
　この会報の原稿を書くにあたり、当初5人の発起人で設立したこの会が、会を支えて下さっている多くの
会員の方・ご来場下さるお客様のおかげにより充実した活動ができている事、心よりお礼申し上げます。毎
年8月と3月に開催される「アクアきらめきコンサート」「スプリングコンサート」で毎回満席近いお客様
に演奏を聴いて頂けることは、たつのゆかりの演奏家会員にとって励みとなり、活力となっています。ま
た、協会のFacebookにもアクセスしてそれぞれの演奏家の活動を広めて下さっている方々にもこの紙面を

お借りしてお礼申し上げます。今年から当協会の念願でありました『子どもたちに生の演奏を通して音楽の素晴らしさを伝え
たい』という想いが小学校への学校訪問事業としてスタートすることになりました。音楽を愛する子どもたちが増え未来の音
楽家が育っていき、心豊かな社会になっていくことを切に願います。これも運営に協力して下さる会員の方のおかげであると
感謝の念でいっぱいです。これからもより良い活動を目指して努力して参りたいと思いますので、変わらぬご支援・ご協力の
ほどお願い致します。また、協会のFacebook・ホームページなどで今後の活動・演奏家会員の情報をタイムリーに発信してい
きたいと思いますので、そちらも併せてご覧頂き、応援して頂ければ幸いです。
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第第第第たつの市音楽協会会報

ごあいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつの市音楽協会 会長　肥塚　康子

きらめき

　この度はコンサートに出演さ
せていただき、ありがとうござ
いました。
　初めての出演でしたが、ス
タッフの方々のきめ細やかなサ
ポートのおかげで、気持ちよく
演奏に集中することができまし
た。大変多くのお客様にお越し

いただき、演奏中もお客様と時間を共有できたことが何より幸せ
な時間でした。普段なかなかお会いできない地元演奏家の方々と
も交流を深めることができ、貴重な体験をさせていただきました。
これからもまた、ここで皆さんに演奏を届けられるよう、精進し
てまいりたいと思います。

　この度は2度目のコンサート
出演でしたが、素敵なホール、
スタッフ・関係者の皆様、お客
様にめぐまれ、演奏させて頂き
本当にありがとうございました。
私にとってふるさとで演奏を披
露できる事はすごく嬉しい事で、
この度の出演でたつのには音
楽を愛する方がたくさんいらっ

しゃって、共に素敵な音楽を味わうことのできる素晴らしい地域
なのだと更に感じました。お客様が暖かくて、安心してのびのび
と演奏のできるこのコンサートに本当に感謝です。ふるさとのあ
りがたさを忘れずにこれからも精進してまいりたいと思います。
ありがとうございました。

会員が出演する演奏会情報会員が出演する演奏会情報
♪町のイスキア３周年記念コンサート
日　時　平成29年10月28日（土）14:30開演（14:00開場）
場　所　町のイスキア
出演者　長谷川萌子（Sop）　岩崎宇紀（Pf）
入場料　前売2,500円　当日3,000円
問合先　長谷川（☎090-3717-2856）

♪宍粟、絆で歌う秋の第九と神田将のクラシック
日　時　平成29年10月29日（日）14:00開演（13:30開場）
場　所　宍粟市山崎文化会館ホール
出演者　第九ソリスト：白石愛子（Alt）
入場料　自由席3,500円　高校生以下1,500円
問合先　宍粟労音（☎0790-62-5681）

♪「町のイスキア」コンサート in 南風会サロン
日　時　平成29年10月29日（日）14:30開演（14:00開場）
場　所　南風会サロン（姫路市）
出演者　長谷川萌子（Sop）　岩崎宇紀（Pf）
入場料　前売2,500円　当日3,000円
問合先　長谷川（☎090-3717-2856）

♪音のない風コンサート
日　時　平成29年11月5日（日）14:00開演
場　所　安暖庭（御津町）
出演者　石坂美佳（Fl）
入場料　2,500円（ワンドリンク・ケーキ付）要予約
問合先　安暖庭（重森☎090-1908-3324）

♪第27回日本歌曲の調べ　～女流作曲家、作詞家の作品を集めて～
日　時　平成29年11月11日（土）14:00開演（13:30開場）
場　所　姫路キャスパホール
出演者　三木仁子（Sop）
入場料　1,500円
問合先　姫路オペラ協会事務（成尾☎079-293-4246）

