
　たつのゆかりの音楽家が演奏する「アクアきらめきコンサート」のご報告を中心に発行しているこの会報
もコンサートの回数と同じ８回を数えることとなりました。これまでも多くの出演者により幅広いジャンル
の曲が演奏されてきました。今年もその一期一会のひと時を満席のお客様と共有できたことをとても幸せに
思います。暑い中、足をお運びくださったお客様、またこのコンサートに関わって下さったすべての方に心
よりお礼申し上げます。さて、音楽協会では昨年度から「学校訪問事業」を立ち上げ、たつの市内の小学校

に出向き音楽室で音楽の授業の一環として、子どもたちの目の前で教科書に載っている曲を楽器の説明なども加えながら演奏
するなど、音楽をより一層身近に感じてもらえるような取り組みを始めました。目をキラキラさせて聞いてくれ、また感動の
気持ちを伝えてくれる子どもたちを前に、音楽の持つ大きな力を実感し、この事業を広げていく必要性を改めて感じました。
また今年のコンサートには将来が期待される若手演奏家を紹介する‘きらめきコーナー’も設け、素晴らしい演奏に私たちも良い
刺激を受けました。また、今回新しく入会して下さった会員の方も増え、ますますこれからの活動を充実させていきたいと思
います。今後とも皆様のご支援、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。

第 8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
HpURL : http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
FbURL : https://www.facebook.com/tatsuno.ongaku/

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

この度は素晴らしいコンサー
トに出演させていただきありが
とうございました。
初めての参加でいろいろと戸
惑うこともありましたが皆様の
おかげで無事終えられ感謝で
いっぱいです。
客席はクラシック独特のキー

ンとした緊張感はあまり無く皆さんニコニコと暖かくうなずきな
がら聴いて下さっていました。このようなお客様方に喜んでいた
だけるような曲を届けられるようこれからも頑張ります。
最後にスタッフの細やかなサポートにもびっくり！
本当にありがとうございました。

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。皆様の心が素

敵な音楽に包まれることを

願って、真心込めて演奏させ

ていただきました。

「たつののプリンス！」と

皆様から応援をいただきなが

ら早や20年…　こうしてピアノの演奏を続けてこられたのも、

多くの方々の温かいご支援の賜物であり、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。作曲家の思いを伝えられるような、そして、お一人

お一人の心をつなぐような演奏を目指し、今後とも精進してい

きます。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
♪室内楽の夕べ　ワンコインコンサート「ドビュッシーと仲間たち」
日　時　平成30年10月19日（金）19:00開演（18:30開演）

場　所　南風会サロン（姫路市亀井町）

出演者　高野敬子（Comp）　山内静（Cl）　岩崎宇紀（Pf）

入場料　500円

問合先　NPO法人姫路コンベンションサポート（☎079-286-8988）

♪第９回フルート＆ピアノ　大江浩志・岩崎宇紀デュオコンサート
日　時　平成30年10月26日（金）19:00開演（18:30開場）

場　所　明石市民ホール（らぽす５階）（JR・山陽電車明石駅徒歩５分）

出演者　岩崎宇紀（Pf）

入場料　一般3,000円　学生1,500円

問合先　フルーツ　パフェ（☎090-7885-8612）

♪姫路ミュージックストリートサクソフォーンとピアノの調べ
日　時　平成30年10月28日（日）13:30開演

場　所　姫路市立文学館

出演者　藤田麻緒（Sax）

入場料　無料（定員200名）

問合先　姫路市文化国際交流財団振興課（☎079-298-8014）

♪第９回フルート＆ピアノ　大江浩志・岩崎宇紀デュオコンサート
日　時　平成30年10月28日（日）14:30開演

場　所　レ・ヌーヴォレサロン（阪急電車中津駅徒歩３分）

出演者　岩崎宇紀（Pf）

入場料　一般3,000円　学生1,500円

問合先　フルーツ　パフェ（☎090-7885-8612）

♪ライブペイント一音一絵
日　時　平成30年10月28日（日）①11:00開演　②13:30開演

場　所　姫路ばら園（姫路市豊富町）

出演者　石坂美佳（Fl）

入場料　姫路ばら園の入場料で鑑賞可　一般500円　小学生300円

問合先　姫路ばら園（☎079-264-7707）

♪chapel　de　classic2018　若いアーティストたちの競演
日　時　平成30年11月3日（土）17:00開演（16:30開場）

場　所　天満教会（大阪市北区天神西町）

出演者　松尾京子（Pf）

入場料　2,000円

問合先　大阪アーティスト協会（☎050-5510-9645）

♪ルフトムジカ第６回オータムコンサート
日　時　平成30年11月11日（日）14:00開演（13:30開場）

場　所　仁川学院コルベ講堂（西宮市甲東園）

出演者　石坂美佳（Fl）

入場料　前売2,000円（当日2,500円）小学生以下半額、未就学児無料

問合先　NPO法人ダイヤモンド・クロス（☎078-907-5840）

♪藤田麻緒ミニコンサート with Bee-dama
日　時　平成30年11月11日（日）15:00開演

場　所　テレマン楽器（宍粟市山崎町）

出演者　藤田麻緒（Sax）

入場料　1,000円（要予約）

問合先　テレマン音楽振興会（☎0790-62-7500）

♪ポーランド独立回復100周年記念コンサート
日　時　平成30年11月11日（日）①17：00開演（16:30開場）

　　　　　　　　　　　　　　　  ②19：00開演（18:30開場）

場　所　ガレリア　アーツ＆ティー

出演者　薮田翔一（Comp）　長谷川萌子（Sop）　薮田瑞穂（Sop）

　　　　小野村友恵（Vn）　高原里沙（Vn）　山内静（Cl）　岩崎宇紀（Pf）

入場料　2,000円

問合先　ガレリア　アーツ＆ティー（☎0791-63-3555）

♪第16回ロッシーニの夕べ～ラファエーレ　コルテージ氏を迎えて～
日　時　平成30年11月13日（火）18:30開演（18:00開場）
場　所　兵庫県立芸術文化センター　神戸女学院小ホール
出演者　坂口裕子（Sop）
入場料　3,000円
問合先　ムジカヴィーヴァ（☎078-436-1077）

