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〈忘れないで３１１！前進日本！音楽を明日への活力に！〉

君津市文化のまちづくり市税1％支援事業

協 力：千葉県立君津高等学校・新日鉄住金君津吹奏楽団
　　　 きみつ書道まつり（実委会） ・朗読会アンディアーモ



Program
【Ⅰ部】

公開録音のお知らせ
このコンサートは８月 31日（日）20時からかずさエフエム（83.4MHz）で放送されます。
インターネットでサイマルラジオ（http://www.simulradio.jp) にアクセスし、『関東』のかず
さエフエム『放送を聴く』をクリック！世界中どこにいても聴けます。

〈東北の再起を願って！〉
　～ ピアノ・朗読・映像のコラボレーション ～

＊席上揮毫：幕田魁心

　 「花は咲く」　 （管野よう子） 君津高等学校　合唱同好会

　　　　　指揮：　青木 美和子

＊朗読 「希望の木」 （新井満）
保育園年長：水町　弘毅

 1 年生：田中　統起
２年生：金井　　芹
２年生：中村　奏太
４年生：吉川　伽月
５年生：田中　貢成
６年生：金井　　萌
６年生：水町由美夏

＊ピアノ  前奏曲　鐘 （ラフマニノフ） 佐藤　雄紀

 愛の夢 （リスト） 近藤　綾奈

ノクターン　２番 （ショパン） 南澤　鈴華

トロイメライ （シューマン） 伊東　聖香

ユモレスク （ドヴォルザーク） 伊東　聖香

詩人のハープ （メンデルスゾーン） 高梨　　郁

歌の翼に （メンデルスゾーン / リスト）  江川　千尋

春の歌 （メンデルスゾーン）  高梨　　郁

献呈 （シューマン / リスト） 石橋　里奈



【Ⅲ部】

【Ⅱ部】
〈心と心をつなぐ歌声！〉

＊声楽 ・風をみたひと （木下牧子） ソプラノ：高品　綾野

あたりは沈黙に閉ざされ （G.ドニゼッティ） ピアノ：水野　彰子

　　オペラ「ランメルモールのルチア」より

・からたちの花 （山田耕筰） テノール：坂本　貴輝

くちなし （高田三郎） ピアノ：吉川 みくり

愛の小径 （プーランク）

ビー・マイ・ラヴ （ブロドスキー）

・むこうむこう （中田喜直） ソプラノ：榎本　　愛

悲しくなったときは （中田喜直） ピアノ：四條　智恵

どの道を歩いても （マスネ）

　　オペラ「マノン」より

＊合唱 名曲コンサート 2014 合唱団

～ 混声四部合唱のためのフォークソング・メドレー ～

「遠いあの日の想い出を」 編曲：堀　　優香

この広い野原いっぱい～バラが咲いた～希望～
君についていこう～学生時代～恋人もいないのに～
白いブランコ～遠くへ行きたい～真夜中のギター～
風～若者たち～

指揮：星野　行江
ピアノ：助森有利子

男声パート・ヴォイストレーナー：木川　　翔

〈音楽で活力を！〉　
　～ 名曲コンサート７周年特別企画 ～

新日鐵住金君津吹奏楽団とその仲間たち
指揮：松田　　司

＊新日鐵住金君津吹奏楽団
アルセナール （ヴァンデルロースト）

イエロー・マウンテンズ （デハーン）　　　

Overture “FIVE RINGS” （三枝 成彰）

＊合同演奏 セドナ （ライニキー）

星条旗よ永遠なれ　 （スーザ）

君津高等学校 吹奏楽部　/  君津青葉高等学校吹奏楽部
八重原中学校 吹奏楽部　/　富津中学校 吹奏楽部



お祝いメッセージ　　　　

君津市長　鈴木　洋邦

　「第７回　明日を担う地元出身者達による名曲コンサート２０１４」
が盛大に開催されますことを、心からお喜び申し上げます。房総楽友
協会の皆様におかれましては、コンサートの開催や市内での幅広い音

楽活動により、本市の芸術文化の振興に大きく貢献されておりますことに、心から敬
意と感謝の意を表します。
　本日のコンサートは、ピアノと朗読とのコラボレーションに始まり、地元出身の音
楽家の演奏、期間限定で結成した合唱団による演奏など、多彩な音楽や芸術にふれる
ことができるコンサートと伺っております。本日出演される皆様には、すばらしい演
奏を披露していただくとともに、ご来場の皆様と心ゆくまでコンサートを楽しんでい
ただきたいと思います。市といたしましては、このコンサートが新たな君津文化の醸
成と地域の活性化に寄与するものとして、本年度も、文化のまちづくり市税 1％支援
事業として支援をさせていただいております。
　今後も、多くの市民の方が本事業を活用し、幅広い分野で活発な事業を展開される
ことを期待しております。結びに、房総楽友協会のますますの充実発展と、会場の皆
様のご健勝とご多幸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。