♪辻本剛志サクソフォンリサイタル
日　時　平成29年11月11日（土）18:00開演（17:30開場）
場　所　ムーブ21　イベントホール(大阪府守口市）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　一般3,000円　学生1500円
問合先　松尾（☎090-1714-2183）

♪龍野アートスケッチ2017薮田翔一作曲コンサート
日　時　平成29年11月19日（日） 第1回目 17:00開演（16:30開場） 
 第2回目 19:30開演（19:00開場）
場　所　ガレリア アーツ&ティー
出演者　薮田翔一（作曲）　長谷川萌子（Sop）　薮田瑞穂（Sop）　
　　　　小野村友恵（Vn.）　高原里紗（Vn.）　山内 静（Cl.）　岩崎宇紀（Pf）
入場料　前売2,000円（当日2,500円）※共に１ドリンク付き定員各50名
問合先　龍野アートプロジェクト事務局（☎0791-63-3555）

♪神戸フィルハーモニック　第75回定期演奏会
日　時　平成29年11月25日（土）16:00開演（15:30開場）
場　所　神戸文化ホール大ホール
出演者　井口英樹（Ob）　山内静（Cl）　木村文子（Hr）　小野村友恵（Vn）
入場料　一般2,500円（当日3,000円）　大学生以下1,000円（当日1,000円）
問合先　（公財）神戸市民文化振興財団（☎078-351-3597）

♪ムジカ・ルーチェ　ウィンターコンサート
日　時　平成29年12月10日（日）14:00開演（13:30開場）
場　所　安暖庭（御津町）
出演者　肥塚康子（Vo）　三木麻由佳(Pf)
入場料　1,000円（ワンドリンク・ケーキ付）先着40名　要予約
問合先　安暖庭（重森☎090-1908-3324）

♪マグノリア　サロンコンサート
日　時　平成29年12月21日（木）14:00開演（13:15開場）
場　所　逸翁美術館マグノリアホール（大阪府池田市）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　1,000円
問合先　松尾（☎090-1714-2184）
♪山崎高校街の駅　クリスマスコンサート
日　時　平成29年12月23日（土・祝）10:30開演
場　所　青い家（宍粟市山崎町高下）
出演者　肥塚康子（Vo）
入場料　入場無料
問合先　青い家（小沼☎0790-62-3431）

♪スーパーストリングスコーベ　第1回定期公演
　（スーパーキッズ・オーケストラ・OBプロジェクト）
日　時　平成29年12月27日（水）18:00開演（17:15開場）
場　所　神戸新聞松方ホール
出演者　伊藤さくら（Vn）
入場料　一般4,000円　小学生2,000円
問合先　HKMエンタープライズ　(☎078-321-7373)

♪西播磨交響楽団第23回定期演奏会
日　時　平成30年1月6日（土）14:00開演（13:30開場）
場　所　アクアホール
出演者　小野村友恵（Vn）　井口英樹（Ob）
入場料　入場無料

　問合先　西播磨交響楽団（小田☎0791-62-3433）

♪川北朋ユーフォニアムリサイタル
日　時　平成30年1月6日（土）18:30開演予定（18:00開場）
場　所　茨木市男女共生参画センター
　　　　ローズWAMワムホール（大阪府茨木市）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　一般2,500円　学生1,000円（当日各々500円増し）
問合先　松尾（☎090-1714-2185）

♪A-La-NaMi～荒波～デュオリサイタル　vol.1
日　時　平成30年1月27日（土）18:00開演（17:30開場）
場　所　ドルチェ・アーティスト・サロン大阪（大阪市北区）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　一般3,000円　学生2,000円
問合先　松尾（☎090-1714-2186）

♪たつの市音楽祭
日　時　平成30年2月17日（土）13:00開演（12:30開場）【合唱部門】
　　　　　　　　 2月18日（日）13:00開演（12:30開場）【器楽部門】
場　所　アクアホール
出演者　会員多数
入場料　無料
問合先　市教育委員会社会教育課（☎0791-64-3180）

　この度、初めて出演の機会を
頂きましたことを大変嬉しく
思っております。中学高校時代
から利用させていただいている
とても素晴らしい響きのするア
クアホール、数年ぶり（少し大き
くなって？）帰ってくることがで
き本当に懐かしく感じました。
コンサートは出演者だけでなく
裏方や受付の方々、そして聴い

