地元市民の若手農家による新鮮野菜
の販売が行われます。
（ 医農野菜の会）
これこそ市民の手で推し進める広い意味の＜文
化の地産地消＞です！本日の演奏とともにご注目下さい。
音楽の力を皆様の心に届けたいとソリストも合唱団員も、高校生を含む吹奏楽団員

鮎 川

朝

子（あゆかわ あさこ）ヴァイオリン

12歳よりヴァイオリンを始める。聖徳大学附属高等学校 音楽科Vn専攻を経て同大学人文学部 音楽文
化学科Vn専攻を卒業。黒沼しのぶ、萩原耕介、坂本真理の各氏に師事。
イタリア、
サルディニア国際音楽
アカデミーにてJ・プーレ氏に師事。
アンサンブルメンバー、
ソリストなど様々な会場で演奏。KJOチーフト
レーナー。
日本弦楽器指導者協会正会員。袖ケ浦市出身、君津市在住。

菊

地

美

伯（きくち みお）フルート

10歳よりフルートを始める。
これまで瀬川早苗、金子博陽、荒川洋、清水和高の各氏に師事。
アンドレア
ス・ブラウ、
ハンス＝ゲオルク・シュマイザー等各氏のマスタークラスを受講。千葉県少年少女オーケストラ
に5年間在籍、井上道義、佐渡裕、宮川彬良各氏と共演、研鑽を積む。東京学芸大学G類音楽専攻を卒
業後、
同大学院教育学研究科音楽教育コースを修了。木更津市出身。

小

泉

有（こいずみ ある）ヴィオラ

9歳よりヴァイオリンを始める。千葉県少年少女オーケストラに在籍中、井上道義氏と共にヨーロッパ招聘
演奏会に参加し好評を博す。第3回千葉県管弦打楽器ニューイヤーコンペティション中学生ソロの部最
優秀賞。2012年東京音楽大学音楽教育専攻卒業、
同専攻成績優秀者による卒業演奏会に出演。
ヴァイ
オリンを横山俊朗、鶴谷紀子、
ヴィオラを升谷直嗣の各氏に師事。袖ケ浦市出身。

清水

亜裕美（しみず あゆみ）チェロ

国立音楽大学・室内楽コース修了。大学内の第81回ソロ室内楽定期演奏会に出演。千葉県少年少女
オーケストラに10年在籍し首席で卒団。第41回国際芸術連盟新人オーディション室内楽部門にピアノ三
重奏で合格。奨励賞並びに審査員特別賞を受賞。
チェロを小野崎純・宮澤等・藤森亮一の各氏に、室内
楽を 徳永二男・漆原啓子の各氏に師事。現在国立音楽大学の補助員を務める。千葉市稲毛区在住。

も、そして朗読をする子供達も練習を積み上げ、期待に胸を膨らませて今日を迎えまし
た。本日のコンサートは朗読をする小学生から、合唱で歌う70代の方まで、各年代の市
民が参加する音楽の祭典です！さあ、音楽の扉を大きく開き、音楽が運んでくれる新し
い息吹を胸いっぱい吸い込んで下さい！そして最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださ
い。

公開録音のお知らせ

このコンサートは9月6日(日)20時から､かずさエフエム(83.4MHz)で放送されます。インターネ
ットで｢インターネットサイマルラジオ・JCBA｣(http://www.jcbasimul.com/#area03)にアクセ
スし､『関東』のかずさエフエム「listen」のボタンをクリック！世界中どこにいても聴けます！