♪第95回二期会オペラ研修所コンサート
日　時　平成30年11月16日（金）18:30開演（18:00開場）
場　所　北トピアさくらホール（東京都北区）
出演者　金治久美子（Sop）
入場料　A席3,000円　B席2,000円
問合先　二期会チケットセンター（☎03-3796-1831）

♪美術館の調べ
日　時　平成30年11月18日（日）14:00開演
場　所　兵庫県立美術館エントランスホール（神戸市中央区）
出演者　アルトソロ　白石愛子
入場料　無料
問合先　兵庫県立美術館（☎078-262-0901）

♪歌の花束　泉会第33回コンサート
日　時　平成30年11月24日（土）18:30開演
場　所　京都文化博物館別館ホール
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　3,000円
問合先　松尾京子（☎090-1714-2182）

♪ムジカ・ルーチェ　ウィンターコンサート
日　時　平成30年12月2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（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）

♪歌曲集「小倉百人一首」～出版記念演奏会～
日　時　平成30年12月6日（木）18:00開演
場　所　浜離宮朝日ホール（東京都中央区築地）
出演者　薮田翔一（comp）薮田瑞穂（Sop）
入場料　3,000円
問合先　薮田翔一 ホームページ

♪戌の日Concert
日　時　平成30年12月8日（土）11:00開演（10:30開場）
場　所　イーグレひめじアートホール
出演者　竹田加奈子（Pf）
入場料　500円（未就学児膝上鑑賞に限り無料）
問合先　大西麻希子（☎090-8388-1810）

♪「町のイスキア」４周年記念コンサート
日　時　平成30年12月9日（日）14:00開演（13:30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3,000円　当日3,500円
問合先　長谷川（☎090-3717-2856）

♪第28回日本歌曲の調べ～春待ちコンサート～
日　時　平成31年2月16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（成尾☎079-293-4246）

♪たつの市音楽祭
日　時　平成31年2月16日（土）13:00開演（12:30開場）【合唱部門】
　　　　平成31年2月17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）

♪こども劇場太子三世代ライブ館「笛で奏でる動物の世界」
日　時　平成31年2月17日（日）10:30開演
場　所　あすかホールシアタールーム
出演者　石坂美佳（Fl）　仲本和香奈（Pf）
入場料　無料（0歳から入場可）
問合先　太田公民館（☎079-277-4811）

♪市場誠一第6回夢色コンサート
日　時　平成31年2月24日（日）13:30開演
場　所　太子町あすかホール大ホール
出演者　市場誠一（Pf）
入場料　1,000円
問合先　太子町あすかホール（☎079-277-2300）

このたびは「アクアきらめ

きコンサート」に出演させて

いただきありがとうございま

した。２回目の出演となりま

すが、美しい響きのホールで

満場のお客様に囲まれ演奏す

ることができたことは、素晴

らしい経験となりました。ピアニストの佐田さん、オーボエの

井口さんとの共演は心地よく、美しく流れるようなバッハの音

楽のなかで歌わせていただきました。このような機会を下さっ

た、たつの市音楽協会の皆様や、支えていただいたスタッフの

皆様、お越し下さったお客様方に深く感謝申し上げます。

昨年に引き続き、中條先生に

お手伝いいただいての出演にな

りました。今年はモーツァルト

作曲の「ドン・ジョバンニ」から

二重唱とアリアを演奏しました。

オペラは難しい、高尚なものと

思われがちですが、いつの時代

にもある普遍的なテーマを題材

にしたものも多く、見ていて笑いが出るようなシーンもたくさん

あります。演奏会ではほとんど原語での演奏ですが、皆さんにわ

かり易いように敢えて日本語で歌いました。セリフにメロディが

ついていたり、アリアや重唱、オーケストラの序曲など、舞台美術

なども含めて見どころ・聴きどころ満載の総合芸術のオペラを皆

様も一度は観に行っていただければと思います。

第8回　アクアきらめきコンサートに出演して第8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
2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

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】
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市場誠一（ピアノ）三木仁子（ソプラノ）

白石愛子（メゾソプラノ） 肥塚康子（ソプラノ）

　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
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Prog ram
山田　耕筰
斎藤　佳三
清瀬　保二

野薔薇
ふるさとの
樽の歌

ソプラノ

ピアノ

三木　仁子
高原　敦子

ソプラノ

バリトン

ピアノ

肥塚　康子
中條　浩樹
六代久美子

リスト 巡礼の年  第２年への追加「ヴェネツィアとナポリ」より
「タランテラ」

ピアノ 八田　大輝

ヴェルディ 歌劇「椿姫」より
ああ、そはかの人か～花から花へ～

ソプラノ

ピアノ

長谷川萌子
岩崎　宇紀ドビュッシー

清塚　信也
前奏曲集第２集より「花火」
「コウノドリ」より  Baby,God Bless you

ピアノ 市場　誠一

バッハ カンタータ82番より
  「われは満ちたり」

メゾソプラノ

オーボエ

ピアノ

白石　愛子
井口　英樹
佐田めぐみ

モーツァルト オペラ「ドン・ジョバンニ」より  手を取り合って
オペラ「ドン・ジョバンニ」より  ぶってよ マゼット

～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。～

●早くから申し込んで楽しみにしていました。外の暑さも忘れ、素晴らし
い演奏に聞きほれました。同行した身障者に対して、親切にしていただ
きありがとうございました。（たつの市／女性）
●すばらしかった。レベルが高い。演奏者はこの暑い夏、練習が大変だっ
たのでは。楽しかった。あっという間に終わった。プログラミングもよ
かった。（たつの市／男性）
●目と耳を大いに楽しませてくださり、ありがとうございました。いろいろ
な企画をされ、私たちを満足させてくださっています。また来年も楽し
みにしています。（たつの市／女性）
●コンサートを聞ける機会があまりなかったので、とても良い時間を過ご
せました。ピアノの音色では感動して演奏中に泣いてしまいそうでし
た。歌唱力もすごく、心に刺さりました。（たつの市／女性）
●毎回楽しみにしています。身近にクラシックコンサートが鑑賞でき良
かった。ますますご活躍される事楽しみにしています。会場の広さも音
響がよく楽しめました。（たつの市／女性）
●たつの市の若いピアニストの方、素晴らしいと思いました。将来が楽し
みです。それぞれの音楽も素晴らしかったです。（たつの市／女性）
●今年も素晴らしい演奏と歌声を聞ける喜びに浸っています。暑い折、明
日からの力をもらうことができた。力強い楽しい時間でした。
　（たつの市／女性）
●きらめきコンサートの会の名のとおり、みなさん本当にきらめいた演奏
をされ、とても楽しい時を過ごさせていただきました。（たつの市／女性）
●折角の人生ですし、心豊に生きようと思っており、その一つが音楽の
鑑賞です。歌曲の調べ、器楽のリズム旋律を楽しみました。酷暑厳しき
折柄、出演者の方々にお礼申し上げ
ます。今後ともきらめくようなコンサー
トをお願いします。素晴らしい歌曲と
声楽をお聞かせください。
　（たつの市／男性）
●各出演者の方から曲の説明やお話を
聞かせていただいたので、曲を楽しむ
ことができた。楽しいコンサートでし
た。（たつの市／女性）

