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2021年8月29日（日）14:00開演
たつの市総合文化会館アクアホール
（予定者）
白石愛子（メゾソプラノ） 石坂美佳（フルート）
小西応興（ヴィオラ） 久保田裕美（フルート）　
井口英樹（オーボエ） 木村文子（ホルン）
野崎実果（ファゴット） 山内　静（クラリネット）　
岩崎宇紀（ピアノ）

特別ゲスト　三木香代（ピアノ）

～主催イベントのお知らせ～
アクアホール開館20周年記念事業
　　第10回アクアきらめきコンサート

　皆様　長引くコロナ感染症予防対策による自粛生活をどのようにお過ごしでしょうか。当協会もコロナ禍
により、昨年実施予定であった二つの演奏会を止む無く延期することになり、この会報「きらめき」も一年
半ぶりの発行となりました。
　政府の緊急事態宣言解除の報を受け、延期されていた「Spring　Concert　Vol．9」は、細心の感染予防
対策をし、去る3月20日に一年ぶりに実施することが出来ました。
　また、当音楽協会のもう一つの柱「学校訪問事業」も各小学校のご理解を得て、無事実施することが出来

ました。さらに令和２年度は、「ソニー音楽財団～子ども音楽基金事業～」によるコンサートも二か所で実施いたしました。
　この一年半は、当音楽協会にとって受難の時でもありました。私たちは自由に演奏したり、聴衆として音楽を楽しんだりす
ることの大切さにあらためて気付いた次第です。当分は｢With コロナ」の生活が続く事とは思われますが、今後とも私どもの
活動を温かく見守ってくださいますようお願い申し上げます。

第10号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　田中　幹子

　コロナ禍での開催、どれほど
のお客様がお見えになるのだろ
うかと不安でしたが、想像以上
に多くの方にお越しいただきまし
た。本当にありがとうございまし
た。久しぶりのステージに立って
皆さまのお顔が見えたときホッと
すると同時にお客様の前で歌え
る喜びに心の中で何度も「あり

がとう」とつぶやきました。また心地よい緊張とステージの響きを
堪能させていただきました。このような大変な状況の中コンサート
の開催にご尽力いただきましたスタッフの皆さま、お越しくださった
皆さま、共演者の皆さま、関わってくださった全ての方々に心より
感謝申し上げます。ありがとうございました。

　まずは難しい判断が迫られる
中、コンサートを開催していただ
きました たつの市音楽協会の皆
様に感謝申し上げます。昨年か
ら世界中を覆った事態の影響で、
気づけば人前で演奏するのが1
年4カ月ぶり・・・久しぶりすぎ
て何だかよくわからない緊張感
に襲われそうになりましたが、
協会の皆様のアットホームな雰

囲気と、お客様の暖かい空気のおかげでリラックスして演奏ができ
ました。やっと舞台に戻ってこれたという安心感、そして、自粛モー
ドで折れかかっていた心に鞭を打っていただいたことで、自分にとっ
て、特に大切な本番となりました。これからもたくさんの方々に楽
しんでいただける演奏を目指して、精進していきます。ありがとう
ございました。

　龍野に転居して2年半、一昨
年初めて聴きに来たスプリングコ
ンサートで演奏することができま
した。コロナ禍の中、開催に向
けてご尽力くださった関係者の
方々に、感謝申し上げます。今
回は「ピアノの詩人」ショパンの、
比較的珍しい曲を演奏しました。
　舞台での演奏は、何度経験し
ても、いくつになっても (！) 緊

張と反省の連続ですが、ピアノを聴いていただけることが当たり前
ではないことを実感している今、また新たな気持ちで音楽に向き合
えるような気がしています。何より、音楽協会会員となり、沢山音
楽のお仲間ができましたことに感謝し、これからも、少しずつ周り
に「音楽の輪」を広げていけたらと思っています。

生まれ育った故郷での演奏は、大
きな喜びと緊張に満ちた時間でした。
開場した瞬間からお客様の気持ち
が客席からビンビンと伝わってきて
力が湧いてくる感覚に包まれました。
でも、お客様に伝えたい事は山の

