
『ムジカ・ナラ』（奈良の音楽）
…現代曲でありながら、どなた
にも懐かしいわらべ歌をモチー
フにしたこの曲を、伝統文化の
残るこの龍野で演奏してみたい
と思い、選曲しました。初めて
の出演でしたが不思議と落ち着
いた気持ちで臨めたのは、会場
の皆さまが地元での演奏会を心
から楽しんで下さっている暖か

な雰囲気のおかげでは、と思いました。
コロナ禍も３年目となり、様々な対策をしつつも生の音楽をお

聴きいただけたこと、コンサートに携わって下さった全ての方々
に感謝申し上げます。後半の華やかなソプラノとのオペラ・アリ
ア協演では、龍野での音楽活動のご縁に改めて幸せを感じなが
ら演奏を愉しみました。ありがとうございました。

日 時
会 場
出演者
入場料

2023年3月21日（火・祝）14:00開演
たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール　中ホール
調整中
1,000円（全席自由席）中学生以下は無料

～主催イベントのお知らせ～
Spring Concert Vol.11

　錦秋の候　会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。当協会では 8 月 28 日
にたつの市ゆかりの音楽家による「第11回アクアきらめきコンサート」を開催いたしました。今年は「きらめ
きコーナー」を設け、高校生にも演奏していただきました。コロナ感染症第７波の拡大を受け、集客が懸念
されましたが、会員の皆様や関係者のご理解とご協力を得て無事終演の運びとなりました。厚く御礼申し上
げます。
　当協会のもう一つの柱である「学校訪問事業」は今年度で６年目を迎えます。子どもたちに生演奏での

感動を届けようと既に６月に誉田小学校、９月に神部小学校を訪問し、この後１０月から１１月に残りの３校を訪問する予定です。
　コロナ禍の終息が見えず、本年度も演奏家にとりまして大変厳しい状況が続いています。皆様、今後とも当協会の運営に温か
いご理解とご支援を賜わりますようお願い申し上げます。

第12号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

きらめきコンサートでは久しぶ
りのソロの金管楽器の登場だっ
たかと思います。

まずはお聴きくださいましたお
客様、それからアクアホールの
皆様、当日運営に当たってくだ
さいましたスタッフの皆様、心
から感謝申し上げます。

演奏致しましたファリャ作曲
『７つのスペイン民謡』は夏らし

く、この時期にピッタリだったのではないかと思います。ときに明
るく弾け、また恋に苦しみ、多彩なスペインの香りを曲が持つ華
やかさとともにとっても楽しく演奏させていただきました。

まだ世の中では気の抜けない事態が続いています。このコン
サートの開催が末永く続きますよう、私自身これからも精進してま
いりたいと思っています。

また次回もとっても楽しみです！ありがとうございました！

　この度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。私自
身、このような形の演奏会に出
演させていただくのは初めて
で、とても緊張していました。
原曲であるヴァイオリンのパル
ティータは有名な曲ですが、ラ
フマニノフの編曲でまた違った

多彩で豊かな音楽を楽しめていただけたのではないのかなと思い
ます。実は、直感で弾きたいと思ったこの曲は思っていた以上に
複雑で難しかったです。しかし、このアクアホールの舞台で、ピ
アノで、大好きな曲を弾かせていただける、聞いていただける喜
びを噛みしめながら演奏させていただきました。開催にあたって
尽力してくださったスタッフの皆様、ご来場くださった皆様に感謝
申し上げます。

～第11回　アクアきらめきコンサートに出演して～～第11回　アクアきらめきコンサートに出演して～
2022年8月28日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2022年8月28日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

発行日：令和 4年 10月 10日

八木　昭子（ピアノ） この度は、このようなコンサート
に出演させていただき、誠にありが
とうございました。クラシックの世界
ではマイナーなサクソフォン四重奏
を演奏して、一般のお客様はどのよ
うな反応をされるだろうかと不安な
面もありましたが、会場の暖かい空
気に救われて、楽しんで演奏させて
いただきました。音楽は、演奏する
側も聴いていただく側も生が一番で
す。これからも、多くのお客様と音
楽のコミュニケーションをとっていけ

るように活動してまいります。まだまだ息苦しい世の中ですが、お
越しくださいましたお客様、そ
して、出演者やお客様が安心
して音楽を楽しめるようにご尽
力くださったスタッフの皆様に
心より感謝申し上げます。

塚田　孝行（サクソフォン）

中川　瑞規（ピアノ）森元　陽介（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回当協会が主催する指定コンサートの招待券進呈