この度は、素敵な機会を頂
き、本当にありがとうございま
した。大人の方達に囲まれたこ
のようなコンサートは初めての
経験で、しかも地元たつのでの
コンサートですので、友達、学
校の先生、親戚もたくさん来て
くれて、とても緊張しました。
『タランテラ』という曲の楽し
さを皆様にお伝えしたく、僕な
りに想いを込めて弾きました。

それが届くのか不安でしたが、たくさんのお客様に拍手を頂い
た時、今までにない嬉しさがこみ上げて来ました。著名な演奏
家の方達と同じ舞台に立てたこと、たくさんのお客様に『ありが
とう』と喜んでもらえたことを、僕は一生忘れることはありませ
ん。今回の経験を力に変えて、これからの人生に生かしていき
たいと思います。本当にありがとうございました。

このアクアきらめきコンサー
トに育ててもらったと言っても
過言ではない私の声楽人生、
今回も思いっきり楽しませても
らいました。美しい響きのアク
アホールに、素晴らしい共演者
の皆様、そしてなにより聴衆の
皆様の温かさが、本当にうれし
いコンサートでした。回を重ね
るごとに終演後に声をかけてく

ださる方も増え、このコンサートと共に私も成長してきた様に感
じています。このような機会を毎年、継続して提供してくださる
音楽協会の皆様に心より感謝申し上げます。そして今後も、多く
の出演者とお客様を結ぶ場としてこのコンサートが盛り上がって
いけるよう、私も微力ながらお手伝いしていきたいと思います。
ありがとうございました。

今回はなかなか機会のない弦楽と
のアンサンブルが実現し、弦楽器独
特のタイミングや癖などを肌で感じ
ながらの演奏は大変楽しいものにな
り、さらに白石さんとの共演も果た
し個人的に内容の濃いコンサートに
なりました。音楽協会を通じて沢山
の演奏家と知り合うことができ、ま

た共演出来る機会があるのは貴重で今後もどんどん繋がってい
けばと思います。このコンサートはいつも溢れんばかりのお客様
が来場されますが、遠くから来た共演者や初めてのお客様がた
つの市の音楽文化の高さに驚か
れています。お客様や協会会員
様の支えあっての活動をこれか
らも続けるべく演奏だけではな
く裏方の活動も併せて引き続き
頑張りたいと思います。

前回の会報でお知らせしていました学校訪問事業を昨年度誉田小学校と半田小学校で実施しました。
11月 9日に誉田小学校の 3～ 4 年生と5～ 6 年生を対象に、年が明けて1月19日に半田小学校の 5
～ 6 年生を対象にそれぞれ７名の演奏家が児童の目の前でいろいろな楽器の説明を交えながら、教科書
掲載の鑑賞曲など生演奏による授業を行いました。
子どもたちもキラキラ目を輝かせて聞いてくれたり、合奏や歌を一緒にしたりするなど音楽交流もでき、

充実した時間を演奏家と共に過ごすことができました。
この事業を機に、子ども達が音楽により興味を持ってくれ、「音楽っていいなぁ」と思ってくれる子

どもたちが増えることを願っています。
なお、本年度は11月 8日に小宅小学校の 5年生、11月 20日に新宮小学校の 4～ 5 年生を対象
に学校訪問事業を実施します。
これらの事業の実施内容等は、当協会のホームページ（末記参照）に掲載をしますので、是非ご覧

ください。

第8回　アクアきらめきコンサートに出演して第8回　アクアきらめきコンサートに出演して

学校訪問事業が始まりました。

来場者アンケートから来場者アンケートから

井口英樹（オーボエ）

八田大輝（ピアノ） 長谷川萌子（ソプラノ）

サ トサンササンコききめきらきききらアアク回 ア 演回　アクアきらめきコンサ トに出演
2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

●クラシックというとハードルが高いように感じられますが、地元にゆかり
のある方々で、身近な場所でいつも開催されているので、気軽に音楽
に楽しむことができる良い機会となっています。これからもズーット続け
てほしいと思います。（たつの市／女性）
●バラエティーにとんだプログラム構成。オペラも日本語でよくわかっ
た。近隣の出演者の方々なので親しみがあり、温かかった。プロの音
楽家の方々の演奏が一堂にあつまれれ、安価で高尚な音楽に触れら
れて楽しい半日でした。（たつの市／女性）
●プログラムも多彩でどれも楽しく聞かせていただきました。素晴らしい
演奏でした。こんな安いチケットで楽しめて感激です。
　（たつの市／女性）
●様々なジャンルのクラシックに触れることができ、楽しいひと時を過ごし
ました。（たつの市／女性）
●子どもでも楽しく、歌を聞くことができました。曲の前にあるあいさつで
相手ことをよく知ることができました。これからもがんばってください。
（太子町／女性）
●残暑厳しい中、熱演を聴かせていただきました。器楽、室内楽、声楽と
様々なジャンルの曲を聴かせていただき感謝しています。至福の時間を
ありがとうございました。明年も楽しみにしております。（太子町／男性）
●ピアノ、声楽、管弦楽器と一度にいろいろな曲が聞けて良かったです。
出演者の方のトークが上手でとっても面白く、楽しかったです。次回も
楽しみにしています。（姫路市／女性）
●種々のジャンルの音楽を楽しませていただきました。音楽が身近に気軽
に楽しめる企画です。どうぞ今後もクラシックを続けてください。
　（姫路市／女性）
●バラエティーに富んだ演奏や歌を聴
かせていただきました。曲の前に説明
を加えてくださいますので、より楽し
めました。（赤穂市／女性）
●素晴らしい音楽会でした。力演の
数々、質が高いと思いました。素敵な
時間を過ごすことができました。皆様
の益々のご活躍を祈念します。
　（赤穂市／女性）