ようにあるのに、それがなかなか伝
えられないですね、課題は増えるば
かりです。自粛ムードでコンサートや

イベントの開催が難しい昨今です。スプリングコンサートが安全かつ
無事に開催でき、そして盛会のうちに終える事が出来ましたのはと
ても凄い事です。
コンサートにご案内するのも憚られそうな雰囲気の中、足をお運
び頂きましたお客様、そしてコンサート開催にあたりお世話になりま
した全ての皆様に心より感謝申し上げます。

～Spring　Concert　Vol.９に出演して～～Spring　Concert　Vol.９に出演して～p g 出演しp g 出演し
2021年3月20日（土）　たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール　中ホール2021年3月20日（土）　たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール　中ホール
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塚田孝行（サクソフォン）長谷川萌子（ソプラノ）

八木昭子（ピアノ） 小林仁史（トランペット）

　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等に関心がある方、コンサートスタッフなどの
ご協力をいただける方など広く会員を募集しています。なお、たつの市外
在住者の方も入会できますので、皆様からの入会をお待ちしています。
【年 会 費】個人会員　2,000円　団体会員　5,000円
【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

【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
事務局のあるアクアホールにロビー置いています。また、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/
【問合先等】アクアホール内事務局

会員募集について

きらめき

た 市音楽協会 会長 田中 幹子

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/

　2020年は新型コロナウイルスの大流行に伴い、その感染対策のため
日本各地での様々な芸術文化活動が自粛や中止となり、当協会も予定
した事業のいくつかを中止することになりました。
　そのような状況下ではありましたが、当協会は子どもたちに生の音
楽を届ける活動に取り組むことができました。
　当協会ではYouTubeチャンネルを開設し、活動報告を動画で会員の
ほか一人でも多くの皆様方にご覧いただける準備をいたしました。
　不定期の更新ですが、まずは学校訪問の様子を投稿予定です。音楽
が自由に楽しめる日がまた戻ってくることを祈っています。
【YouTubeサイト】
https://www.youtube.com/channel/UCjwv-rah0LPEpz3BxmQMmSg

たつの市音楽協会の
YouTube チャンネル開設

たつの市音楽協会事業活動状況

会　長　　田　中　幹　子
副会長　　井　口　英　樹
理　事　　肥　塚　康　子
理　事　　浜　　　道　子

理　事　　古　林　智　子
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】

　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 をご覧ください

♪洋画家―JOINT　EVENT―音楽家
日　時　2021年3月27日（土）～4月11日（日）14：00～15：00
場　所　アネックス　チャペル（龍野クラシックアネックス）
出演者  3/27（土）長谷川萌子 （ソプラノ）

 3/28（日）小野村友恵 （ヴァイオリン）
 4/ 3（土）岩崎宇紀 （ピアノ）
 4/ 4（日）仲本和香奈 (ピアノ)
 4/10（土）高原里紗 （ヴァイオリン）
 4/11（日）井口英樹 （オーボエ） 木村文子（ホルン）
　　　　　 矢橋牧名 （ピアノ）

入場料　無料（募金あり）
問合先　アネックス　チャペル（☎0791-65-2552）

♪音(おと)♡楽(らく)ファミリーフェスティバル
日　時　2021年4月3日(土) 13時～14時半頃まで
場　所　太子町総合公園　(揖保郡太子町佐用岡246-1)
出演者　石坂　美佳(フルート)　長谷川　萌子(ソプラノ)ほか
入場料　無料

♪ちづちゃんの花園　春コンサート
日　時　2021年４月18日（日）12:00開演
場　所　ちづちゃんの花園（新宮町上笹）
出演者　大西由香里（メゾソプラノ）　仲本和香奈（ピアノ）
　　　　石坂美佳（フルート）　
入場料　無料
問合先　松浦さつき（☎090-1711-8965）