ていただく方がいてこそ成り立つものであり、その舞台に立たせ
ていただくというのは本当に特別なことだと毎回感じます。こう
いった機会をこれからも沢山頂けるよう私自身精いっぱい努力を
し、演奏家としてのレベルを上げ、またこの故郷たつので演奏を
させて頂けたらと思います。今回お越しくださったお客様ならび
に関係者の皆様、本当にありがとうございました。

　この度は、素敵なホールでの
演奏の機会を頂きありがとうご
ざいました。また、お暑い中足
を運んで下さいました沢山のお
客様に感謝申し上げます。今回
の演奏曲は、地味で難曲ゆえ、
あまり弾かれる事のない即興曲
でしたが、私の大好きなシュー

マンの若き頃の作品を紹介したいと思い弾かせて頂きました。学
生生活も残り半年となり、多くの皆様に支えて頂きました事を心
に刻み今後も精進して参ります。このコンサートを通じ、新たな音
楽仲間との出会いに感謝すると共に多方面に渡りお世話になりま
したアクアホールの皆様、企画運営して頂きましたスタッフ様に
御礼申し上げます。

第7回　アクアきらめきコンサートに出演して第7回　アクアきらめきコンサートに出演して回 ク きら き サ ト 出演回 ク きら き サ ト 出演し
2017年8月27日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2017年8月27日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

　たつの市音楽協会では、たつの市に在住、出身及びゆかりのある音楽
家やクラシック音楽の振興に関心がある方、コンサートスタッフなどのご
協力をいただける会員を募集しています。なお、たつの市外在住者の方
も賛助会員として入会できます。
【年 会 費】個人会員　2,000円　団体会員　5,000円
【会員特典】①年１回開催する会員によるコンサート招待券進呈

②会員が出演する演奏会やたつの市総合文化会館などの公
演情報の提供など

【入会方法】所定の入会申込書に必要事項を記入し、下記まで持参、郵
送、FAX、メールでお申込みください。なお、入会申込書
は下記ＨＰからダウンロードすることができます。
URL://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/

【そ の 他】平成30年3月末日までの会員期間の年会費は、半額とさせて
いただきます。

会　長　　肥　塚　康　子
副会長　　田　中　幹　子
理　事　　浜　　　道　子
理　事　　古　林　智　子

理　事　　井　口　英　樹
理　事　　石　坂　美　佳
理　事　　八　木　　　隆
監　事　　大　西　由香里

【たつの市音楽協会役員】

日 時
午前の部
午後の部
場 所
入 場 料
出 演 者

第第第第第第第第 77777777777第第第第第第第第第第会報報報報会楽音 協市ののの市つののつのつつ 楽 会会会会会楽 会の 会会音つの市の市の市市市音楽音楽音楽音楽協会協会協会協会会報会報会報会報
発行日：平成 29年 10 月 15日

金治久美子（ソプラノ）亀山晴代（ヴァイオリン）

森元陽介（トランペット） 誉田真弓（ピアノ）

　たつの市音楽協会の事業活動内容や会員が出演する演奏会情報などを
広く地域の皆様方に知っていただきたいため、ホームページや
Facebookでタイムリーに紹介していますので、是非ご覧ください。
　ホームページ　http：//www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
　Facebook　https：//www.facebook.com/tatsuno.ongaku/

ホームページ・facebook のお知らせ

会員募集について

平成30年3月21日（水・祝）
開演11:00（開場10:30）
開演14:00（開場13:30）
アクアホールロビー
500円（小・中学生無料）
調整中

～主催イベントのお知らせ～
 Spring  Concert  Vol.6

チケット完売

♪親しみやすい曲中心の
　気軽に音楽が楽しめる
　コンサートです
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Prog ram
ヴィターリ シャコンヌ ヴァイオリン