　本日は、ご多忙の中ご来場頂きまして誠にありがと
うございます。「名曲コンサート」も、今年で 7 回目
をむかえる運びとなりました。第 1 回目より変わらず
ご支援頂いております１％支援事業制度、またこの演

奏会にご協力を賜った多くの方々に心から感謝申し上げますと共に、この場をおかり
して御礼申し上げます。
　本日のプログラム第１部は、書道家幕田魁心氏の力強い席上揮毫で幕が上がります。
引き続き 8 人の子供達による力いっぱいの朗読「希望の木」と、美しいピアノ演奏と
のコラボレーションです。第 2 部は、首都圏で活躍する 3 人の声楽家の心に響く歌声
です。そして毎年一般公募されるおなじみの〈名曲コンサート合唱団〉による懐かし
い〈７０年代フォークソングメドレー〉をどうぞ心の中で一緒に歌われてください！
　最後の第 3 部は、新日鐵住金君津吹奏楽団が地元中学校、高校の吹奏楽部の若々し
い息吹を集め、総勢 90 名からなる力強いブラスの音色をホールいっぱいに響かせてく
れます。新日鐵住金君津吹奏楽団による「地域文化貢献」でこそ実現した素晴らしい
協演です。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

ごあいさつ　　　　　　　　　　
房総楽友協会　佐星　美緒 ／西垣亜由子

佐星　美緒 　　　西垣亜由子



　何かと垣根が高いと敬遠されがちなクラシック音楽を、映画や演劇を楽しむよう
にもっと気軽に聴いてほしい、しかもその演奏者が地元出身者ならもっと親近感を
もって地域の方々が演奏会場に足を運んで下さるのでは、と始めたこのコンサート
も、多方面の方々の様々な形でのご協力、ご支援のおかげでなんとか７回目を迎え
ることができました。
　地元の音楽家が広く音楽を愛する市民にも声をかけ、｢文化のまち君津｣ をより多
くの方々に参加していただき発展させたいとの思いから ｢房総楽友協会｣ を立ち上
げたのが 2007 年。奇しくも「君津市文化のまちづくり市税 1％支援事業」がスター
トした年でした。そして君津を中心とした近隣四市の音楽家が協力しあい、市民の
手で、市民の構想で、地域に根ざした市民のための演奏会を作り上げようとの羅針
盤を手に、君津市の支援のもと「名曲コンサート」が船出したのが翌年の 2008 年。
　最初は今後もこのコンサートを続けていけるかもわからず、（ですから 1 回目のコ
ンサートには“第 1 回”というタイトルさえもついていません）ただ、クラシック
音楽と合唱の楽しさを広めることが、市民が豊かな気持ちで暮らせる明るい地域社
会づくりの一助になればと、その後も毎年演奏会を企画しているうちに、気がつく
と 7 回も開催していたというのが今の私達の実感です。
　音楽を志す者が「音楽文化と地域社会とのつながり」といった側面にも目を向け、

「人の心にとって大切な音楽、それを社会の中でどう役立てるか」ということを意識
しながら演奏活動を続けることは、音楽家に課せられた大切な使命のひとつだと思
います。
　もちろん音楽家にとって聴衆の前で演奏ができる、聴いてくださる方に音楽を届
けられる、という喜びは何事にもかえがたく、それは音楽に携わるものの本能かも
知れないとさえ思います。
　しかし地元の音楽家が〈独立した演奏家〉として活躍することだけを目的とせず、
人のため、社会のために役立つ活動をするという〈意識〉をもって演奏会を開くと
いうことも重要なことなのです。
　今後も引き続き房総楽友協会は、音楽による情報発信を行い、音楽とりわけ〈合唱〉
を愛する市民の方々や他の音楽団体と手を携えて、この地域に音楽文化の地盤を育
て、聴衆に支えられた音楽活動を継続していきたいと思います。そして子供から年
配の大人の方までが、もっと身近にクラシック音楽に触れる中でお互い暖かい交流
を深め、それぞれの生きがいを見つけ、ひいてはこの地域を愛し、心豊かな文化都
市君津の発展のために共に活躍していただけることを願ってやみません。

地域に根ざしたコンサートを“市民自らの手で！”