若鍋

久 美 子（わかなべ くみこ）マリンバ

2008年東京藝術大学器楽科を卒業。現在はフリーランスの打楽器奏者としてクラシックを中心に、即興

佐

星

美

緒（さしょう みお）ピアノ

東京音楽大学ピアノ科卒業。
ロシア国立モスクワ音楽院エレーナ・リヒテル教授のマスタークラスを受講。

セッション、
ダンサーとのコラボなどジャンルを問わず活動中。“音と身体をつないでいくこと”を大切に、音

東関東ピアノオーディション準グランプリ、併せて千葉県市長賞受賞。全関東ピアノオーディション第1位。

やリズムで遊ぶワークショップや、認定NPO法人ミュージック・シェアリングの
「楽器指導支援プログラム」

ベーテンピアノコンクール連弾部門第1位。
これまでにピアノを早川令子、長川晶子、倉沢仁子の各氏に師

に参加し、特別支援学校にて楽器指導も行っている。君津市出身。

事。現在ピアノ講師として後進の指導にあたっている。君津市在住。

堀

石

優

香（ほり ゆうか）作曲・編曲・ピアノ

東京藝術大学音楽学部作曲科首席卒業、
同大学院音楽研究科作曲専攻修了。大学より長谷川良夫賞、

橋

里

奈（いしばし りな）ピアノ

東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業、
同大学大学院ピアノ科修了。
ピアノを安藤久仁子、堤さお梨、迫

アカンサス音楽賞を受賞。
これまでに作曲を小島佳男、高畠亜生、野田暉行、安良岡章夫の各氏に、
ピアノ

昭嘉、弘中孝の各氏に師事。
自主企画コンサートや、施設・病院でのボランティアコンサートを精力的に

を飯田陽子、勝谷壽子、西川秀人の各氏に師事。現在、東京成徳大学、昭和音楽大学・同短期大学非常

行っている。Piacereピアノ教室主宰。木更津女声合唱団伴奏者。
かずさＦＭ
「ランチタイムガーデン」
でア

勤講師。21世紀音楽の会会員。君津市在住。 http://yuukahori.com/

シスタントを務め、
クラシック音楽を紹介するコーナーを担当。

南

榎

澤

鈴

華（みなみさわ すずか）ピアノ

東京音楽大学附属高等学校を経て、東京音楽大学ピアノ科卒業。
同大学院科目等履修生修了。第５回や

本

愛（えのもと あい）ソプラノ

東京音楽大学声楽科卒業、
同大学院オペラ科修了。君津市民オペラ
「カルメン」
のフラスキータ約など多く

ちよ音楽コンクール入選。第20回国際芸術連盟新人オーディション合格。第７回日本演奏家コンクール

のオペラ、演奏会への出演に加え、君津市内の小・中学校のスクールコンサート等へ出演し、
出身地の文

ピアノ部門一般の部 第２位入賞。
これまでに齋藤由美子、宮崎和子、
弘中孝、
アヴォ・クユムジャンの各氏

化芸術活動の活性化に貢献すべく、積極的に活動を行う。声楽を、市川倫子、釜洞祐子、
星野行江、
ピアノ

に師事。現在後進の指導にあたる。袖ケ浦市出身、松戸市在住。

を故朝生一代、安藤久仁子、井田康子に師事。二期会会員。君津市出身、東京都在住。

高

篠

梨

郁（たかなし かおり）ピアノ

5歳よりピアノを始める。2013年に東京音楽大学ピアノ科を卒業。
ピアノを早川令子、佐藤展子、倉沢仁子

宮

久

徳（しのみや ひさのり）ピアノ

東京音楽大学卒業同大学院修了。特待奨学金を授与する。歌曲、
オペラ両分野で、国内外の歌手と多く

の各氏に、
フィンガートレーニングを御木本澄子、恩田明香、本村久子の各氏に師事。2010年、学内室内

の共演、様々なプロジェクトで研鑽を積む。
中田喜直記念コンクールにおいて伴奏賞（三浦洋一賞）、
ロシ

楽オーディションに合格。今までに、河合楽器千葉ショップにおけるサロンコンサート等に出演。現在カワ

アウラジオストク国際コンクールにて、最優秀賞共演者賞を受賞。現在東京音楽大学助手。
ロシア声楽研

イ音楽教室ピアノ講師として指導にあたっている。富津市在住。

究会ピアニスト。静岡県焼津市出身。

近

吉

藤

綾

奈（こんどう あやな) ピアノ

千葉県立木更津高等学校卒業。東邦音楽大学音楽学部音楽学科ピアノ専攻卒業。定期演奏会ならびに
卒業代表演奏会に出演。卒業時に三室戸貴光記念奨励賞を受賞。
これまでに房総楽友協会主催「名曲
コンサート2014」、朗読会アンディアーモ主催「朗読コンサート」等に出演。
ピアノを早川令子、國谷尊之