●早くから申し込んで楽しみにしていました。外の暑さも忘れ、素晴ら
しい演奏に聞きほれました。同行した身障者に対して、親切にしてい
ただきありがとうございました。（たつの市／女性）

●すばらしかった。レベルが高い。演奏者はこの暑い夏、練習が大変
だったのでは。楽しかった。あっという間に終わった。プログラミング
もよかった。（たつの市／男性）

●こんな小さな町にこんな素晴らしいこんなに数多くの演奏者がいる
ことを知り、驚きです。たつのの民度の高さを感じた。音楽の持つ
力を他へPRし、たつのを発展させよう。（たつの市／男性）

●目と耳を大いに楽しませてくださり、ありがとうございました。いろい
ろな企画をされ、私たちを満足させてくださっています。また来年も
楽しみにしています。（たつの市／女性）

●コンサートを聞ける機会があまりなかったので、とても良い時間を過
ごせました。ピアノの音色では感動して演奏中に泣いてしまいそうで
した。歌唱力もすごく、心に刺さりました。（たつの市／女性）
●毎回楽しみにしています。身近にクラシックコンサートが鑑賞でき良
かった。ますますご活躍される事楽しみにしています。会場の広さも
音響がよく楽しめました。（たつの市／女性）

●たつの市の若いピアニストの方、素晴らしいと思いました。将来が楽
しみです。それぞれの音楽も素晴らしかったです。（たつの市／女
性）

●今年も素晴らしい演奏と歌声を聞ける喜びに浸っています。暑い折
、明日からの力をもらうことができた。力強い楽しい時間でした。（
たつの市／女性）

●きらめきコンサートの会の名のとおり、みなさん本当にきらめいた演
奏をされ、とても楽しい時を過ごさせていただきました。（たつの市
／女性）

●折角の人生ですし、心豊に生きようと思っており、その一つが音楽
の鑑賞です。歌曲の調べ、器楽のリズム旋律を楽しみました。酷暑
厳しき折柄、出演者の方々にお礼申し上げます。今後ともきらめく
ようなコンサートをお願いします。素晴らしい歌曲と声楽をお聞かせ
ください。（たつの市／男性）
●各出演者の方から曲の説明やお話を聞かせていただいたので、曲
を楽しむことができた。楽しいコンサートでした。（たつの市／女性）
●クラシックというとハードルが高いように感じられますが、地元にゆ
かりのある方々で、身近な場所でいつも開催されているので、気軽
に音楽に楽しむことができる良い機会となっています。これからもズ
ーット続けてほしいと思います。（たつの市／女性）

●バラエティーにとんだプログラム構成。オペラも日本語でよくわかっ
た。近隣の出演者の方々なので親しみがあり、温かかった。プロの

音楽家の方々の演奏が一堂にあつまれれ、安価で高尚な音楽に触
れられて楽しい半日でした。（たつの市／女性）

●プログラムも多彩でどれも楽しく聞かせていただきました。素晴らし
い演奏でした。こんな安いチケットで楽しめて感激です。（たつの市
／女性）

●様々なジャンルのクラシックに触れることができ、楽しいひと時を過
ごしました。（たつの市／女性）
●子どもでも楽しく、歌を聞くことができました。曲の前にあるあいさ
つで相手ことをよく知ることができました。これからもがんばってく
ださい。（太子町／女性）

●残暑厳しい中、熱演を聴かせていただきました。器楽、室内楽、声
楽と様々なジャンルの曲を聴かせていただき感謝しています。至福
の時間をありがとうございました。明年も楽しみにしております。（太
子町／男性）

●ピアノ、声楽、管弦楽器と一度にいろいろな曲が聞けて良かったで
す。出演者の方のトークが上手でとっても面白く、楽しかったです。
次回も楽しみにしています。（姫路市／女性）

●種々のジャンルの音楽を楽しませていただきました。音楽が身近に
気軽に楽しめる企画です。どうぞ今後もクラシックを続けてください
。（姫路市／女性）

●バラエティーに富んだ演奏や歌を聴かせていただきました。曲の前
に説明を加えてくださいますので、より楽しめました。（赤穂市／女
性）

●素晴らしい音楽会でした。力演の数々、質が高いと思いました。素
敵な時間を過ごすことができました。皆様の益々のご活躍を祈念し
ます。（赤穂市／女性）
●鑑賞マナーの配布されたのはいいことですね。演奏中の無駄な音（
チラシパンフレットを開くなど）ともかく絶対演奏中は音を出さない
ようにお願いしたいですね。初めて聴かせて頂きました。皆さん実力
派の方々ばかりですね。これからも皆さん頑張ってください。（広島
市／男性）

　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31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。

会員募集について

日 時
午前の部
午後の部
場 所
入 場 料
出 演 者

平成31年3月31日（日）
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（中学生以下無料）
調整中

～主催イベントのお知らせ～
 Spring  Concert  Vol.7

♪親しみやすい曲中心のプログラムで
　ホールのロビーで

気軽に音楽が楽しめる
　コンサートです

日　時　2019年８月18日（日）14:00開演
会　場　アクアホール

♪第9回アクアきらめきコンサート
　の開催予定

当協会会員がポーランドのクラクフで薮田翔一作品を初披露!
2011年から毎年たつの

市で開催されている「龍野
アートプロジェクト」がポーラ
ンドの古都クラクフにある日
本美術技術博物館マンガで
“TATSUNO ARTPROJECT 
In Krakow”を開催し、9月8
日・9日の演奏会で山内静
（Cl）小野村友恵（Vn）岩崎
宇紀（Pf）3人が薮田作品6曲と地元ポーランド人の映像作家アレキサ
ンドル・ヤニツキ氏とのコラボレーション作品3曲を披露し、会場から
拍手喝采を浴びました。