ピアノ
亀山　晴代
十時紗貴子

リーヴァイ

バーンスタイン

ミュージカル「エリザベート」より
　私だけに
ミュージカル「ウエストサイド物語」より
　Tonight

ソプラノ
バリトン
ピアノ

肥塚　康子
中條　浩樹
六代久美子

バリレ ブルターニュ狂詩曲 サクソフォーン
ピアノ

藤田　麻緒
佐藤　亜衣

プーランク ピアノ・オーボエ・ファゴットのための
　三重奏曲

ピアノ
オーボエ
ファゴット

岩崎　宇紀
井口　英樹
野崎　実果

バッハ

クライスラー

無伴奏ヴァイオリンのための
　パルティータ第３番より

レチタティーヴォと
スケルツォ・カプリース

ヴァイオリン 伊藤さくらJ.シュトラウス 春の声 ソプラノ
ピアノ

金治久美子
仲本和香奈

スパーク
ヘンデル

マンハッタン
オンブラ マイ フ

トランペット
ピアノ

森元　陽介
山脇　舞子

シューマン クララ・ヴィークの主題による 
10の即興曲 ピアノ 誉田　真弓

来場者アンケートから来場者アンケートから
～多くの方からアンケートをいただきました。ありがとうございました。～

●全演奏がそれぞれ異なった形で行われてのでとてもよかっ
たです。年々よくなっているように思います。
　郷土にこのような素晴らしい人たちがおられる事に誇りを
覚えます。この発掘にご尽力ありがとう。ますますのご発
展することを願って祈ってます。（たつの市／女性）
●すてきな歌や演奏を聞けて感謝です。一曲を仕上げる労力
も大変だと思います。ありがとうございました。
（たつの市／女性）
●久々にコンサート参加し、美しい音・歌声を聞き良い時間
をすごすことができました。（たつの市／女性）
●とてもよかった。次回も楽しみに、曲の前の解説もいい、
衣装もすごかった。（たつの市／男性）
●皆様とてもよかったです。身近なコンサート会場で聞く機
会があってありがたいです。できれば、若い（中・高生）
人にも聞かせたかったです。（たつの市／女性）
●ピアノ、ヴァイオリン、歌、ミュージカルなどをいろんな
楽器がそれぞれに聴けて楽しかった。
　年々内容がアップして。音色や技術というかすばらしく
なっていると実感する。（たつの市／女性）
●いろいろな楽器やなどバラエティーに富んでいて、最初か
ら最後まで楽しめました。来てよかったと思います。
（たつの市／女性）
●みなさんすばらしかった。毎回グレードアップ、感動があ
ります。たつの市の誇りです。すてきでした。
（たつの市／女性）

　３年ぶりのステージとなりま
した今回、今まではオペラ・オ
ペレッタの演奏でしたが、きら
めきコンサートでは初めて
ミュージカルの曲を演奏しまし
た。発声法も今までとは違いま
したが、満席のお客様の温か
い拍手に背中を押され、気持
ちよく歌わせて頂くことができ
ました。また幅広い年代・ジャ
ンルで、若い演奏者からも良い

刺激を頂きました。いつまで歌えるだろうか…と思いながら、今
年もこの舞台に立たせて頂けたことに幸せを感じます。歌はメロ
ディだけでなく歌詞で気持ちを表現できます。これからも役柄
の気持をお伝えすることを大切に歌い続けられたらと願います。
最後にご来場下さったお客様、演奏会の開催に際して関わって
下さった皆様に心よりお礼申し上げます。

　この度はコンサートに出演さ
せていただき、ありがとうござ
いました。今回で二度目の出演
でしたが、新たな出逢いや嬉し
い再会などもあり、地元で演
奏できることの喜びを改めて噛
みしめておりました。毎年たく
さんのお客様に足を運んでいた
だき、このようなコンサートが
地元で開催できるということ

は、とても幸せなことだと思います。クラシックのサクソフォー
ンはまだまだ認知度が低いのが現状ですが、コツコツと活動を
積み重ね、魅力を伝えていけるように今後も精進します。最後に
なりましたが、事務局や役員の皆様、会場スタッフの皆様、いつ
も応援してコンサートに足を運んでくださいますお客様、本当に
ありがとうございました。

　ヨーロッパで勉強し始めてか
ら３年が経ちました。音楽が普
段の生活の中に根付いている文
化の中で、以前よりリラックス
して自然体で音楽と向き合える
ようになっています。ステージ
で何が起こるのか、聴いてくだ
さっている皆様とどんな風に時
間を共有できるのか、とてもワ
クワクしていました。そして、
お客様と一体となって楽しめた

瞬間を感じたとき、これからもっともっとこの瞬間を地元の方々
と分かち合いたい！と強く感じました。音楽はその場で消えてな
くなってしまいますが、心に刻まれる何かをこれからますます求
めていきたいなと思っています。最後にこのような素晴らしい演
奏会を企画し支えてくださった音楽協会、スタッフの皆様に感謝
いたします。