房総楽友協会　早川令子



幕　田　魁　心　（まくた　かいしん）　書道家
1947年福岡県北九州市に生まれる。1965年福岡県立戸畑高校卒業。1970年大東文化大学文学部卒業。
千葉県立天羽高校書道教諭。以降、袖ヶ浦高校・木更津高校・2001 年千葉大学非常勤講師。
書歴 /  1968 年安藤搨石に師事。1982 年第１回個展（銀座ゆふきや画廊）1988 年第 3 回個展（銀座
鳩居堂画廊以後 10 回）2013 年第 24 回幕田魁心－白を斬る－（東京銀座画廊・美術館）。君津市在住。

君津高等学校合唱同好会　青　木　美和子　（あおき　みわこ）　合唱指揮
2 年前に新たに設立した同好会です。校内での活動に
加え、地区や県の高校関係の演奏会、県の合唱祭、君
津地区ではコーラルフェストやアカペラグループによ
るジョイントコンサート、またアンサンブルコンテス
トなどに出場し、多くのことを勉強させていただいて
います。

佐　藤　雄　紀 　（さとう　ゆうき）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芸術文化課程音楽専攻卒業。同大学院修了。
その後、桐朋学園大学カレッジ・ディプロマコースピアノ専攻で 4 年間研鑽を積み修了。第 27 回
ソレイユ音楽コンクール第 1 位、音楽現代新人賞を受賞。白寿ホールにてソロリサイタルを開催。
飯田陽子、勝谷壽子、上原興隆の各氏に師事。現在、小田原短期大学、信州豊南短期大学、東京農
業大学第一高等学校・中等部非常勤講師。君津市出身。

近　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。
在学中、定期演奏会及び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。
房総楽友協会主催「名曲コンサート」「第６回明日を担う地元出身者達による名曲コンサート 2013」
等地元でのコンサートに出演。これまでにピアノを早川令子、國谷尊之の各氏に師事。現在 ( 株 )
コンドー楽器 PSTA 講師として勤務。木更津市在住。

南　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。東京音楽学大学大学院 科目等履
修生修了。第 5 回や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 ピアノ部門一般の部第２位入賞。これまでに斎藤由美子、宮崎和子、
弘中孝、アヴォ・クユムジャンの各氏に師事。現在、ピアノ講師として後進の指導にあたりながら、
演奏活動をしている。袖ヶ浦市出身、松戸市在住。

伊　東　聖　香 （いとう　せいか）ピアノ
千葉県立君津高等学校卒業。東京音楽大学器楽専攻ピアノ科卒業。第２回コンドー楽器ピアノコン
クール中学生・高校生部門最優秀賞、第９回 PIARA ピアノコンクール関東 B 地区大会奨励賞を受
賞。房総楽友協会、君津音楽協会、松本ピアノオルガン保存会、図書館友の会きみつ、主催の各コ
ンサートに出演。これまでに亀田裕美子、早川令子、石井千穂、倉沢仁子の各師に師事。地元で演
奏活動を行う傍ら、コンドー楽器 PSTA 講師として後進の指導にあたっている。君津市在住。

高　梨　　　郁　（たかなし　かおり）ピアノ

5 歳よりピアノを始める。東京音楽大学ピアノ科卒業。ピアノを早川令子、佐藤展子、倉沢仁子の
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
内室内楽オーディションに合格。また君津音楽協会主催による「スプリングコンサート 2010」、房
総楽友協会主催による「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート 2013」に出演。現在カワ
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。

Profile
プロフィール Profile

鈴木敦子・砂川智美・林美玖・長谷川馨・永福巧・岩崎良・保苅涼太
安のぞみ・白井里奈・坂本彩佳・鈴木杏香



江　川　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、
館山などの合唱団にて伴奏ピアニストをつとめる。また、声楽やオペラの伴奏のほか、ワークショッ
プ等での伴奏ピアニストとして演奏活動を行っている。音楽教室 Piacere! 講師。袖ケ浦市在住。

石　橋　里　奈　（いしばし　りな）ピアノ

3 歳よりピアノを始める。千葉音楽コンクール、ピティナピアノコンペティション等で受賞多数。
東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業、卒業演奏会に出演。同大学大学院ピアノ科修了。これ
までにピアノを安藤久仁子、鳥居さお梨、弘中孝、迫昭嘉の各氏に師事。現在、自宅ピアノ教室