モーツァルト オーボエ四重奏曲  ヘ長調K.370

オーボエ

ヴァイオリン

ヴィオラ

チェロ

井口　英樹
小野村友恵
中村　知瑞
原田　芳彰

32



Prog ram
山田　耕筰
斎藤　佳三
清瀬　保二

野薔薇
ふるさとの
樽の歌

ソプラノ

ピアノ

三木　仁子
高原　敦子

ソプラノ

バリトン

ピアノ

肥塚　康子
中條　浩樹
六代久美子

リスト 巡礼の年  第２年への追加「ヴェネツィアとナポリ」より
「タランテラ」

ピアノ 八田　大輝

ヴェルディ 歌劇「椿姫」より
ああ、そはかの人か～花から花へ～

ソプラノ

ピアノ

長谷川萌子
岩崎　宇紀ドビュッシー

清塚　信也
前奏曲集第２集より「花火」
「コウノドリ」より  Baby,God Bless you

ピアノ 市場　誠一

バッハ カンタータ82番より
  「われは満ちたり」

メゾソプラノ

オーボエ

ピアノ

白石　愛子
井口　英樹
佐田めぐみ

モーツァルト オペラ「ドン・ジョバンニ」より  手を取り合って
オペラ「ドン・ジョバンニ」より  ぶってよ マゼット

～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。～

●早くから申し込んで楽しみにしていました。外の暑さも忘れ、素晴らし
い演奏に聞きほれました。同行した身障者に対して、親切にしていただ
きありがとうございました。（たつの市／女性）
●すばらしかった。レベルが高い。演奏者はこの暑い夏、練習が大変だっ
たのでは。楽しかった。あっという間に終わった。プログラミングもよ
かった。（たつの市／男性）
●目と耳を大いに楽しませてくださり、ありがとうございました。いろいろ
な企画をされ、私たちを満足させてくださっています。また来年も楽し
みにしています。（たつの市／女性）
●コンサートを聞ける機会があまりなかったので、とても良い時間を過ご
せました。ピアノの音色では感動して演奏中に泣いてしまいそうでし
た。歌唱力もすごく、心に刺さりました。（たつの市／女性）
●毎回楽しみにしています。身近にクラシックコンサートが鑑賞でき良
かった。ますますご活躍される事楽しみにしています。会場の広さも音
響がよく楽しめました。（たつの市／女性）
●たつの市の若いピアニストの方、素晴らしいと思いました。将来が楽し
みです。それぞれの音楽も素晴らしかったです。（たつの市／女性）
●今年も素晴らしい演奏と歌声を聞ける喜びに浸っています。暑い折、明
日からの力をもらうことができた。力強い楽しい時間でした。
　（たつの市／女性）
●きらめきコンサートの会の名のとおり、みなさん本当にきらめいた演奏
をされ、とても楽しい時を過ごさせていただきました。（たつの市／女性）
●折角の人生ですし、心豊に生きようと思っており、その一つが音楽の
鑑賞です。歌曲の調べ、器楽のリズム旋律を楽しみました。酷暑厳しき
折柄、出演者の方々にお礼申し上げ
ます。今後ともきらめくようなコンサー
トをお願いします。素晴らしい歌曲と
声楽をお聞かせください。

　（たつの市／男性）
●各出演者の方から曲の説明やお話を
聞かせていただいたので、曲を楽しむ
ことができた。楽しいコンサートでし
た。（たつの市／女性）

この度は、素敵な機会を頂
き、本当にありがとうございま
した。大人の方達に囲まれたこ
のようなコンサートは初めての
経験で、しかも地元たつのでの
コンサートですので、友達、学
校の先生、親戚もたくさん来て
くれて、とても緊張しました。
『タランテラ』という曲の楽し
さを皆様にお伝えしたく、僕な
りに想いを込めて弾きました。

それが届くのか不安でしたが、たくさんのお客様に拍手を頂い
た時、今までにない嬉しさがこみ上げて来ました。著名な演奏
家の方達と同じ舞台に立てたこと、たくさんのお客様に『ありが
とう』と喜んでもらえたことを、僕は一生忘れることはありませ
ん。今回の経験を力に変えて、これからの人生に生かしていき
たいと思います。本当にありがとうございました。

このアクアきらめきコンサー
トに育ててもらったと言っても
過言ではない私の声楽人生、
今回も思いっきり楽しませても
らいました。美しい響きのアク
アホールに、素晴らしい共演者
の皆様、そしてなにより聴衆の
皆様の温かさが、本当にうれし
いコンサートでした。回を重ね
るごとに終演後に声をかけてく

ださる方も増え、このコンサートと共に私も成長してきた様に感
じています。このような機会を毎年、継続して提供してくださる
音楽協会の皆様に心より感謝申し上げます。そして今後も、多く
の出演者とお客様を結ぶ場としてこのコンサートが盛り上がって
いけるよう、私も微力ながらお手伝いしていきたいと思います。
ありがとうございました。

今回はなかなか機会のない弦楽と
のアンサンブルが実現し、弦楽器独
特のタイミングや癖などを肌で感じ
ながらの演奏は大変楽しいものにな
り、さらに白石さんとの共演も果た
し個人的に内容の濃いコンサートに
なりました。音楽協会を通じて沢山
の演奏家と知り合うことができ、ま

た共演出来る機会があるのは貴重で今後もどんどん繋がってい
けばと思います。このコンサートはいつも溢れんばかりのお客様
が来場されますが、遠くから来た共演者や初めてのお客様がた
つの市の音楽文化の高さに驚か
れています。お客様や協会会員
様の支えあっての活動をこれか
らも続けるべく演奏だけではな
く裏方の活動も併せて引き続き
頑張りたいと思います。

前回の会報でお知らせしていました学校訪問事業を昨年度誉田小学校と半田小学校で実施しました。
11月 9日に誉田小学校の 3～ 4 年生と5～ 6 年生を対象に、年が明けて1月19日に半田小学校の 5
～ 6 年生を対象にそれぞれ７名の演奏家が児童の目の前でいろいろな楽器の説明を交えながら、教科書
掲載の鑑賞曲など生演奏による授業を行いました。
子どもたちもキラキラ目を輝かせて聞いてくれたり、合奏や歌を一緒にしたりするなど音楽交流もでき、

充実した時間を演奏家と共に過ごすことができました。
この事業を機に、子ども達が音楽により興味を持ってくれ、「音楽っていいなぁ」と思ってくれる子

どもたちが増えることを願っています。
なお、本年度は11月 8日に小宅小学校の 5年生、11月 20日に新宮小学校の 4～ 5 年生を対象
に学校訪問事業を実施します。
これらの事業の実施内容等は、当協会のホームページ（末記参照）に掲載をしますので、是非ご覧