　今年はオーボエ、ファゴット
との共演がかないました。舞台
では練習のときには味わえない
即興性を体感できたことがた
いへん印象に残りました。これ
は室内楽ならではの「やりとり」
で、私たちも楽しかったですし、
そのことを皆様にも楽しんでい
ただけたのではないかと思って

います。終演後に多くのお客様の笑顔に接し、限られた時間の
中で新しい曲に挑戦してよかったと思いました。回を重ねるごと
に若い世代の演奏が深まっていくことにも刺激を受けます。
　いつもながら滞りなく会を進め演奏しやすい環境を整えてくだ
さったスタッフの方々にも感謝の気持ちでいっぱいです。

　本協会では、平成23年に協会発足後7年が経過し、従来から実施している事業に加え、演奏家会員の活
動の場の拡大とたつの市の音楽文化の普及、発展に寄与していく事業の一環として、子どもたちに質の高
い音楽文化の鑑賞機会の場を提供していくため、市内の小中学校を訪問し、音楽授業の中で生演奏などを
する事業をスタートすることになりました。
　本年度はそのスタートしてデモ事業を誉田小学校と半田小学校で実施すべく学校側と調整中であります。

このたびのコンサートではホール入場時、お客様へのウェル
カムコンサーとして「さくら木管五重奏」によるスペシャルロ
ビーコンサートを開催しました。
「さくら木管五重奏」はメンバー全員が当協会会員であり、

関西を中心に活動しているグループです。

スペシャルロビーコンサート開催しました ＊＊＊ 出 演 者 ＊＊＊
久保田裕美（フルート）
井口　英樹（オーボエ）
山内　　静（クラリネット）
野崎　実果（ファゴット）
木村　文子（ホルン）

第7回　アクアきらめきコンサートに出演して第7回　アクアきらめきコンサートに出演して

学校訪問事業をスタートします。

伊藤さくら（ヴァイオリン） 岩崎宇紀（ピアノ）

肥塚康子（ソプラノ） 藤田麻緒（サクソフォーン）

　今年も沢山のお客様の前で
演奏させていただけた事が大変
嬉しかったです。このコンサー
トの認知度も上がってきてお
り、それに出演させていただけ
る喜びをかみしめながら披露
いたしました。また実力のある
若い奏者も続々と加わりさらに
音楽協会として盛り上がりを感
じ、私も勢いに負けないように
頑張ろうと気持ちを新たにしま

した。オーボエとファゴットは同じ仲間であり、大変歴史の古い
楽器なので相性も良いものの普段はなかなか
聴けないアンサンブルなので今回皆様に聴い
ていただけて満足しています。練習するにあた
り参考音源を探す時、新しい作品に出合うな
どしこのメンバーでの演奏はまだまだ続きそう
でワクワクしています。今後ともよろしくお願
いいたします。

　この度、大好きなプーランク
のトリオで出演させて頂きまし
た。オーボエの井口君は、さく
ら木管五重奏で一緒に演ってい
るのでコンタクトも取り易かっ
たです。ピアノの宇紀さんは「こ
の曲は初めてよ。」 と仰っていま
したが見事に仕上げてこられ
て、今まで演った中で一番ス
ピーディーなプーランクとなりま
した。ちなみにプーランク自身

のセカンドバージョンが最近 出版された様で、三楽章が随分違
う感じになっているそうです。また、挑戦せね
ば。そして、今回プログラム最後ということで 
他の方々の演奏を聴くことが出来ました。皆様、
レベル高い！毎回、刺激を受けております。出
演者、スタッフ お客様に感謝して、レベルアッ
プを図りたいと思います。ありがとうございま
した。

井口英樹（オーボエ） 野崎実果（ファゴット）演トサンサンコらめきアきらアアアク回回　アクアきらめきコンサ トに出演
2017年8月27日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2017年8月27日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