「PIACERE」、（株）コンドー楽器にて後進の指導にあたっている。木更津女声合唱団伴奏者。
木更津市在住。

大　森　蓮　子（おおもり れんこ）朗読指導・朗読会アンディアーモ代表

「希望の木」東日本大震災で瓦礫の海岸にたった一本残された松。
奇跡の松とも呼ばれ、新井満氏の手により写真詩集として出版さ
れました。今回は、一般応募の小学生等８名で大人の言い回しの
多いこの作品を読み進めます。“姿勢よく、大きく口をあけ、ゆっ
くりしっかりと読む”これがなかなか難しい。幼稚園児の弘毅君
など、大きな目に涙をいっぱい浮かべながらも必死に稽古に立ち
向かってくれました。本日ご来場の皆様。子供たちの努力とその
成果、希望の木への思いあふれる朗読をどうぞお楽しみください。

高　品　綾　野（ たかしな あやの）声楽
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。３年次に安宅賞、卒業時に同声会賞を受賞。東京藝術大学同声
会新人演奏会に出演。第 32 回ソレイユ音楽コンクール第１位、音楽現代新人賞受賞。房総楽友協
会主催による「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート」2009 年から出演。これまでに声
楽を関端絵里、竹村靖子、直野資、菅英三子の各氏に師事。現在、同大学大学院修士課程音楽研究
科声楽（オペラ）専攻一年次に在籍。袖ヶ浦市在住。

水　野　彰　子　（みずの　しょうこ） ピアノ
4 歳よりピアノを始める。第 33 回ピティナピアノコンペティション G 級全国決勝大会入選。ピア
ノソロの他に、室内楽、声楽 ( オペラ ) 伴奏、合唱伴奏ピアニストとして活動。ピアノを志賀紀子、
西川秀人、江口玲の各氏に師事。室内楽を西谷牧人、有森博、小池郁江、迫昭嘉、東誠三、江口玲、
松原勝也の各氏に師事。愛知県立明和高校音楽科、東京芸術大学器楽科卒業、現在は同大学院修士
課程 2 年に在籍。愛知県名古屋市出身。

坂　本　貴　輝 　（さかもと たかてる）声楽
桐朋学園大学卒業、同研究科修了。二期会オペラ研修所を優秀賞にて修了。ローマに留学。宮本亜
門演出「フィガロの結婚」にて高評を得るほか、多くのオペラや第九、宗教曲のソリストとしても
活躍。皇后陛下御臨席のアイメイトコンサートでは御前演奏に出演、映画「テルマエ・ロマエⅡ」
では劇中音楽を歌うなど活動の場を広げている。フェリス女学院大学講師、東京アナウンス学院講
師。君津市久保にて音楽教室 Piacere! 主宰。二期会会員。君津市出身。http://teruccio.com/

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。ピアノを金綱靖代、本田
かほる、故尾田綾子、岡野登与子の各氏に、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。

左より＝水町弘毅（和光保育園年長）田中統起（南子安小

１年）金井芹（湊小２年）中村奏太（祇園小２年）吉川伽

月（貞元小４年）田中貢成（南子安小５年）金井萌（湊小６年）

水町由美夏（飯野小６年）

プロフィール Profile



榎　本　　愛 　（えのもと　あい）声楽

東京音楽大学声楽科卒業、同大学院オペラ科修了。東京音楽大学コンクール３位入賞。ソレイユ声
楽コンクール入選。二期会オペラ研修所成績優秀者による新進演奏家の夕べに出演。市民オペラ「カ
ルメン」のフラスキータを演じた他、夢未来コンサート、小・中学校でのスクールコンサート等に
出演し、君津市の文化芸術活動の活性化に貢献すべく、積極的に演奏活動を行う。声楽を市川倫子、
釜洞祐子、星野行江に師事。二期会会員。君津市出身。

四　條　智　恵 　（しじょう　ちえ）声楽

東京音楽大学音楽学部器楽科（ピアノ）卒業、同大学院鍵盤楽器研究領域（伴奏）修了。その後３
年間ピアノ伴奏助手を務める。在学中より、オーストリア・ドイツにおいてサマーアカデミーを受
講する等研鑽を積む。現在、後進の指導にあたるとともに、各地でコンクールやコンサート等の伴
奏、CD 録音等、活発な演奏活動を行っている。第５回ちば音楽コンクール優秀賞、第９回日本ア
ンサンブルコンクール優秀演奏者賞及び全音楽譜出版社賞受賞。東京都在住

堀　　　優　香　( ほり　ゆうか）作曲・編曲
東京藝術大学音楽学部作曲科を経て、14’同大学院音楽研究科作曲専攻修了。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、作曲理論を尾高惇忠の各氏に師事。10’学内にて長
谷川良夫賞受賞、11’アカンサス音楽賞受賞。現在、作曲・編曲を中心にフリーランスで活動中。
東京成徳大学・東京成徳短期大学非常勤講師。21 世紀音楽の会会員。君津市在住。
http://yuukahori.com/