ください。

第8回　アクアきらめきコンサートに出演して第8回　アクアきらめきコンサートに出演して

学校訪問事業が始まりました。

来場者アンケートから来場者アンケートから
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八田大輝（ピアノ） 長谷川萌子（ソプラノ）

サ トサンササンコききめきらきききらアアク回 ア 演回　アクアきらめきコンサ トに出演
2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

●クラシックというとハードルが高いように感じられますが、地元にゆかり
のある方々で、身近な場所でいつも開催されているので、気軽に音楽
に楽しむことができる良い機会となっています。これからもズーット続け
てほしいと思います。（たつの市／女性）
●バラエティーにとんだプログラム構成。オペラも日本語でよくわかっ
た。近隣の出演者の方々なので親しみがあり、温かかった。プロの音
楽家の方々の演奏が一堂にあつまれれ、安価で高尚な音楽に触れら
れて楽しい半日でした。（たつの市／女性）
●プログラムも多彩でどれも楽しく聞かせていただきました。素晴らしい
演奏でした。こんな安いチケットで楽しめて感激です。

　（たつの市／女性）
●様々なジャンルのクラシックに触れることができ、楽しいひと時を過ごし
ました。（たつの市／女性）
●子どもでも楽しく、歌を聞くことができました。曲の前にあるあいさつで
相手ことをよく知ることができました。これからもがんばってください。
（太子町／女性）
●残暑厳しい中、熱演を聴かせていただきました。器楽、室内楽、声楽と
様々なジャンルの曲を聴かせていただき感謝しています。至福の時間を
ありがとうございました。明年も楽しみにしております。（太子町／男性）
●ピアノ、声楽、管弦楽器と一度にいろいろな曲が聞けて良かったです。
出演者の方のトークが上手でとっても面白く、楽しかったです。次回も
楽しみにしています。（姫路市／女性）
●種々のジャンルの音楽を楽しませていただきました。音楽が身近に気軽
に楽しめる企画です。どうぞ今後もクラシックを続けてください。
　（姫路市／女性）
●バラエティーに富んだ演奏や歌を聴
かせていただきました。曲の前に説明
を加えてくださいますので、より楽し
めました。（赤穂市／女性）
●素晴らしい音楽会でした。力演の
数々、質が高いと思いました。素敵な
時間を過ごすことができました。皆様
の益々のご活躍を祈念します。
　（赤穂市／女性）

●早くから申し込んで楽しみにしていました。外の暑さも忘れ、素晴ら
しい演奏に聞きほれました。同行した身障者に対して、親切にしてい
ただきありがとうございました。（たつの市／女性）

●すばらしかった。レベルが高い。演奏者はこの暑い夏、練習が大変
だったのでは。楽しかった。あっという間に終わった。プログラミング
もよかった。（たつの市／男性）

●こんな小さな町にこんな素晴らしいこんなに数多くの演奏者がいる
ことを知り、驚きです。たつのの民度の高さを感じた。音楽の持つ
力を他へPRし、たつのを発展させよう。（たつの市／男性）

●目と耳を大いに楽しませてくださり、ありがとうございました。いろい
ろな企画をされ、私たちを満足させてくださっています。また来年も
楽しみにしています。（たつの市／女性）

●コンサートを聞ける機会があまりなかったので、とても良い時間を過
ごせました。ピアノの音色では感動して演奏中に泣いてしまいそうで
した。歌唱力もすごく、心に刺さりました。（たつの市／女性）
●毎回楽しみにしています。身近にクラシックコンサートが鑑賞でき良
かった。ますますご活躍される事楽しみにしています。会場の広さも
音響がよく楽しめました。（たつの市／女性）

●たつの市の若いピアニストの方、素晴らしいと思いました。将来が楽
しみです。それぞれの音楽も素晴らしかったです。（たつの市／女
性）

●今年も素晴らしい演奏と歌声を聞ける喜びに浸っています。暑い折
、明日からの力をもらうことができた。力強い楽しい時間でした。（
たつの市／女性）

●きらめきコンサートの会の名のとおり、みなさん本当にきらめいた演
奏をされ、とても楽しい時を過ごさせていただきました。（たつの市
／女性）

●折角の人生ですし、心豊に生きようと思っており、その一つが音楽
の鑑賞です。歌曲の調べ、器楽のリズム旋律を楽しみました。酷暑
厳しき折柄、出演者の方々にお礼申し上げます。今後ともきらめく
ようなコンサートをお願いします。素晴らしい歌曲と声楽をお聞かせ
ください。（たつの市／男性）
●各出演者の方から曲の説明やお話を聞かせていただいたので、曲
を楽しむことができた。楽しいコンサートでした。（たつの市／女性）
●クラシックというとハードルが高いように感じられますが、地元にゆ
かりのある方々で、身近な場所でいつも開催されているので、気軽
に音楽に楽しむことができる良い機会となっています。これからもズ
ーット続けてほしいと思います。（たつの市／女性）

●バラエティーにとんだプログラム構成。オペラも日本語でよくわかっ
た。近隣の出演者の方々なので親しみがあり、温かかった。プロの

音楽家の方々の演奏が一堂にあつまれれ、安価で高尚な音楽に触
れられて楽しい半日でした。（たつの市／女性）

●プログラムも多彩でどれも楽しく聞かせていただきました。素晴らし
い演奏でした。こんな安いチケットで楽しめて感激です。（たつの市
／女性）

●様々なジャンルのクラシックに触れることができ、楽しいひと時を過
ごしました。（たつの市／女性）
●子どもでも楽しく、歌を聞くことができました。曲の前にあるあいさ
つで相手ことをよく知ることができました。これからもがんばってく
ださい。（太子町／女性）

●残暑厳しい中、熱演を聴かせていただきました。器楽、室内楽、声
楽と様々なジャンルの曲を聴かせていただき感謝しています。至福
の時間をありがとうございました。明年も楽しみにしております。（太
子町／男性）

●ピアノ、声楽、管弦楽器と一度にいろいろな曲が聞けて良かったで
す。出演者の方のトークが上手でとっても面白く、楽しかったです。
次回も楽しみにしています。（姫路市／女性）