村

敏

秀（よしむら としひで）テノール

日本大学芸術学部音楽学科卒業。東京音楽大学修士課程修了。56期二期会オペラ研修所マスタークラ
ス修了。歌劇『魔笛』
タミーノ、
『カルメン』
ホセ、
『ラボエーム』
ロドルフォ等を演じる。
『第九』
テノールソロ。
ま
た、パーソナルトレーナーとして歌手や音楽家の身体作りを指導している。第18回市川文化会館新人演

の各氏に師事。現在、
コンドー楽器PSTA講師として勤務。木更津市在住。

奏会優秀賞受賞。第7回東京音楽大学コンクール入賞。君津市出身。

江 川

守

千

尋（えがわ ちひろ）ピアノ

千葉県立木更津高等学校卒業。東京学芸大学教育学部音楽科ピアノ専攻卒業。高澤ひろみ、長谷川裕
子の各氏に師事。PTNAピアノコンペティション入賞。君津ブルーハーモニー、木更津それいゆ、都内など
の合唱団にて伴奏ピアニストをつとめる。声楽やオペラの伴奏のほか、
ワークショップ等やオカリナサウン

谷

温

子（もりや あつこ）ピアノ

都立芸術高校、東京学芸大学Ｇ類音楽専攻卒業。東京音楽大学大学院伴奏科首席修了。万里の長城
杯国際音楽コンクール第２位。
ロゼピアノコンクール第３位。TIAA伴奏ピアニストオーディション合格。
フ
ランスピアノコンクールマスタークラス賞。現在、東京音楽大学非常勤伴奏助手、
日本クラシック音楽コン

ズの伴奏ピアノとしても活動を行っている。
ピアチェーレ音楽教室ピアノ講師。

クール公式伴奏ピアニスト等、声楽・器楽の共演ピアニストとして活動中。

西垣

星

亜 由 子（にしがき あゆこ）ピアノ

千葉県立木更津高等学校、
東京音楽大学ピアノ科卒業。
洗足学園音楽大学大学院音楽研究科修士課程
修了。在学中、秋山和慶指揮によるピアノ協奏曲のソリストとして大学院室内管弦楽団と共演。
これまでに
ピアノを左草真理子、麻生真理子、石井千穂、西川美知子、伊奈照世、杉本安子、小林仁の各氏に師事。
現在演奏活動を行う傍ら、
㈱コンドー楽器PSTA講師・自宅ピアノ講師として、
後進の指導にあたっている。

野

行

江（ほしの ゆきえ）合唱指揮

千葉大学教育学部音楽科卒業。末芳枝、森田百合子、秋山衛各氏に師事。君津市民音楽祭オペラ公演
「椿姫（フローラ役）」
（野口芳久指揮）、
かずさ音楽祭「第九」
（秋山和慶指揮

東京交響楽団）
にソプラノ

ソリストとして出演の他、
オペラの散歩道等演奏会に多数出演。君津オペラ公演「椿姫」
「ラ・ボエーム」
カ
ルメン」
のオペラ合唱団を指導。名曲合唱団の指導は今回で4回目となる。

■名曲コンサート 2015合唱団

吉 川 み く り（よしかわ みくり）ピアノ

千葉県立木更津高等学校卒業。武蔵野音楽大学器楽科ピアノ専攻卒業。
ピアノを故尾田綾子、岡野登
与子、松田祐輔の各氏に、声楽の伴奏法を坂本貴輝氏に師事。綾芽会45周年記念コンサートにおいて野
口芳久氏指揮により同記念管弦楽団と共演。藝大オペラin君津「椿姫」
「ラ・ボエーム」、君津市民オペラ
「カルメン」
の伴奏ピアニストを務める。
音楽教室Piacere!講師。君津市在住。