星　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。ウィーン夏季ゼミナール
にてヒルデ・ツァデック、タマール・ラッフーム教授の講座を受講。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、平尾力哉演出）、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。君津オペラ公演「椿姫」「ラ・ボエーム」「カルメン」の
オペラ合唱団地元指導者として合唱指導を担う。木更津市在住。

助　森　有利子（すけもりゆりこ）ピアノ
千葉県立木更津高等学校、東京音楽大学ピアノ科を卒業後、同大学院修士課程を修了。ピアノを後
小路亜津子、早川令子、森早苗、倉沢仁子、播本枝未子の各氏に師事。また室内楽を土田英介氏に
師事。第１１回日本クラシック音楽コンクール全国大会入賞。第９回 PIARA ピアノコンクール関
東地区大会優秀賞受賞。第１００回豊島区ロビーコンサート、第１６回大倉山新人演奏会に出演。
現在は演奏活動の傍ら、自宅ピアノ教室にて後進の指導にあたっている。木更津市在住。

木　川　翔（きかわ しょう）　声楽
私立千葉英和高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。現在、東京学芸大学大学院教育
学研究科修士課程に在籍中。吉田裕史指揮、レオンカヴァッロ作曲「道化師」ペッペ役でロールデ
ビュー。他、バッハ作曲「マタイ受難曲（抜粋）」エヴァンゲリスト、「カンタータ 147 番」テノー
ルソロ、パーセル作曲「妖精の女王」テノールソロ等を務める。声楽を奥村正子、故・平野忠彦、
勝部太、日比啓子、小林大作の各氏に師事。佐倉市出身。

松　田　　　司　 （まつだ つかさ）新日鐵住金君津吹奏楽団　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 38 年目。年間活動は 4 月の南総ファミリーコ
ンサートをはじめとして、市民球団 ｢新日鐵住金かずさマジック｣ の野球応援、君津市民ふれあい
祭り等のイベント演奏。今年は 12 月 14 日 ( 日 ) に君津市民文化ホールにて第 36 回定期演奏会を開
催する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長挨拶　　　　　　　　　　　小　川　幸　雄

　本日は「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート２０１４」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 2014 合唱団」は房総楽友協会さんの肝いりで発足し、本年度で７回目
を迎えることになりました。今回は昨年に引き続いて星野行江先生の指導の下、混声合唱のためのフォー
クソングメドレー「遠いあの日の思い出を」を演奏することになりました。
　この作品は 1970 年代のフォークソングから１１曲を、堀優香さんが編曲してくださったものです。
私にとっては青春時代の懐かしい曲ですが、堀さんの描く曲は我々の描いていた内容と少し異なってい
ます。練習の中で昔の変な癖が出たりして、苦労しましたが、堀さんの描いた曲を忠実に表現したいと
思っています。どんな内容になるか少し不安もありますが、楽しみでもあります。
　今まで、星野先生が指導してくださった事を胸に焼き付けながら一生懸命表現したいと思います。
　どうぞこの一時を私たちと共に楽しんでくださるようお願い申し上げます。

■名曲コンサート 2014 合唱団

【団長】小川　幸雄 【副団長】中村　真樹子 【マネージャー】早川　令子

【男声ヴォストレーナ】木川　　翔 【託児受付】宗島　千秋

【合唱指導補助】堀　優香　吉川　みくり　西垣　亜由子　早川　令子　助森　有利子

【ソプラノ】稲葉　洋子　　太江田　アヤ子　岡本　直子　　　＊小倉　潔子　　加藤　房枝　
古賀　幸子　　紺谷　次美　　　佐々木　とし子　　鈴木　光江　　高品　律子　
中村　真樹子　南澤　みさ子　　柳谷　笑子　　　　山口　敏江　　丸岡　千佳子

【アルト】
　

大森　蓮子　大庭　麻理　＊岡田　秀子　河村　邦子　斎藤　美枝子　柴田ミサ子　
高村　洋子　千葉　道子　　西本　輝美　早川　令子　平野　美都子　眞板　智子　
山本　洋子

【テナー】小川　幸雄　木川　翔　柴田　賀和　高橋　秀像　春山　誡臣　平野　若義　松下　平　
＊山川　庸次郎　

【ベース】大原　節男　小倉　博史　小野　正臣　北川　公晴　＊早川　博

　　　＊印はパートマネージャー  　

　　　　　　　　　　　　　作曲者より　　　　　　　　　堀　優　香

　目標はただひとつ、本番で一番良い演奏をすること。シンプルなあり方と、目標に駆り立てられる団
員の熱意が、この合唱団の魅力ひとつであると思います。そのパワーは毎年、コンサート全体を盛り上
げてくださっています。そんなフレッシュな歌い手たちが、今年は、私の新曲のために集まってくださり、
本日、みなさんの耳にこの曲を届けてくださることを、大変嬉しく思っております。曲は、70 年代フォー
クソング 11 曲から成る 20 分弱のメドレーです。最後まで身を乗り出して聴いていただきたい一曲です。
約 5 ヶ月もの間、星野さん、木川さん、助森さんを筆頭に、全団員でこの合唱曲を作り上げてくださっ
たことに、この場を借りて感謝申し上げます。