●種々のジャンルの音楽を楽しませていただきました。音楽が身近に
気軽に楽しめる企画です。どうぞ今後もクラシックを続けてください
。（姫路市／女性）

●バラエティーに富んだ演奏や歌を聴かせていただきました。曲の前
に説明を加えてくださいますので、より楽しめました。（赤穂市／女
性）

●素晴らしい音楽会でした。力演の数々、質が高いと思いました。素
敵な時間を過ごすことができました。皆様の益々のご活躍を祈念し
ます。（赤穂市／女性）
●鑑賞マナーの配布されたのはいいことですね。演奏中の無駄な音（
チラシパンフレットを開くなど）ともかく絶対演奏中は音を出さない
ようにお願いしたいですね。初めて聴かせて頂きました。皆さん実力
派の方々ばかりですね。これからも皆さん頑張ってください。（広島
市／男性）

　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31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。

会員募集について

日 時
午前の部
午後の部
場 所
入 場 料
出 演 者

平成31年3月31日（日）
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（中学生以下無料）
調整中

～主催イベントのお知らせ～
 Spring  Concert  Vol.7

♪親しみやすい曲中心のプログラムで
　ホールのロビーで

気軽に音楽が楽しめる
　コンサートです

日　時　2019年８月18日（日）14:00開演
会　場　アクアホール

♪第9回アクアきらめきコンサート
　の開催予定

当協会会員がポーランドのクラクフで薮田翔一作品を初披露!
2011年から毎年たつの

市で開催されている「龍野
アートプロジェクト」がポーラ
ンドの古都クラクフにある日
本美術技術博物館マンガで
“TATSUNO ARTPROJECT 
In Krakow”を開催し、9月8
日・9日の演奏会で山内静
（Cl）小野村友恵（Vn）岩崎
宇紀（Pf）3人が薮田作品6曲と地元ポーランド人の映像作家アレキサ
ンドル・ヤニツキ氏とのコラボレーション作品3曲を披露し、会場から
拍手喝采を浴びました。

モーツァルト オーボエ四重奏曲  ヘ長調K.370

オーボエ

ヴァイオリン

ヴィオラ

チェロ

井口　英樹
小野村友恵
中村　知瑞
原田　芳彰
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　たつのゆかりの音楽家が演奏する「アクアきらめきコンサート」のご報告を中心に発行しているこの会報
もコンサートの回数と同じ８回を数えることとなりました。これまでも多くの出演者により幅広いジャンル
の曲が演奏されてきました。今年もその一期一会のひと時を満席のお客様と共有できたことをとても幸せに
思います。暑い中、足をお運びくださったお客様、またこのコンサートに関わって下さったすべての方に心
よりお礼申し上げます。さて、音楽協会では昨年度から「学校訪問事業」を立ち上げ、たつの市内の小学校

に出向き音楽室で音楽の授業の一環として、子どもたちの目の前で教科書に載っている曲を楽器の説明なども加えながら演奏
するなど、音楽をより一層身近に感じてもらえるような取り組みを始めました。目をキラキラさせて聞いてくれ、また感動の
気持を伝えてくれる子どもたちを前に、音楽の持つ大きな力を実感し、この事業を広げていく必要性を改めて感じました。ま
た今年のコンサートには将来が期待される若手演奏家を紹介する‘きらめきコーナー’も設け、素晴らしい演奏に私たちも良い刺
激を受けました。また、今回新しく入会して下さった会員の方も増え、ますますこれからの活動を充実させていきたいと思い
ます。今後とも皆様のご支援、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。

第 8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
HpURL : http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
FbURL : https://www.facebook.com/tatsuno.ongaku/

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

この度は素晴らしいコンサー
トに出演させていただきありが
とうございました。
初めての参加でいろいろと戸

惑うこともありましたが皆様の
おかげで無事終えられ感謝で
いっぱいです。
客席はクラシック独特のキー

ンとした緊張感はあまり無く皆さんニコニコと暖かくうなずきな
がら聴いて下さっていました。このようなお客様方に喜んでいた
だけるような曲を届けられるようこれからも頑張ります。
最後にスタッフの細やかなサポートにもびっくり！
本当にありがとうございました。

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。皆様の心が素敵な音
楽に包まれることを願って、真
心込めて演奏させていただきま
した。
「たつののプリンス！」と皆

様から応援をいただきながら早
や20年…　こうしてピアノの演
奏を続けてこられたのも、多く

の方々の温かいご支援の賜物であり、感謝の気持ちでいっぱいで
す。
作曲家の思いを伝えられるような、そして、お一人お一人の心を
つなぐような演奏を目指し、今後とも精進していきます。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
♪室内楽の夕べ　ワンコインコンサート「ドビュッシーと仲間たち」
日　時　平成30年10月19日（金）19:00開演（18:30開演）