●この活動は多くの音楽家に出演の機会を提供する。素晴ら
しい。途切れることなく続く努力を。（たつの市／男性）
●地元にこんなに素晴らしい音楽家、演奏家がおられること
を毎回うれしく誇りに思っています。もちろん演奏は今回
も素晴らしかったです。（相生市／女性）
●まったく知らない曲でも初めて体験する響き、体験する
と、とてもトキメキます。声の響き、楽器の響き、その一
瞬に音楽の深みが心の中にしみ込んできます。
（姫路市／男性）
●年々充実していると実感しています。
　新しい方、若い方が増え、マンネリにならず、一歩一歩発
展しているように思えます。他都市にとってもいい刺激に
なっていると思います。（姫路市／男性）
●郷土の出身の若い方々が素晴らしい活躍をされています。
楽しいひと時でした。（姫路市／男性）
●いろいろな所で活躍している人が故郷に帰ってくる…。素
敵なコンサートですね。いろいろなジャンルのが見れてと
ても楽しかったです（広島市／女性）
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展しているように思えます。他都市にとってもいい刺激に
なっていると思います。（姫路市／男性）
●郷土の出身の若い方々が素晴らしい活躍をされています。
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ても楽しかったです（広島市／女性）
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　この会報の原稿を書くにあたり、当初5人の発起人で設立したこの会が、会を支えて下さっている多くの
会員の方・ご来場下さるお客様のおかげにより充実した活動ができている事、心よりお礼申し上げます。毎
年8月と3月に開催される「アクアきらめきコンサート」「スプリングコンサート」で毎回満席近いお客様
に演奏を聴いて頂けることは、たつのゆかりの演奏家会員にとって励みとなり、活力となっています。ま
た、協会のFacebookにもアクセスしてそれぞれの演奏家の活動を広めて下さっている方々にもこの紙面を

お借りしてお礼申し上げます。今年から当協会の念願でありました『子どもたちに生の演奏を通して音楽の素晴らしさを伝え
たい』という想いが小学校への学校訪問事業としてスタートすることになりました。音楽を愛する子どもたちが増え未来の音
楽家が育っていき、心豊かな社会になっていくことを切に願います。これも運営に協力して下さる会員の方のおかげであると
感謝の念でいっぱいです。これからもより良い活動を目指して努力して参りたいと思いますので、変わらぬご支援・ご協力の
ほどお願い致します。また、協会のFacebook・ホームページなどで今後の活動・演奏家会員の情報をタイムリーに発信してい
きたいと思いますので、そちらも併せてご覧頂き、応援して頂ければ幸いです。

第 7号
たつの市音楽協会（事務局）たつの市総合文化会館アクアホール内
〒671-1621　たつの市揖保川町正條 354-1
電　話：0791-72-4688　FAX：0791-72-7288
E-mail : aquahall＠city.tatsuno.lg.jp
HpURL : http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
FbURL : https://www.facebook.com/tatsuno/ongaku/

第第第第たつの市音楽協会会報

ごあいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつの市音楽協会 会長　肥塚　康子

きらめき

　この度はコンサートに出演さ
せていただき、ありがとうござ
いました。
　初めての出演でしたが、ス
タッフの方々のきめ細やかなサ
ポートのおかげで、気持ちよく
演奏に集中することができまし
た。大変多くのお客様にお越し

いただき、演奏中もお客様と時間を共有できたことが何より幸せ
な時間でした。普段なかなかお会いできない地元演奏家の方々と
も交流を深めることができ、貴重な体験をさせていただきました。
これからもまた、ここで皆さんに演奏を届けられるよう、精進し
てまいりたいと思います。

　この度は2度目のコンサート
出演でしたが、素敵なホール、
スタッフ・関係者の皆様、お客
様にめぐまれ、演奏させて頂き
本当にありがとうございました。
私にとってふるさとで演奏を披
露できる事はすごく嬉しい事で、
この度の出演でたつのには音
楽を愛する方がたくさんいらっ

しゃって、共に素敵な音楽を味わうことのできる素晴らしい地域
なのだと更に感じました。お客様が暖かくて、安心してのびのび
と演奏のできるこのコンサートに本当に感謝です。ふるさとのあ
りがたさを忘れずにこれからも精進してまいりたいと思います。
ありがとうございました。

会員が出演する演奏会情報会員が出演する演奏会情報
♪町のイスキア３周年記念コンサート
日　時　平成29年10月28日（土）14:30開演（14:00開場）
場　所　町のイスキア
出演者　長谷川萌子（Sop）　岩崎宇紀（Pf）
入場料　前売2,500円　当日3,000円
問合先　長谷川（☎090-3717-2856）

♪宍粟、絆で歌う秋の第九と神田将のクラシック
日　時　平成29年10月29日（日）14:00開演（13:30開場）
場　所　宍粟市山崎文化会館ホール
出演者　第九ソリスト：白石愛子（Alt）
入場料　自由席3,500円　高校生以下1,500円
問合先　宍粟労音（☎0790-62-5681）