鈴

木

健

之（すずき たけゆき）バリトン

東京音楽大学声楽科声楽演奏家コース卒業。在学中、学生公演などで歌劇[フィガロの結婚]フィガロ役、
歌劇[コジ・ファン・トゥッテ]グリエルモ役、歌劇[ドン・ジョヴァンニ]レポレッロ役、歌劇[ラ・ボエーム]マル
チェッロ役、歌劇[ドン・カルロ]ロドリーゴ役を演ずる。
その他ミュージカル、音楽劇のキャストとしても出演。
伊達英二、高橋啓三各氏に師事。東京都在住。

松

田

司（まつだ つかさ）新日鐵住金君津吹奏楽団

団長挨拶
指揮

2000年に旧新日鐵君津吹奏楽団に入団しチューバを担当。2007年より副指揮者、2011年より正指揮者
となる。北海道出身。君津市在住。新日鐵住金君津吹奏楽団は1976年に創設され今年で39年目。年間
活動は4月の南総ファミリーコンサート、市民球団｢新日鐵住金かずさマジック｣の野球応援、地域でのイ
ベント演奏など。今年は12月27日(日)に君津市民文化ホールにて第37回定期演奏会を開催する。

三枝

美湖

田中

（さいぐさ みこ）

貢成

（たなか こうせい）

暁星国際中学校1年生
朗読

南子安小学校６年生
朗読

田中

統起

（たなか とうき）

南子安小学校２年生
朗読

房総楽友協会より 自主事業のお知らせ
（君津市文化のまちづくり市税1％支援事業 申請中）
＊音楽による地域文化貢献シリーズ 第1回

《ちょっと素敵な街角コンサート》〜あなたを待つ日曜の午後〜
ジャズヴォーカル
（ピアノ弾き語り）

佐藤 由佳

＊ 宮沢賢治／よだかの星
＊ シューマン／子供の情景

×

朗読劇

延平 和樹
谷篤／詩集＜エオリアンハープ＞

＊ ジャズ・スタンダードナンバー／ムーンリヴァー・枯葉・テネシーワルツ

第26回 名曲コンサート ＜忘れないで！3.11＞

千の音色でつなぐ絆コンサート in 君津
〜心でつなぐ千人のヴァイオリニストのリレー〜
(被災木から作ったヴァイオリンを1000人が弾きつなぐ復興支援プロジェクト)

Ⅰ.ピアノ・声楽・室内楽 ほか
Ⅱ.【特別企画】絆コンサート

ヴァイオリン/白井麻友 ソプラノ/高品綾野 ピアノ/石橋里奈
2016年2月28日
（日）14時 君津市民文化ホール 中ホール 入場無料

11月15日
（日） 14時
ウイステリア八重原/ホワイエ
チケット/ 500円(100席限定）
＊音楽による地域文化貢献シリーズ 第2回
おんがくって楽しい！！
はじめてのクラシックコンサート 〜赤ちゃんから大人まで〜
♪打楽器 塩谷亜弓 ♪フルート 菊地美伯
♪ピアノ 石橋里奈・佐星美緒・西垣亜由子
2016年1月24日
（日）14時 君津市民文化ホール リハーサル室
チケット ／ 一般500円 小学生200円 未就学児100円

第9回 地元出身者達による名曲コンサート2016
2016年8月28日(日)14時

君津市民文化ホール

小 川 幸

雄

本日は
「名曲コンサート2015」
にご来場いただき、誠にありがとうございます。
「名曲コンサート2015合唱団」
は房総楽友協会さ
んの肝いりで発足し、本年度で８回目を迎えることになりました。昨年までは君津市市税１％事業の支援を受けていましたが、本
年度は支援からの自立の年となり、経済的に大変苦しい中でしたが、合唱団のメンバーの熱い思いで何とか開催することが出来
ました。
今回は昨年に引き続いて堀優香さんの編曲で、合唱ポップス｢郷愁のうた｣を演奏します。
どの曲も聞いたことのある曲ばかりだ
と思います。特に最後に歌う｢麦の唄｣は、昨年のＮＨＫ連続テレビ小説｢マッサン｣の主題歌でした。私も大好きな歌です。今まで
星野先生の指導の元、一生懸命曲づくりに励んできました。
どの程度皆さんに訴えられるか少し不安もありますが、精一杯表現
したいと思います。
どうぞ夏の午後の一時を、私たちと共に楽しんで下さるようお願い申し上げます。