場　所　南風会サロン（姫路市亀井町）

出演者　高野敬子（Comp）　山内静（Cl）　岩崎宇紀（Pf）

入場料　500円

問合先　NPO法人姫路コンベンションサポート（☎079-286-8988）

♪第９回フルート＆ピアノ　大江浩志・岩崎宇紀デュオコンサート
日　時　平成30年10月26日（金）19:00開演（18:30開場）

場　所　明石市民ホール（らぽす５階）（JR・山陽電車明石駅徒歩５分）

出演者　岩崎宇紀（Pf）

入場料　一般3,000円　学生1,500円

問合先　フルーツ　パフェ（☎090-7885-8612）

♪姫路ミュージックストリートサクソフォーンとピアノの調べ
日　時　平成30年10月28日（日）13:30開演

場　所　姫路市立文学館

出演者　藤田麻緒（Sax）

入場料　無料（定員200名）

問合先　姫路市文化国際交流財団振興課（☎079-298-8014）

♪第９回フルート＆ピアノ　大江浩志・岩崎宇紀デュオコンサート
日　時　平成30年10月28日（日）14:30開演

場　所　レ・ヌーヴォレサロン（阪急電車中津駅徒歩３分）

出演者　岩崎宇紀（Pf）

入場料　一般3,000円　学生1,500円

問合先　フルーツ　パフェ（☎090-7885-8612）

♪ライブペイント一音一絵
日　時　平成30年10月28日（日）①11:00開演　②13:30開演

場　所　姫路ばら園（姫路市豊富町）

出演者　石坂美佳（Fl）

入場料　姫路ばら園の入場料で鑑賞可　一般500円　小学生300円

問合先　姫路ばら園（☎079-264-7707）

♪chapel　de　classic2018　若いアーティストたちの競演
日　時　平成30年11月3日（土）17:00開演（16:30開場）

場　所　天満教会（大阪市北区天神西町）

出演者　松尾京子（Pf）

入場料　2,000円

問合先　大阪アーティスト協会（☎050-5510-9645）

♪ルフトムジカ第６回オータムコンサート
日　時　平成30年11月11日（日）14:00開演（13:30開場）

場　所　仁川学院コルベ講堂（西宮市甲東園）

出演者　石坂美佳（Fl）

入場料　前売2,000円（当日2,500円）小学生以下半額、未就学児無料

問合先　NPO法人ダイヤモンド・クロス（☎078-907-5840）

♪藤田麻緒ミニコンサート with Bee-dama
日　時　平成30年11月11日（日）15:00開演

場　所　テレマン楽器（宍粟市山崎町）

出演者　藤田麻緒（Sax）

入場料　1,000円（要予約）

問合先　テレマン音楽振興会（☎0790-62-7500）

♪ポーランド独立回復100周年記念コンサート
日　時　平成30年11月11日（日）①17：00開演（16:30開場）

　　　　　　　　　　　　　　　  ②19：00開演（18:30開場）

場　所　ガレリア　アーツ＆ティー

出演者　薮田翔一（Comp）　長谷川萌子（Sop）　薮田瑞穂（Sop）

　　　　小野村友恵（Vn）　高原里沙（Vn）　山内静（Cl）　岩崎宇紀（Pf）

入場料　2,000円

問合先　ガレリア　アーツ＆ティー（☎0791-63-3555）

♪第16回ロッシーニの夕べ～ラファエーレ　コルテージ氏を迎えて～
日　時　平成30年11月13日（火）18:30開演（18:00開場）
場　所　兵庫県立芸術文化センター　神戸女学院小ホール
出演者　坂口裕子（Sop）
入場料　3,000円
問合先　ムジカヴィーヴァ（☎078-436-1077）

♪第95回二期会オペラ研修所コンサート
日　時　平成30年11月16日（金）18:30開演（18:00開場）
場　所　北トピアさくらホール（東京都北区）
出演者　金治久美子（Sop）
入場料　A席3,000円　B席2,000円
問合先　二期会チケットセンター（☎03-3796-1831）

♪美術館の調べ
日　時　平成30年11月18日（日）14:00開演
場　所　兵庫県立美術館エントランスホール（神戸市中央区）
出演者　アルトソロ　白石愛子
入場料　無料
問合先　兵庫県立美術館（☎078-262-0901）

♪歌の花束　泉会第33回コンサート
日　時　平成30年11月24日（土）18:30開演
場　所　京都文化博物館別館ホール
出演者　松尾京子（Pf）
入場料　3,000円
問合先　松尾京子（☎090-1714-2182）

♪ムジカ・ルーチェ　ウィンターコンサート
日　時　平成30年12月2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（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）

♪歌曲集「小倉百人一首」～出版記念演奏会～
日　時　平成30年12月6日（木）18:00開演
場　所　浜離宮朝日ホール（東京都中央区築地）
出演者　薮田翔一（comp）薮田瑞穂（Sop）
入場料　3,000円
問合先　薮田翔一 ホームページ

♪戌の日Concert
日　時　平成30年12月8日（土）11:00開演（10:30開場）
場　所　イーグレひめじアートホール
出演者　竹田加奈子（Pf）
入場料　500円（未就学児膝上鑑賞に限り無料）
問合先　大西麻希子（☎090-8388-1810）

♪「町のイスキア」４周年記念コンサート
日　時　平成30年12月9日（日）14:00開演（13:30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3,000円　当日3,500円
問合先　長谷川（☎090-3717-2856）

♪第28回日本歌曲の調べ～春待ちコンサート～
日　時　平成31年2月16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（成尾☎079-293-4246）

♪たつの市音楽祭
日　時　平成31年2月16日（土）13:00開演（12:30開場）【合唱部門】
　　　　平成31年2月17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）

♪こども劇場太子三世代ライブ館「笛で奏でる動物の世界」
日　時　平成31年2月17日（日）10:30開演
場　所　あすかホールシアタールーム
出演者　石坂美佳（Fl）　仲本和香奈（Pf）
入場料　無料（0歳から入場可）
問合先　太田公民館（☎079-277-4811）

♪市場誠一第6回夢色コンサート
日　時　平成31年2月24日（日）13:30開演
場　所　太子町あすかホール大ホール
出演者　市場誠一（Pf）
入場料　1,000円
問合先　太子町あすかホール（☎079-277-2300）

このたびは「アクアきらめき

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。

２回目の出演となりますが、美

しい響きのホールで満場のお客

様に囲まれ演奏することができ

たことは、素晴らしい経験とな

りました。ピアニストの佐田さん、オーボエの井口さんとの共演

は心地よく、美しく流れるようなバッハの音楽のなかで歌わせて

いただきました。このような機会を下さった、たつの市音楽協会

の皆様や、支えていただいたスタッフの皆様、お越し下さったお客

様方に深く感謝申し上げます。

昨年に引き続き、中條先生に

お手伝いいただいての出演にな

りました。今年はモーツァルト

作曲の「ドン・ジョバンニ」から

二重唱とアリアを演奏しました。

オペラは難しい、高尚なものと

思われがちですが、いつの時代

にもある普遍的なテーマを題材

にしたものも多く、見ていて笑いが出るようなシーンもたくさん

あります。演奏会ではほとんど原語での演奏ですが、皆さんにわ

かり易いように敢えて日本語で歌いました。セリフにメロディが

ついていたり、アリアや重唱、オーケストラの序曲など、舞台美術

なども含めて見どころ・聴きどころ満載の総合芸術のオペラを皆

様も一度は観に行っていただければと思います。

第8回　アクアきらめきコンサートに出演して第8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
2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2018年8月26日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

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】
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市場誠一（ピアノ）三木仁子（ソプラノ）

白石愛子（メゾソプラノ） 肥塚康子（ソプラノ）

　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
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