♪「町のイスキア」コンサート in 南風会サロン
日　時　平成29年10月29日（日）14:30開演（14:00開場）
場　所　南風会サロン（姫路市）
出演者　長谷川萌子（Sop）　岩崎宇紀（Pf）
入場料　前売2,500円　当日3,000円
問合先　長谷川（☎090-3717-2856）

♪音のない風コンサート
日　時　平成29年11月5日（日）14:00開演
場　所　安暖庭（御津町）
出演者　石坂美佳（Fl）
入場料　2,500円（ワンドリンク・ケーキ付）要予約
問合先　安暖庭（重森☎090-1908-3324）

♪第27回日本歌曲の調べ　～女流作曲家、作詞家の作品を集めて～
日　時　平成29年11月11日（土）14:00開演（13:30開場）
場　所　姫路キャスパホール
出演者　三木仁子（Sop）
入場料　1,500円
問合先　姫路オペラ協会事務（成尾☎079-293-4246）

♪辻本剛志サクソフォンリサイタル
日　時　平成29年11月11日（土）18:00開演（17:30開場）
場　所　ムーブ21　イベントホール(大阪府守口市）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　一般3,000円　学生1500円
問合先　松尾（☎090-1714-2183）

♪龍野アートスケッチ2017薮田翔一作曲コンサート
日　時　平成29年11月19日（日） 第1回目 17:00開演（16:30開場） 
 第2回目 19:30開演（19:00開場）
場　所　ガレリア アーツ&ティー
出演者　薮田翔一（作曲）　長谷川萌子（Sop）　薮田瑞穂（Sop）　
　　　　小野村友恵（Vn.）　高原里紗（Vn.）　山内 静（Cl.）　岩崎宇紀（Pf）
入場料　前売2,000円（当日2,500円）※共に１ドリンク付き定員各50名
問合先　龍野アートプロジェクト事務局（☎0791-63-3555）

♪神戸フィルハーモニック　第75回定期演奏会
日　時　平成29年11月25日（土）16:00開演（15:30開場）
場　所　神戸文化ホール大ホール
出演者　井口英樹（Ob）　山内静（Cl）　木村文子（Hr）　小野村友恵（Vn）
入場料　一般2,500円（当日3,000円）　大学生以下1,000円（当日1,000円）
問合先　（公財）神戸市民文化振興財団（☎078-351-3597）

♪ムジカ・ルーチェ　ウィンターコンサート
日　時　平成29年12月10日（日）14:00開演（13:30開場）
場　所　安暖庭（御津町）
出演者　肥塚康子（Vo）　三木麻由佳(Pf)
入場料　1,000円（ワンドリンク・ケーキ付）先着40名　要予約
問合先　安暖庭（重森☎090-1908-3324）

♪マグノリア　サロンコンサート
日　時　平成29年12月21日（木）14:00開演（13:15開場）
場　所　逸翁美術館マグノリアホール（大阪府池田市）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　1,000円
問合先　松尾（☎090-1714-2184）
♪山崎高校街の駅　クリスマスコンサート
日　時　平成29年12月23日（土・祝）10:30開演
場　所　青い家（宍粟市山崎町高下）
出演者　肥塚康子（Vo）
入場料　入場無料
問合先　青い家（小沼☎0790-62-3431）

♪スーパーストリングスコーベ　第1回定期公演
　（スーパーキッズ・オーケストラ・OBプロジェクト）
日　時　平成29年12月27日（水）18:00開演（17:15開場）
場　所　神戸新聞松方ホール
出演者　伊藤さくら（Vn）
入場料　一般4,000円　小学生2,000円
問合先　HKMエンタープライズ　(☎078-321-7373)

♪西播磨交響楽団第23回定期演奏会
日　時　平成30年1月6日（土）14:00開演（13:30開場）
場　所　アクアホール
出演者　小野村友恵（Vn）　井口英樹（Ob）
入場料　入場無料

　問合先　西播磨交響楽団（小田☎0791-62-3433）

♪川北朋ユーフォニアムリサイタル
日　時　平成30年1月6日（土）18:30開演予定（18:00開場）
場　所　茨木市男女共生参画センター
　　　　ローズWAMワムホール（大阪府茨木市）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　一般2,500円　学生1,000円（当日各々500円増し）
問合先　松尾（☎090-1714-2185）