指揮者挨拶

星

野

行

江

昨年に続き、
２回目の堀優香作品です。数えきれない曲の中から厳選された懐かしい五曲。美しいお洒落な和音に彩られ、若々
しい躍動感に溢れるリズムにより、懐かしい曲は新たな新鮮な作品へと生まれ変わりました。
スウィング、思い、
パッション、抒情、希望、様々な表情を持つこの作品、歌うは中高年を中心とした名曲合唱団。生まれ変わった
古くて新しい曲は、
やはり難しかった。知っているはずの曲なのに、何か違う。
カラオケでは上手く歌えるのに、
やっぱり違う。本邦
初演の作品に命を吹き込む責任を担う団員達は、堀ワールド実現の為に
「違う何か」
を求めて悪戦苦闘の日々でした。
「発声が
大切だ」、
「音楽性も大切だ」
と気づいてからは、団員の情熱が音楽を動かし、何時しか堀ワールドに近づくことができました。
１％
事業からの卒業により、参加条件も厳しくなった中集まった熱意溢れる団員との本日のステージ、
「違う何か」
を感じていただけ
れば幸いです。

ポップ ス か ら 混 声 合 唱 へ の 編 曲 に 寄 せ て

堀

優

香

昨年、初めて合唱曲を発表してから、私は、声で作ってゆくエネルギーに魅了されています。特に合唱は、言葉の響き、声の響き、
和声の響き、
さまざまな性格の響きが絡んで束になり、
いつのまにか一本の太縄のように成る、
とても興味深い編成のひとつで
す。
その太縄を形成する細い糸が、団員のみなさんです。名曲合唱団も、仕事や世代、経験もさまざま。団員の力がひとつになった
とき、
同じくして歌声もひとつの束になります。今日は、太縄となった歌声が、新しくもノスタルジックな歌詞とともに、
みなさまを故
郷の記憶へと誘ってくれることでしょう。新しい響きなのに何故か懐かしい、
そんな気分になっていただけたなら、本望です。
【団長】小川 幸雄
【副団長】高品 律子
【マネージャー】早川 令子
【指揮】星野 行江
【ピアノ】吉川 みくり
【男声ヴォイストレーナ】鈴木 健之
【合唱指導補助】高品 律子 早川 令子 佐久間 利枝子 真野 綾子 小野寺 汐莉 吉川 みくり 堀 優香
【ソプラノ】太江田 アヤ子 岡本 直子 ＊小倉 潔子
佐久間 利枝子 鈴木 光江
高品 律子
平野 恵子
真野 綾子
丸岡 千佳子 南澤 みさ子
柳谷 笑子
矢之目 美智江
國吉郁恵
【アルト】大庭 麻理 ＊岡田 秀子
小野 小夜子
小野寺 汐莉
河村 邦子 ＊斎藤 美枝子
柴田 ミサ子 高村 洋子
早川 令子
日向 香月
眞板 智子
【男声】大原 節男
小川 幸雄 ＊小倉 博史
小野 正臣
柴田 賀和
鈴木 健之
＊高橋 秀像
早川 博 春山 誡臣 日向 俊士 平野 若義 松下 平 山川 庸次郎
＊印はパートマネージャー

＜運営スタッフ＞

■新日鐵住金君津吹奏楽団とその仲間たち

【総 務】早川 令子【会 計】庄司 光利 ・ 庄司 惠【HP管理】櫛田 直也(Apps Journal)

【DVD制作】飯田 隆志（飯田写真事務所）【写真撮影】小笠原 義人 【プログラム・チラシ製作】酒井 誠一
【朗読指導】大森 蓮子（朗読会アンディアーモ）【館内放送】髙橋 恵美子（朗読会アンディアーモ）