■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からのご挨拶　　団長　酒　井　誠　一
　本日は「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート２０１４」へのご来場、誠にありがとう
ございます。今回は房総楽友協会様よりお声かけ戴き、地元中学・高校の吹奏楽部の生徒さんとの
合同演奏が実現した事を団員一同とても嬉しく思っています。房総楽友協会・早川様、ご協力戴き
ました各校吹奏楽部顧問の先生や保護者会の皆様にこの場をお借りして改めてお礼申し上げます。
　今回の名曲コンサートでは唯一の吹奏楽のステージとなりますので、吹奏楽のオリジナル曲を中
心に演奏致します。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。

◆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】吉川　寿和　中村みち子　小野寺勝夫　◎江口　映子　◎湊由　起夫　◎鶴岡美奈子

【サクソフォーン】桑原　恵美　津川優芽望　高梨　法子　高橋　沙希

【ホルン】中台　昌芳　榎本奈央美　吉野　和美

【トランペット】矢原　康次　中村　大樹　◎小松　伸幸　◎田井　清之

【トロンボーン】近藤　宗光　水野　孝則　黒木　敏幸　石川　貴士

【ユーフォニアム】酒井　誠一　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　泉　直樹　伯部　静江　山口　優果　
中村　翔太　齋藤　美幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎印はエキストラ 

◆君津高等学校吹奏楽部　　　　　　　　【顧問】三平　敏男　　嵯峨　明
【フルート】川名　葵（2 年）　在原　愛菜（1 年）

【クラリネット】仲野　瑠華（2 年）　中島　茜（1 年）

【サクソフォーン】吉野　光奏（2 年）　鑪　美紀（1 年）　近藤　亜未（1 年）

【ホルン】調　未来（1 年）　　【トランペット】山﨑 　真奈（2 年）　石塚　彩映（1 年）

【トロンボーン】吉野　真生（2 年）　若鍋　樹里（1 年）　　【チューバ】島津　凱（1 年）

【パーカッション】永田　瑞歩（2 年）　廣中　恵（1 年）　　　　　　　　　　　　　　◎印はエキストラ 

◆君津青葉高等学校吹奏楽部　　　　　【顧問】金子真由美　　笹原　郁子
【フルート】中野　崇行（3 年）　　【サクソフォーン】安藤　雅（1 年）

【トランペット】齊藤　綾乃（3 年）　野呂亜沙美（1 年）

【トロンボーン】江澤　航汰（2 年）



＜運営スタッフ＞

　　【事務局】佐星 美緒・西垣 亜由子【会　計】庄司 光利・庄司 惠　【HP 管理】Piu（飯室ふみ）

　　【ＤＶＤ撮影】飯田 隆志【写真撮影】小笠原 義人【プログラム製作】デジタル情報社

　　【協　力】浦川 道子・大森 蓮子・河合 衣子・菊地 京子・櫛田 直也・櫛田 道・近藤 和代・小池 公子

　　　　　　  齋藤 みどり・佐藤 美千代・助森 あや子・高木 みな子・高品 律子・高梨 順子・田口 とみ子

　　　　　　  田中 美樹・竹内 由紀子・多田 静枝・多田 あい・早川 健介・堀 優香・水町 由加理

　　　　　　  南澤 みさ子・茂木 健一・ 栁澤 優子・吉濱 喜代子　　

　　【館内放送】高橋 恵美子（朗読会アンディアーモ）　　【託児係】佐藤 玉子・岩崎 ツル子・神谷 多美

房総楽友協会より　自主事業のお知らせ

＊コンサート秋 ～ピアノ meets タブレット～ 「ちいさい秋、見つけた」
生のピアノと iPad 演奏の競演で 童謡唱歌を！

2014 年 9 月 7 日（日）14 時～
君津市生涯学習交流センター 201 号室 　入場無料・申込不要

　　Ⅰ部 　テノール独唱：木川 翔 　ピアノ：助森 有利子　　「落葉松」「紅葉｣ 他

　　　　 　ピアノ連弾：西垣 亜由子／佐星 美緒　　「日本の四季」より 他　
　　Ⅱ部 　作曲家 堀優香の 斬新なエンターテイメントの世界です！
 　　　　　虫の声からオーケストラまでタブレットが奏でる多彩なサウンドをお楽しみください！