♪A-La-NaMi～荒波～デュオリサイタル　vol.1
日　時　平成30年1月27日（土）18:00開演（17:30開場）
場　所　ドルチェ・アーティスト・サロン大阪（大阪市北区）
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　一般3,000円　学生2,000円
問合先　松尾（☎090-1714-2186）

♪たつの市音楽祭
日　時　平成30年2月17日（土）13:00開演（12:30開場）【合唱部門】
　　　　　　　　 2月18日（日）13:00開演（12:30開場）【器楽部門】
場　所　アクアホール
出演者　会員多数
入場料　無料
問合先　市教育委員会社会教育課（☎0791-64-3180）

　この度、初めて出演の機会を
頂きましたことを大変嬉しく
思っております。中学高校時代
から利用させていただいている
とても素晴らしい響きのするア
クアホール、数年ぶり（少し大き
くなって？）帰ってくることがで
き本当に懐かしく感じました。
コンサートは出演者だけでなく
裏方や受付の方々、そして聴い

ていただく方がいてこそ成り立つものであり、その舞台に立たせ
ていただくというのは本当に特別なことだと毎回感じます。こう
いった機会をこれからも沢山頂けるよう私自身精いっぱい努力を
し、演奏家としてのレベルを上げ、またこの故郷たつので演奏を
させて頂けたらと思います。今回お越しくださったお客様ならび
に関係者の皆様、本当にありがとうございました。

　この度は、素敵なホールでの
演奏の機会を頂きありがとうご
ざいました。また、お暑い中足
を運んで下さいました沢山のお
客様に感謝申し上げます。今回
の演奏曲は、地味で難曲ゆえ、
あまり弾かれる事のない即興曲
でしたが、私の大好きなシュー

マンの若き頃の作品を紹介したいと思い弾かせて頂きました。学
生生活も残り半年となり、多くの皆様に支えて頂きました事を心
に刻み今後も精進して参ります。このコンサートを通じ、新たな音
楽仲間との出会いに感謝すると共に多方面に渡りお世話になりま
したアクアホールの皆様、企画運営して頂きましたスタッフ様に
御礼申し上げます。

第7回　アクアきらめきコンサートに出演して第7回　アクアきらめきコンサートに出演して回 ク きら き サ ト 出演回 ク きら き サ ト 出演し
2017年8月27日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2017年8月27日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

　たつの市音楽協会では、たつの市に在住、出身及びゆかりのある音楽
家やクラシック音楽の振興に関心がある方、コンサートスタッフなどのご
協力をいただける会員を募集しています。なお、たつの市外在住者の方
も賛助会員として入会できます。
【年 会 費】個人会員　2,000円　団体会員　5,000円
【会員特典】①年１回開催する会員によるコンサート招待券進呈

②会員が出演する演奏会やたつの市総合文化会館などの公
演情報の提供など

【入会方法】所定の入会申込書に必要事項を記入し、下記まで持参、郵
送、FAX、メールでお申込みください。なお、入会申込書
は下記ＨＰからダウンロードすることができます。
URL://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/

【そ の 他】平成30年3月末日までの会員期間の年会費は、半額とさせて
いただきます。

会　長　　肥　塚　康　子
副会長　　田　中　幹　子
理　事　　浜　　　道　子
理　事　　古　林　智　子

理　事　　井　口　英　樹
理　事　　石　坂　美　佳
理　事　　八　木　　　隆
監　事　　大　西　由香里

【たつの市音楽協会役員】

日 時
午前の部
午後の部
場 所
入 場 料
出 演 者
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金治久美子（ソプラノ）亀山晴代（ヴァイオリン）

森元陽介（トランペット） 誉田真弓（ピアノ）

　たつの市音楽協会の事業活動内容や会員が出演する演奏会情報などを
広く地域の皆様方に知っていただきたいため、ホームページや
Facebookでタイムリーに紹介していますので、是非ご覧ください。
　ホームページ　http：//www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
　Facebook　https：//www.facebook.com/tatsuno.ongaku/

ホームページ・facebook のお知らせ

会員募集について

平成30年3月21日（水・祝）
開演11:00（開場10:30）
開演14:00（開場13:30）
アクアホールロビー
500円（小・中学生無料）
調整中

～主催イベントのお知らせ～
 Spring  Concert  Vol.6

チケット完売

♪親しみやすい曲中心の
　気軽に音楽が楽しめる
　コンサートです
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