♪大阪音楽大学同窓会《幸楽会》姫路支部
　　第22回定期演奏会　ムジカメールコンサート
日　時　2021年6月13日(日)14時開演(13:30開場)
場　所　キャスパホール
出演者　肥塚康子（ソプラノ)　鈴木綾子（ピアノ）
入場料　900円(前売り、出演者より販売のみ)
問合先　肥塚康子(☎090-9627-4177)
※既に終了している情報がありますが、ご了承ください。

会員が出演する
　　　　演奏会情報
会員が出演する
　　　　演奏会情報

この事業は、感性豊かな子どもたちが音楽芸術に触れることで、感
動する心を育てることを目的として、ソニー音楽財団が令和２年度に子
ども音楽基金を設立し、取組みを始めた事業です。
事業の内容は、子どもたちが気軽に音楽に触れることのできる社会を

目指すため、音楽を通じて教育的活動に取り組んでいる団体や活動に
対し支援するもので、当協会は学校訪問事業などの活動が認められ、
事業開始初年度に採択団体に選ばれ、令和２年１１月に市内２か所で事
業を実施しました。

②ソニー音楽財団～子ども音楽基金事業～
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東栗栖小学校 西栗栖小学校 揖西西小学校

事業の内容（楽器紹介と演奏）

～学校訪問事業を体験した児童の感想文～

⑷事業の実施状況

・このたびはとてもいい音色の演奏ありがとうございました。
　私が一番心に残った楽器は、バイオリンでした。お姉さんが左指を細かく動かしていてすごくいいと思
いました。また、弓が馬のしっぽの毛からできていると知ってびっくりしました。他にもトランペットが学
校にあると知ってふいてみたいなと思いました。本当にありがとうございました。

・わたしは、はじめてなまのえんそうを聞きました。すごく音がきれいでわたしが使っている教科書にのっ
ている曲ができるとは思いませんでした。　ありがとうございました。

・このたびは私たちの学校にきてくだりありがとうございました。
　私は一番最初に聞いた木星が心に残りました。５つの楽器が一つになったあの一体感！すごい迫力で鳥肌が立ちました！！
　このすばらしい生の音楽体験は、もう二度とないと思います。私は、音楽がとても大好きです。でもまだまだ知らない曲も多いと思っ
たので、もっと音楽にふれあっていきたいです。　　

・先日は、貴重な音楽体験で生の演奏を聞かせていただいてありがとうございました。普段音色を聞く
ことが出来ない楽器がほとんどだったので、このような貴会で各楽器の音色を聞けたことは、貴重な
体験でした。どの楽器も演奏するのが難しそうだったので、プロの演奏家はすごいなと思いました。

・楽器には弦楽器や吹奏楽器などたくさんの種類があることがわかりました。
　まだまだ知らない楽器があるので色々な楽器の良さを知って、機会があればまたオーケストラの演奏を
聞きたいです。
　これからも音楽を大切にして自分の楽器の良さを磨き、人々の心を音楽で動かしてきださい。

子どもたちに生のクラシック音楽を！アウトリーチ事業実施
　この事業は、日頃クラシック音楽等生の音楽に触れる機会が少ない子どもたちに、当協会所属の演奏家が小学校などを訪れ、教室
など身近な場所で生の音楽に触れる機会をつくっていこうとするもので、本格的なクラシック音楽に触れることで、その楽しさや喜び
を体感していただき、子どもたちの芸術文化への関心を高め、豊かな創造力が養えることに寄与しようとする事業です。
令和２年度は次の２事業を実施しました。

①学校訪問事業（芸術家の派遣事業）
この事業は、文化庁との共催事業として実施するもので、市内の小学校を訪問し、平素の音楽授業の一助になることを期待
する事業です。
2017（平成 29）年度から毎年度 2～3校で実施している事業で、令和２年度はコロナ禍の中での実施ではありましたが、会
場を平素の音楽室から体育館へと変更するなど感染症対策を講じながら無事実施することができました。
令和２年度の実施校は、次の３校です。
⑴実施校　東栗栖小学校
　実施日　2020年10月27日（火）　①  9：30～10：15（1～3年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　②10：35～11：20（4～6年生）
⑵実施校　西栗栖小学校
　実施日　2020年11月26日（木）　①10：35～11：20（1～3年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　②10：35～11：20（4～6年生）
⑶実施校　揖西西小学校　　
　実施日　2021年 3 月 1日（月）　①  9：30～10：15（5年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　②10：30～11：15（6年生）