【協 力】伊東 聖香 ・ 浦川 道子 ・ 河井 衣子 ・ 菊地 由美子 ・ 小池 公子 ・ 近藤 和代 ・ 齋藤 みどり
三枝 倫子 ・ 佐星 いづみ ・ 佐藤 美千代 ・ 塩谷 亜弓 ・ 助森 あや子 ・ 助森 有利子

高品 綾野 ・ 高梨 順子 ・ 田口 とみ子 ・ 田中 美樹 ・ 村松 恵 ・ 山口 勇 ・ 吉濱 喜代子

ふっつかよい（櫛田 直也 ・ 櫛田 道 ・ 茂木 健一）・ 村上 洋一郎（医農野菜の会）・ 大野 修平（きみコレ）

広告協賛を頂いた皆様への御礼

新 日 鐵 住 金 君 津 吹 奏 楽 団 か らの ご 挨 拶

団長

酒

井

誠

一

今回は
「君津市市税1％支援事業」
からの飛翔の年となりました。
その中でも＜第8回名曲コンサート＞開催にこぎつけたのには地元の企業・団体・個人の皆様の力強い
ご支援・ご協力・ご理解があってこそと、
深く感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。

本日は
「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート2015」へのご来場、誠にありがとうございます。前回に引き続き房総楽
友協会様よりお声掛け戴き、地元高校の吹奏楽部の生徒さんとの合同演奏が実現しました。房総楽友協会の早川様をはじめ、
各校吹奏楽部顧問の先生や保護者の皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
合同練習は2回のみでしたが、世代を越えて
心ひとつに演奏できればと思っています。今回のステージでは行進曲やポップスアレンジの曲を演奏し、最後に青森の民謡をモ
チーフにした“吹奏楽のための抒情的｢祭」”を演奏致します。短い時間ではありますが、吹奏楽の響きをお楽しみ下さい。

君津商工会議所
会

◆新日鐵住金君津吹奏楽団 【顧問】坂本 愛一郎 【団長】酒井 誠一 【常任指揮者】松田 司

【フルート】上岡 つねみ 酒井 久美子 小宮 絵梨香 平野 美鈴
【クラリネット】武田 英則 吉川 寿和 中村 みち子 小野寺 勝夫 ◎江口 映子 ◎湊 由起夫
【サクソフォーン】桑原 恵美 向江 弘樹 津川 優芽望 高梨 法子 安西 陽菜 丹治 学
【ホルン】中䑓 昌芳 榎本 奈央美
【トランペット】鈴木 弘恵 中村 大樹 ◎小松 伸幸 ◎山口 美樹
【トロンボーン】近藤 宗光 水野 孝則 石川 貴士
【ユーフォニアム】酒井 誠一 橋邊 幹人 森 恵 福田 好恵
【チューバ】桑原 義文
【ストリングベース】吉居 理江
【パーカッション】苅込 誠司 吉野 大三郎 伯部 静江 山口 優果 中村 翔太 齋藤 美幸

頭

秋元

秀夫

副会頭

鈴木

喜好

副会頭

真木

好朗

副会頭

田中

伸之介

専務理事

前田

秀一

君津市杢師1-11-10
TEL 0439(52)2511
FAX 0439(52)0117

◎エキストラ

インターネットで聴くことができます♪
かずさエフエムのホームページにあるバナー
をクリックしてお楽しみ下さい

スマートフォンでも聴けます♪
● 無料アプリ「TuneIn Radio」
をダウンロードしてお聴き下さい

メッセージ・リクエスト
お待ちしています！！
ホームページ: www.kazusafm.net
メールアドレス: info@kazusafm.net
FAX: 0438-20-2499 木更津市富士見1-2-1 アクア木更津2F