　　　　　 作曲・編曲：堀 優香　　　　　　　　 iPad 演奏：石橋 里奈／櫛田 道／茂木 健一
　　　　　 ピアノ：石橋 里奈／堀 優香　　  　　企画・構成：櫛田 直也（Apps Journal)　

 ＊第25回 名曲コンサート 〈もっと身近に音楽を！クラシックと過ごす午後のひと時〉
2015 年 2 月 8 日（日）14 時～

君津市民文化ホール 中ホール　 入場無料・申込不要

◆八重原中学校吹奏楽部　　　　　【顧問】長嶋　寿代　　森　義夫
【フルート】佐々木愛実（2 年）　菅井菜々花（1 年）

【クラリネット】和田　新菜（1 年）　長尾　愛（1 年）

【サクソフォーン】新田　そら（2 年）　鳥海　奏瑛（1 年）　蕪野　愛奈（1 年）　今野　華加（1 年）　
飯野　花帆（1 年）

【トランペット】家下沙也加（1 年）　島宮　侑汰（1 年）　　【トロンボーン】古賀　晴香（2 年）

【ユーフォニアム】登坂星瑛頼（1 年）　　【チューバ】村山　雅哉（1 年）

【パーカッション】中世虎之介（2 年）　鈴木　雅人（1 年）

◆富津中学校吹奏楽部　　　　　【顧問】照井　良　　中田　弓恵
【フルート】鹿島ありさ（1 年）

【クラリネット】佐藤　妃鞠（2 年）　吉成　千穂（2 年）　長嵜　柚香（1 年）　小川みなみ（2 年）

【サクソフォーン】千島　美羽（2 年）　宇田川詩織（2 年 )

【ホルン】丸山　恵歩（1 年）　　【トランペット】木村真里菜（2 年）　森田　朱莉（2 年）

【トロンボーン】鹿島　留菜（2 年）　田村登希也（1 年）　　【ユーフォニアム】遠山美由紀（1 年）

【チューバ】下田　真寛（2 年）　　【ストリングベース】池田　美那（2 年）

【パーカッション】濱名　起一（2 年）　多田　竜馬（1 年）



　　  　　　  

      メッセージ・リクエスト
　　 お待ちしております！！

in

info@kazusafm.net

@k az us afm.ne t   
FA X:0438 -20-24 99

木更津市

見 1

-2-1 2F  

スマートフォンでも、
かずさエフエムが聴けます♪
● App Storeで「TuneIn Radio」を検索
　 無料アプリをダウンロードしてお聴き下さい。

かずさエフエムが
インターネットで聴けます♪

JCBAインターネットサイマルラジオのホームページ内にある
かずさエフエム　　　　　 のアイコンをクリックして下さい。

スタジオ/オフィス
木更津駅西口
アクア木更津
www.kazusafm.net

サテライトスタジオ
木更津市羽鳥野
みなのば内

　 ち直 等
しま ！

校
正
方
法  

 

FAX: 0438-20-2499

木更津市富士見1-2-1 2F
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秋 元　秀 夫
鈴 木　紀 好
真 木　好 朗
田 中　伸之介
前 田　秀 一

♪３才から大人まで♪

富津市千種新田 597
☎0439-65-0340・90-1578

祝「名曲コンサート 2014」

大貫公文教室（月・木）
鈴木　美津子
茂木　優子



診療時間

月・火・水・木・金曜日　

　午前9：00～12：00
　午後2：15～  6：30
土曜日　　

　午前9：00～12：00

休  診

　土曜日午後・日曜日・祝日

君津市南久保 1-1-1

松葉皮膚科
0439-55-8001

松 葉 歯 科
0439-55-8241

 休　診　日
木曜日・日曜日・祝日

君津市久保４丁目７番１６号

茂田医院

代表　茂田　博

☎０４３９（５２）００２３

内科・循環器科・小児科

・月～金曜日
　　  8：45～12：00
　　15：00～17：00
・土／第２日曜
　　  8：45～12：000439-87-3366

富津市上飯野1691

水町歯科医院

休診日：木・日・祝日

祝
名曲コンサート

2 0 1 4

祝
名曲コンサート

2 0 1 4

●白い歯・審美歯科相談

●歯並び・矯正歯科相談

●入れ歯のお悩み相談

ご予約・お問い合わせ

０４３９－５０－８７６７

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



0439-52-5425

〒299-1162
君津市南子安2-1-31

真言宗豊山派

空蔵院

空蔵院
至
木
更
津

至館山至館山

八重原交差点

至北子安小学校

シ
ャ
ト
レ
ー
ゼ

GS

ジョイフル
本田

TEL：0439-77-9376
席数：50席（座敷多数、個室10席）
住所：君津市外箕輪4-3-35
営業時間：ランチ/11：30～15：00
　　　　 夜/17：00～23：00（延長可）
定休日：火曜日（祝祭日の場合は営業）