プログラム
長谷川　萌子/ソプラノ
仲本　和香奈/ピアノ

子守歌
　（シューベルト・ブラームス）
いのちの歌
　（村松崇継作曲/Miyabi作詞）

古林智子・浜　道子/ピアノ

エンディング

おぼろ月夜・春の小川

塚田　孝行/サクソフォン
仲本　和香奈/ピアノ

トスカ・ファンタジー
　（G.プッチーニ）

八木　昭子/ピアノ子守歌（ショパン）
タランテラ（ショパン）

小林　仁史/トランペット
仲本　和香奈/ピアノ

Trumpet by candle light
　（T.A.ケニー）
トランペット吹きの休日
　（L.アンダーソン）

きらめきアンサンブル

長谷川萌子・中村留梨子

田中幹子・大西由香里

肥塚康子/Vocal

高谷初美/ピアノ

井口英樹/オーボエ

石坂美佳/フルート

女声合唱とピアノのための
「フランス歌めぐり」から
　（名田綾子編曲）

小さな木の実
　（海野洋司訳／ビゼー曲）

ホフマンの舟歌
　（堀内敬三訳／オッフェンバック曲）

クラリネットをこわしちゃった
　（石井好子訳／フランス民謡）

石坂美佳
（フルート）

小野村友恵
（ヴァイオリン）

井口英樹
（オーボエ）

小林仁史
（トランペット）

八木昭子　　　　 仲本和香奈
（ピアノ）　  

先生が授業の
ねらいを説明

演奏終了後は
質問コーナー

教科書掲載の曲を
演奏しますよと説明

最初の曲は
全員合奏で

最後の演奏も
全員合奏で

去年開催を予定していたスプリングコ
ンサートが中止になり、心が痛みました。
今年は開催を決定。練習を重ね当日を
迎えました。舞台袖で出番を待つ間、コ
ンサートが開催できた事が嬉しくて、心
が熱くなりました。
ステージに立つと、コンサートを楽しみに来てくださったお客様
の姿がよく見えました。演奏前にステージ上の仲間に「有難う」
とつぶやき心を落ちつかせました。フランスの歌を３曲演奏。初め
の２曲はしっとりと、３曲目は面白く、楽しく歌いました。
若い演奏家と一緒にステージに立つことはかなりの勇気がいる

し、演奏経験豊富な私でも迷惑をかけないようにと気を遣います。
健康に気を付け、努力を怠らず、活動を続けて行きたいと願って
います。今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

きらめきアンサンブル（大西由香里）

このコンサートのエンディングは毎回、春の季節にふさわしい
童謡を会場にお越しの皆様方とご一緒に大合唱していました。
今回はコロナ禍での開催。どれほどのお客様がお見えになるの

だろうかと不安でしたが、想像以上に多くの方にお越しいただき
ました。本当にありがとうございました。
ご来場の皆様方と一緒に合唱することは見合わせ、小声や心
の中で歌ってくださいとお願いしましたところ、久しぶりのステー
ジに立って皆さまの息づかいが感じられ、ホッとすると同時にお客
様の前で歌える喜びに心の中で何度も「ありがとう」とつぶやき
ました。また心地よい緊張とステージの響きも堪能させていただき

ました。このような大変な状況の中での
コンサートの開催にご尽力いただきまし
たスタッフの皆さま、お越しくださった皆
さま、共演者の皆さま、関わってくださっ
た全ての方々に心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