◆君津高等学校吹奏楽部 【顧問】相川 隆司 嵯峨 明

【フルート】浅沼 萌恵（３年） 橋本 怜耶（２年） 春口 さくら（１年）
【クラリネット】地曵 香奈（３年） 橋本 和麻（１年）
【サクソフォーン】鈴木 陽南子（２年） 御簾納 彩加（１年） 小島 麻依（１年）
【ホルン】岡川 真季（２年） 金井 陽（１年）
【トランペット】佐藤 広夢（３年） 福士 綾夏（２年） 秋元 一希（１年） 佐久間 遥菜（１年） 佐藤 友亮（１年）
【トロンボーン】小柴 風人（２年） 相馬 菜月（１年）
【ユーフォニアム】須田 美勇士（２年）
【チューバ】小柴 智哉（１年）
【パーカッション】高瀬 未悠（３年） 石渡 結衣（１年） 堂前 沙織（１年）

◆君津青葉高等学校吹奏楽部 【顧問】金子 真由美 笹原 郁子
【サクソフォーン】安藤 雅（２年）

【トランペット】 野呂 亜沙美（２年）

楽器・調律・楽譜のご用命は・・・
ヤマハ特約店

本店

【トロンボーン】江澤 航汰（３年）

木更津市大和3-2-19

GM-12G
標準価格 1,100,000 円 ( 税抜 )

高さ 102cm/ 間口 150cm/ 奥行 150cm/ 重量 268kg
TEL0438-23-5511

http://www.kondo-g.co.jp/
千葉・市原・袖ヶ浦・木更津・君津・館山

カワイ千葉
千葉市中央区中央 3-10-4
Tel.(043)224-1115/Fax.221-7828

名曲コンサート二〇一五

◆君津商業高等学校吹奏楽部 【顧問】三平 敏男 早川 英男 小磯 奈津子 秋葉 里美 吉松 啓介

勝谷祥子

校
正
方
法

お祝い申し上げます

【フルート】在原 愛菜（２年） 手嶋 麻尋（1年）
【クラリネット】中島 茜（２年）
【サクソフォーン】鑪 美紀（２年） 名越 彩香（1年） 近藤 亜未（２年）
【ホルン】調 未来（２年）
【トランペット】石塚 彩映（２年） 相馬 優希（1年）
【トロンボーン】若鍋 樹里（２年）
【チューバ】島津 凱（２年）
【パーカッション】廣中 恵（２年）

♪３才から大人まで♪

祝
名曲コンサート
2015

かずさエフエム番組審議会会長
房総写真藝術振興協会会長

多田 静枝
あい
ピアノ教室
袖ケ浦市神納 3492
0438-62-1883

吉川みくり
ピアノ教室

(^-^)ヴァイオリンで一緒にアンサンブル♪してみませんか？

ヴァイオリン教室
演奏♪指導 講師：鮎川朝子

ピアノ

歌・楽器の伴奏します

リコーダー

トーンチャイム

℡.0439-69-8105
大庭麻理

木更津市文京 6-1-14 木更津第二小学校前

TEL (0438)23-8733

千葉県君津市久保 4-2-23

TEL 0439-55-5111

スタッフ一同努力して参ります。

2015

◎診療時間
・午前
9:00〜12:00（受付8:30〜）
・午後
15:30〜18:30（受付15:00〜）
※土曜日は15:00〜17:00まで
（受付14:30〜）
◎休診日
木曜日、
日曜日、祝日