美味しい焼肉、本場韓国家庭料理の味
焼肉セットメニュー・コースメニュー・飲み放題有り

炭火焼肉・韓国家庭料理

 多 来

多 来

至
木
更
津

至
木
更
津

至館山

外箕輪交差点
ふじや箕輪店

ウエルシア

ジョイフル本田

木更津市請西東 5-23-9
☎0438
  （30）6201

〒299-1173 
千葉県君津市外箕輪4-3-5
TEL/FAX
 0 439（57）2870

株式会社

四方工業

エクステリア・外構工事
家の外廻りの事なら何でも
お気軽にご相談ください。

祝
名曲コンサート

2014

祝
名曲コンサート

2014

〒293-0002 
千葉県富津市二間塚１９５６－７ 

℡：0439-87-5567

ホンマの家づくり
“あたりまえ”にとらわれず、
　真っ白な気持ちでとりくみ
人と環境に優しく、
　愛着の持てる住まいを目指す

http://www.honma-k.jp

NPO法人TSK
理事長　鈴木明夫

高齢者介護住宅運営

障害者のくらし支援

住所：きみさらず地区事務所

　　　君津市賀恵渕３１１

０９０（７００８）４００５
０４３９（７７）０６２９

☎
Ｆax



『人として、心豊かに生きる』～心の絆を結ぶサービスを～
❖医療法人社団　三友会三枝病院

❖介護老人保健施設
　　　　ケアセンタ－さきくさ　

施設入所サービス
短期入所サービス
デイケアサービス

千葉県富津市青木１６４１番地

外科･内科
胃腸科
循環器科
泌尿器科
整形外科
℡0439-87-0650

❖社会福祉法人三友会
　特別養護老人ホーム　ウィステリア八重原
～新型ユニットケアで尊厳を大切に～

君津市八重原 172-275　Tel：0439-50-0085

特別養護老人ホーム　夢の郷
「毎日を楽しく生活していただきたい」それがつばさのねがいです。
施設らしくない居心地の良さを提供するため、介護施設の常識にとらわれない
空間づくりをすすめるとともに、居室は全室個室、共用部の床下には床暖房を
設置するなど、充実した居住環境を提供いたします。

～信頼と安心をつばさにのせて～

〒299-1135 千葉県君津市杉谷 3-1
特別養護老人ホーム　夢の郷
TEL.0439-50-3301 FAX.0439-50-3302
http://allkaigo.com/ オールかいご 検索

つばさグループ

社会福祉法人 志真会

2F・3F 1F 1F
♢特別養護老人ホーム ♢ディサービスセンター♢短期入所生活介護

　（ショートステイ）
定員 80 名 定員 20 名 定員 30 名（見込）

介護保険の要介護 1～5の状態にあり、
常時の介護を必要とする方が利用できます。

介護保険の要支援 1～2または
要介護 1～5の状態にあり、
一時的な利用を希望される方が利用できます。

介護保険の要支援 1～2または
要介護 1～5の状態にある方ならどなたでも
利用できます。

施設概要

特別養護老人ホーム　夢の郷
「毎日を楽しく生活していただきたい」それがつばさのねがいです。
施設らしくない居心地の良さを提供するため、介護施設の常識にとらわれない
空間づくりをすすめるとともに、居室は全室個室、共用部の床下には床暖房を
設置するなど、充実した居住環境を提供いたします。

～信頼と安心をつばさにのせて～



地元出身者達による地元出身者達による
名曲コンサート２０１４名曲コンサート２０１４名曲コンサート２０１４名曲コンサート２０１４

第７回 明日を担う第７回 明日を担う

地元出身者達による地元出身者達による

2014 8 24年 月 日㈰
君津市民文化ホール 大ホール

14：00開演

新たな君津文化の創造

（13：30開場）

主催：房総楽友協会　

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（株）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

http://piu.sakura.ne.jp/bg/

〈忘れないで３１１！前進日本！音楽を明日への活力に！〉

君津市文化のまちづくり市税1％支援事業

協 力：千葉県立君津高等学校・新日鉄住金君津吹奏楽団
　　　 きみつ書道まつり（実委会） ・朗読会アンディアーモ