エンディング
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東栗栖小学校 西栗栖小学校 揖西西小学校

事業の内容（楽器紹介と演奏）

～学校訪問事業を体験した児童の感想文～

⑷事業の実施状況

・このたびはとてもいい音色の演奏ありがとうございました。
　私が一番心に残った楽器は、バイオリンでした。お姉さんが左指を細かく動かしていてすごくいいと思
いました。また、弓が馬のしっぽの毛からできていると知ってびっくりしました。他にもトランペットが学
校にあると知ってふいてみたいなと思いました。本当にありがとうございました。

・わたしは、はじめてなまのえんそうを聞きました。すごく音がきれいでわたしが使っている教科書にのっ
ている曲ができるとは思いませんでした。　ありがとうございました。

・このたびは私たちの学校にきてくだりありがとうございました。
　私は一番最初に聞いた木星が心に残りました。５つの楽器が一つになったあの一体感！すごい迫力で鳥肌が立ちました！！
　このすばらしい生の音楽体験は、もう二度とないと思います。私は、音楽がとても大好きです。でもまだまだ知らない曲も多いと思っ
たので、もっと音楽にふれあっていきたいです。　　

・先日は、貴重な音楽体験で生の演奏を聞かせていただいてありがとうございました。普段音色を聞く
ことが出来ない楽器がほとんどだったので、このような貴会で各楽器の音色を聞けたことは、貴重な
体験でした。どの楽器も演奏するのが難しそうだったので、プロの演奏家はすごいなと思いました。

・楽器には弦楽器や吹奏楽器などたくさんの種類があることがわかりました。
　まだまだ知らない楽器があるので色々な楽器の良さを知って、機会があればまたオーケストラの演奏を
聞きたいです。
　これからも音楽を大切にして自分の楽器の良さを磨き、人々の心を音楽で動かしてきださい。

子どもたちに生のクラシック音楽を！アウトリーチ事業実施
　この事業は、日頃クラシック音楽等生の音楽に触れる機会が少ない子どもたちに、当協会所属の演奏家が小学校などを訪れ、教室
など身近な場所で生の音楽に触れる機会をつくっていこうとするもので、本格的なクラシック音楽に触れることで、その楽しさや喜び
を体感していただき、子どもたちの芸術文化への関心を高め、豊かな創造力が養えることに寄与しようとする事業です。
令和２年度は次の２事業を実施しました。

①学校訪問事業（芸術家の派遣事業）
この事業は、文化庁との共催事業として実施するもので、市内の小学校を訪問し、平素の音楽授業の一助になることを期待
する事業です。
2017（平成 29）年度から毎年度 2～3校で実施している事業で、令和２年度はコロナ禍の中での実施ではありましたが、会
場を平素の音楽室から体育館へと変更するなど感染症対策を講じながら無事実施することができました。
令和２年度の実施校は、次の３校です。
⑴実施校　東栗栖小学校
　実施日　2020年10月27日（火）　①  9：30～10：15（1～3年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　②10：35～11：20（4～6年生）
⑵実施校　西栗栖小学校
　実施日　2020年11月26日（木）　①10：35～11：20（1～3年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　②10：35～11：20（4～6年生）
⑶実施校　揖西西小学校　　
　実施日　2021年 3 月 1日（月）　①  9：30～10：15（5年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　②10：30～11：15（6年生）