〒299-1145
君津市西坂田4-6-1
℡.0439-55-5959

名｢曲コンサート二〇一五 の｣
ご盛会を祝します

患者さんとの信頼関係･コミュニケーションを大切にし､お役に立てるよう

孝

TEL 0438-22-3680

榎本整形外科

小林

木更津市大和 2-10-5

※（土曜のみ午後 2:30〜5:00）
休診日 木曜･日曜･祝日

℡０４３９ ７-０ １-０７２

平野康之

2:30〜5:00

午後 2:30〜 6:00 ○ ○ ○ 休 ○ ○

より高いレベルの医療を提供すべく日々診療に励んでおります。

◎診療科目
・整形外科

ロンシャンの

ご予約・お問い合わせ

０４３９−５０−８７６７

●白い歯・審美歯科相談
●歯並び・矯正歯科相談

新発売

･月､火､木､金

●入れ歯のお悩み相談

みっちゃんのほっぺた
どこかなつかしいカスタードケーキ

お気軽にお問い合わせください
『君津市 しらとり歯科』で検索
休 診 日：日曜・木曜・祝日
診療時間：9:00 〜 12:30
14:00 〜 18:00

月 火 水 木 金 土

午前 8:30〜11:30 ○ ○ ○ 休 ○ ○

音楽教室ハミング

君津市下湯江 209
TEL 0439-55-7664

平野内科

診療時間

幼児〜シニア

富津市金谷 58-2

名曲コンサート
2015
盛会を祝します

佐藤クリニック

☆★お問い合わせ★☆
君津市貞元 964-3 TEL 0439-55-3993
URL http://ameblo.jp/fiore-vffp/

藤波陽四郎
君津市外箕輪

耳鼻咽喉科・気管食道科

ヴァイオリンの事・何でもお気軽にご相談ください！

･水､土／第２日曜

ふんわりやわらかなスポンジケーキに
幸せいっぱいとろーりカスタードクリーム
☆1,500 円以上お買い上げでこのプログラムをご提示いただきますと、
焼き菓子お一つプレゼントします。

フランス伝統菓子

が入っているの。チョコ味もあるの！
１つ

円＋消費税よ！

エル･プランタン

Pâtisserie Longchamp

〒292-0827 木更津市港南台 1-33-1

パテスリー ロンシャン

TEL.0438-55-6767 FAX.0438-55-8197
URL http://el-printemps.com

君津市中野2-5-22 ℡.0439-55-2121

千葉南エリアの注文住宅なら､

AMBIENTHOME かずさ

至福の時間〜贅沢な時間
富津市大堀１−１３−１０
０４３９−８７−３５５３

ヘアケアマイスターのいるお店

0120-312-812
当店
OPEN

CLOSE

9:00〜18:00

ラーメン
友理

畑沢中

定休日
火・第３日月火
木更津市港南台 2-8-13

http://www.ah-kazusa.com

名曲コンサート
2015
盛会を祝します
ご予約は

まで

㈲荒木工業

ヒーリング
サロン
心の傷､トラウマ､カラーセラピーで癒しませんか？
カラーセラピー 60分 3,000 円
カラーセラピスト養成講座
5 時間 19,000 円

荒木 豊
君津市南子安 6-23-8

パンフレット持参の方､カラーセラピー半額

木更津市羽鳥野 2-10-13 ℡.090-1104-5675

プリンセス
君津市東坂田3-3-14 TEL0439-54-1344
090-4176-2193

華

℡.0439−88−0127

ファミリーサポート

ひるがお

サービス内容

Apps Journal of Sketched Landscape

ajosl.com

房総浪漫をライフスタイルに盛り込もう

スナック形式。ご予算に応じます。
又、団体様の宴会には飲み放題プランあり。
客席60席です。
新昭和

★
★

写真・映像のことならお任せください

デイサービスセンター

君津市東坂田3-3-14 TEL0439-54-7612

くるまや
ラーメン

各種イベント撮影・出張撮影など

ホテル千成
グランパーク
ホテル

すき家

ナイトパブ

華

プリンセス
尾張屋

千葉銀行
パチンコ店

レスパイトサービス
介護保険指定事業者
障害者自立支援法指定事業者

〒292-1161
千葉県君津市北子安 1-12-21

パチンコ店

ロータリー
ＪＲ君津駅

有限会社きらら
ホームページ http://fs-hirugao.jp

【TEL】0439-50-0710
【FAX】0439-50-0716

メール front@fs-hirugao.jp

富津写真部作品募集中!!
募集〆切：2015年10月20日
展示場所：富津市役所1階ロビー
展示期間：2015年11月23〜29日
詳しくはFacebookで｢富津写真部｣を検索!

飯田写真事務所

〒260-0851 千葉市中央区矢作町 429
TEL&FAX 043-202-2715

携帯電話 090-3539-8290
E-mail berserga@ac.auone-net.jp