プログラム
長谷川　萌子/ソプラノ
仲本　和香奈/ピアノ

子守歌
　（シューベルト・ブラームス）
いのちの歌
　（村松崇継作曲/Miyabi作詞）

古林智子・浜　道子/ピアノ

エンディング

おぼろ月夜・春の小川

塚田　孝行/サクソフォン
仲本　和香奈/ピアノ

トスカ・ファンタジー
　（G.プッチーニ）

八木　昭子/ピアノ子守歌（ショパン）
タランテラ（ショパン）

小林　仁史/トランペット
仲本　和香奈/ピアノ

Trumpet by candle light
　（T.A.ケニー）
トランペット吹きの休日
　（L.アンダーソン）

きらめきアンサンブル

長谷川萌子・中村留梨子

田中幹子・大西由香里

肥塚康子/Vocal

高谷初美/ピアノ

井口英樹/オーボエ

石坂美佳/フルート

女声合唱とピアノのための
「フランス歌めぐり」から
　（名田綾子編曲）

小さな木の実
　（海野洋司訳／ビゼー曲）

ホフマンの舟歌
　（堀内敬三訳／オッフェンバック曲）

クラリネットをこわしちゃった
　（石井好子訳／フランス民謡）

石坂美佳
（フルート）

小野村友恵
（ヴァイオリン）

井口英樹
（オーボエ）

小林仁史
（トランペット）

八木昭子　　　　 仲本和香奈
（ピアノ）　  

先生が授業の
ねらいを説明

演奏終了後は
質問コーナー

教科書掲載の曲を
演奏しますよと説明

最初の曲は
全員合奏で

最後の演奏も
全員合奏で

去年開催を予定していたスプリングコ
ンサートが中止になり、心が痛みました。
今年は開催を決定。練習を重ね当日を
迎えました。舞台袖で出番を待つ間、コ
ンサートが開催できた事が嬉しくて、心
が熱くなりました。
ステージに立つと、コンサートを楽しみに来てくださったお客様
の姿がよく見えました。演奏前にステージ上の仲間に「有難う」
とつぶやき心を落ちつかせました。フランスの歌を３曲演奏。初め
の２曲はしっとりと、３曲目は面白く、楽しく歌いました。
若い演奏家と一緒にステージに立つことはかなりの勇気がいる

し、演奏経験豊富な私でも迷惑をかけないようにと気を遣います。
健康に気を付け、努力を怠らず、活動を続けて行きたいと願って
います。今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

きらめきアンサンブル（大西由香里）

このコンサートのエンディングは毎回、春の季節にふさわしい
童謡を会場にお越しの皆様方とご一緒に大合唱していました。
今回はコロナ禍での開催。どれほどのお客様がお見えになるの

だろうかと不安でしたが、想像以上に多くの方にお越しいただき
ました。本当にありがとうございました。
ご来場の皆様方と一緒に合唱することは見合わせ、小声や心
の中で歌ってくださいとお願いしましたところ、久しぶりのステー
ジに立って皆さまの息づかいが感じられ、ホッとすると同時にお客
様の前で歌える喜びに心の中で何度も「ありがとう」とつぶやき
ました。また心地よい緊張とステージの響きも堪能させていただき

ました。このような大変な状況の中での
コンサートの開催にご尽力いただきまし
たスタッフの皆さま、お越しくださった皆
さま、共演者の皆さま、関わってくださっ
た全ての方々に心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

エンディング
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日 時
会 場
出 演

2021年8月29日（日）14:00開演
たつの市総合文化会館アクアホール
（予定者）
白石愛子（メゾソプラノ） 石坂美佳（フルート）
小西応興（ヴィオラ） 久保田裕美（フルート）　
井口英樹（オーボエ） 木村文子（ホルン）
野崎実果（ファゴット） 山内　静（クラリネット）　
岩崎宇紀（ピアノ）

特別ゲスト　三木香代（ピアノ）

～主催イベントのお知らせ～
アクアホール開館20周年記念事業
　　第10回アクアきらめきコンサート

　皆様　長引くコロナ感染症予防対策による自粛生活をどのようにお過ごしでしょうか。当協会もコロナ禍
により、昨年実施予定であった二つの演奏会を止む無く延期することになり、この会報「きらめき」も一年
半ぶりの発行となりました。
　政府の緊急事態宣言解除の報を受け、延期されていた「Spring　Concert　Vol．9」は、細心の感染予防
対策をし、去る3月20日に一年ぶりに実施することが出来ました。
　また、当音楽協会のもう一つの柱「学校訪問事業」も各小学校のご理解を得て、無事実施することが出来

ました。さらに令和２年度は、「ソニー音楽財団～子ども音楽基金事業～」によるコンサートも二か所で実施いたしました。
　この一年半は、当音楽協会にとって受難の時でもありました。私たちは自由に演奏したり、聴衆として音楽を楽しんだりす
ることの大切さにあらためて気付いた次第です。当分は｢With コロナ」の生活が続く事とは思われますが、今後とも私どもの
活動を温かく見守ってくださいますようお願い申し上げます。

第10号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　田中　幹子

　コロナ禍での開催、どれほど
のお客様がお見えになるのだろ
うかと不安でしたが、想像以上
に多くの方にお越しいただきまし
た。本当にありがとうございまし
た。久しぶりのステージに立って
皆さまのお顔が見えたときホッと
すると同時にお客様の前で歌え
る喜びに心の中で何度も「あり

がとう」とつぶやきました。また心地よい緊張とステージの響きを
堪能させていただきました。このような大変な状況の中コンサート
の開催にご尽力いただきましたスタッフの皆さま、お越しくださった
皆さま、共演者の皆さま、関わってくださった全ての方々に心より
感謝申し上げます。ありがとうございました。

　まずは難しい判断が迫られる
中、コンサートを開催していただ
きました たつの市音楽協会の皆
様に感謝申し上げます。昨年か
ら世界中を覆った事態の影響で、
気づけば人前で演奏するのが1
年4カ月ぶり・・・久しぶりすぎ
て何だかよくわからない緊張感
に襲われそうになりましたが、
協会の皆様のアットホームな雰

囲気と、お客様の暖かい空気のおかげでリラックスして演奏ができ
ました。やっと舞台に戻ってこれたという安心感、そして、自粛モー
ドで折れかかっていた心に鞭を打っていただいたことで、自分にとっ
て、特に大切な本番となりました。これからもたくさんの方々に楽
しんでいただける演奏を目指して、精進していきます。ありがとう
ございました。

　龍野に転居して2年半、一昨
年初めて聴きに来たスプリングコ
ンサートで演奏することができま
した。コロナ禍の中、開催に向
けてご尽力くださった関係者の
方々に、感謝申し上げます。今
回は「ピアノの詩人」ショパンの、
比較的珍しい曲を演奏しました。
　舞台での演奏は、何度経験し
ても、いくつになっても (！) 緊

張と反省の連続ですが、ピアノを聴いていただけることが当たり前
ではないことを実感している今、また新たな気持ちで音楽に向き合
えるような気がしています。何より、音楽協会会員となり、沢山音
楽のお仲間ができましたことに感謝し、これからも、少しずつ周り
に「音楽の輪」を広げていけたらと思っています。

生まれ育った故郷での演奏は、大
きな喜びと緊張に満ちた時間でした。
開場した瞬間からお客様の気持ち
が客席からビンビンと伝わってきて
力が湧いてくる感覚に包まれました。
でも、お客様に伝えたい事は山の

ようにあるのに、それがなかなか伝
えられないですね、課題は増えるば
かりです。自粛ムードでコンサートや

イベントの開催が難しい昨今です。スプリングコンサートが安全かつ
無事に開催でき、そして盛会のうちに終える事が出来ましたのはと
ても凄い事です。
コンサートにご案内するのも憚られそうな雰囲気の中、足をお運
び頂きましたお客様、そしてコンサート開催にあたりお世話になりま
した全ての皆様に心より感謝申し上げます。

～Spring　Concert　Vol.９に出演して～～Spring　Concert　Vol.９に出演して～p g 出演しp g 出演し
2021年3月20日（土）　たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール　中ホール2021年3月20日（土）　たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール　中ホール

第第第第第第第11111111100第第第第第第第第第第第第第報報報楽音市市市のののつつののの 楽 会会会会会会会会会会会会会会会会楽 会会会のの 音つの市の市市市市音楽音楽音楽音音 協会協会協会協会会報会報会報会報
発行日：令和 3年 4 月 15日

塚田孝行（サクソフォン）長谷川萌子（ソプラノ）

八木昭子（ピアノ） 小林仁史（トランペット）

　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等に関心がある方、コンサートスタッフなどの
ご協力をいただける方など広く会員を募集しています。なお、たつの市外
在住者の方も入会できますので、皆様からの入会をお待ちしています。
【年 会 費】個人会員　2,000円　団体会員　5,000円
【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

【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
事務局のあるアクアホールにロビー置いています。また、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/
【問合先等】アクアホール内事務局

会員募集について

きらめき

た 市音楽協会 会長 田中 幹子

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/

　2020年は新型コロナウイルスの大流行に伴い、その感染対策のため
日本各地での様々な芸術文化活動が自粛や中止となり、当協会も予定
した事業のいくつかを中止することになりました。
　そのような状況下ではありましたが、当協会は子どもたちに生の音
楽を届ける活動に取り組むことができました。
　当協会ではYouTubeチャンネルを開設し、活動報告を動画で会員の
ほか一人でも多くの皆様方にご覧いただける準備をいたしました。
　不定期の更新ですが、まずは学校訪問の様子を投稿予定です。音楽
が自由に楽しめる日がまた戻ってくることを祈っています。
【YouTubeサイト】
https://www.youtube.com/channel/UCjwv-rah0LPEpz3BxmQMmSg

たつの市音楽協会の
YouTube チャンネル開設

たつの市音楽協会事業活動状況

会　長　　田　中　幹　子
副会長　　井　口　英　樹
理　事　　肥　塚　康　子
理　事　　浜　　　道　子

理　事　　古　林　智　子
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】

　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 をご覧ください

♪洋画家―JOINT　EVENT―音楽家
日　時　2021年3月27日（土）～4月11日（日）14：00～15：00
場　所　アネックス　チャペル（龍野クラシックアネックス）
出演者  3/27（土）長谷川萌子 （ソプラノ）

 3/28（日）小野村友恵 （ヴァイオリン）
 4/ 3（土）岩崎宇紀 （ピアノ）
 4/ 4（日）仲本和香奈 (ピアノ)
 4/10（土）高原里紗 （ヴァイオリン）
 4/11（日）井口英樹 （オーボエ） 木村文子（ホルン）
　　　　　 矢橋牧名 （ピアノ）

入場料　無料（募金あり）
問合先　アネックス　チャペル（☎0791-65-2552）

♪音(おと)♡楽(らく)ファミリーフェスティバル
日　時　2021年4月3日(土) 13時～14時半頃まで
場　所　太子町総合公園　(揖保郡太子町佐用岡246-1)
出演者　石坂　美佳(フルート)　長谷川　萌子(ソプラノ)ほか
入場料　無料

♪ちづちゃんの花園　春コンサート
日　時　2021年４月18日（日）12:00開演
場　所　ちづちゃんの花園（新宮町上笹）
出演者　大西由香里（メゾソプラノ）　仲本和香奈（ピアノ）
　　　　石坂美佳（フルート）　
入場料　無料
問合先　松浦さつき（☎090-1711-8965）

♪大阪音楽大学同窓会《幸楽会》姫路支部
　　第22回定期演奏会　ムジカメールコンサート
日　時　2021年6月13日(日)14時開演(13:30開場)
場　所　キャスパホール
出演者　肥塚康子（ソプラノ)　鈴木綾子（ピアノ）
入場料　900円(前売り、出演者より販売のみ)
問合先　肥塚康子(☎090-9627-4177)
※既に終了している情報がありますが、ご了承ください。

会員が出演する
　　　　演奏会情報
会員が出演する
　　　　演奏会情報

この事業は、感性豊かな子どもたちが音楽芸術に触れることで、感
動する心を育てることを目的として、ソニー音楽財団が令和２年度に子
ども音楽基金を設立し、取組みを始めた事業です。
事業の内容は、子どもたちが気軽に音楽に触れることのできる社会を

目指すため、音楽を通じて教育的活動に取り組んでいる団体や活動に
対し支援するもので、当協会は学校訪問事業などの活動が認められ、
事業開始初年度に採択団体に選ばれ、令和２年１１月に市内２か所で事
業を実施しました。

②ソニー音楽財団～子ども音楽基金事業～

14