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/

会員募集について

きらめき
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
ﾎｰﾑペｰジ URL : http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
ﾌｪｲｽブｯｸ URL : https://www.facebook.com/tatsuno.ongaku/

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・Facebook・YouTubeチャンネルで紹介してい
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/
　Y o u T u b e https：//www.youtubecom/chanel/UCjwv-rah0LPEpz3BxmQMmSg

ホームページ・Facebook・YouTubeチャンネルをご覧ください

令和４年度学校訪問事業（文化庁／芸術家の派遣事業）の実施状況について

♪さくら木管五重奏10周年記念コンサート
日　時　2022年10月10日（月・祝）14：00開演
場　所　Tatsuno音乃蔵
出演者　久保田裕美（フルート）、井口英樹（オーボエ）、
　　　　山内静（クラネット）、木村文子（ホルン）、
　　　　野崎実果（ファゴット）
入場料　前売2,000円　当日2,500円
問合先　井口（☎090-5135-5890）

♪ポーランド　・ウクライナを想う　三木露風の詩による童謡集２
　～薮田翔一作曲コンサート

日　時　2022年11月19日（土）　①13：30開演　②16：30開演
場　所　ガレリアアーツ＆ティー
出演者　薮田翔一（作曲）ほか
入場料　2,000円（各回40席）
問合先　（オフィスガレリア（☎0791-63-3555）

♪第16回たつの市音楽祭
日　時　2023年2月18日（土） 10：30～・13：00～（合唱部門）
　　　　　　　  2月19日（日） 10：00～・13：00～（器楽部門）
場　所　たつの市総合文化会館　アクアホール
出演者　会員多数
入場料　無料
問合先　たつの市音楽祭実行委員会事務局（☎0791-64-3180）

会員が出演するコンサート会員が出演するコンサート

【YouTubeサイト】

この事業は、日頃クラシック音楽など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を訪れ、音楽室など
身近な場所で音楽授業の一環として生の音楽に触れる機会を創っていこうとするもので、2017年（平成29年）から開始し、昨年度までで
市内13学校で26回（授業）実施をしています。

本事業の実施により子どもたちが本格的なクラシック音楽に触れることができ、その楽しさや喜びを体感することにより文化芸術への関
心を高め、豊かな創造力が養えることを期待するなど音楽を通して地域の文化芸術の活性化に寄与しようとする事業でもあります。

本年度はすでに実施済みの小学校を含め５小学校で実施します。

⑴誉田小学校（実施済）
　実施日　2022年  6月  6日（月） ①  9:35～10:20(1～3年生)
 ②10:40～11:25(4～6年生)
⑵神部小学校（実施済）
　実施日　2022年  9月26日（月） ①  9:30～10:15(3・4年生)
 ②10:35～11:20(5・6年生)
⑶斑鳩小学校　
　実施日　2022年10月18日（火） ①  9:40～10：25(1～3年生)
 ②10:45～11:30(4～6年生)

本年度事業実施状況

⑷半田小学校
　実施日　2022年11月17日（木）
　①  9:30～10:15(1～3年生)
　②10:35～11:20(4～6年生)

⑸香島小学校
　実施日　2022年11月18日（金）
　①10:40～11:25(1～3年生)
　②11:30～12:15(4～6年生)

たつの市音楽協会会員有志による
ウクライナ人道支援チャリティーコンサートを開催

ロシアがウクライナへの侵攻を始めてから１か月程度経過した頃、
停戦になるどころかますます侵攻を激化させ、多くの一般人が犠牲に
なるなどの現状を危惧し、オーボエ奏者井口英樹（当協会副会長）が
これまで3回ウクライナでのコンサートに出演するなど演奏活動経験
があり、その縁でウクライナ人の音楽仲間が何人もいることなどから、
その音楽仲間やウクライナ国民のために、当協会所属の演奏家らに
声をかけ4月17日に自身が所有する音楽ホール「Tatsuno音乃蔵」で

「ウクライナ人道支援チャリティーコンサート」を開催しました。
井口さんらはコンサート翌日に山本実市長を表敬訪問し、このチャ

リティーコンサートに参加した音楽仲間や当日入場していただいた
方々の思いを伝えるとともに当日集まった入場料全額と募金額を市
長に託しました。

実　施　日　2022年4月17日（日）
　　　　　　3回公演（11：00/13：00/15：00開演）
入　場　料　2,000円（当日2,500円）
入場者総数　210人
寄付金総額　484,885円
出　演　者　井口英樹（オーボエ）
　　　　　　小野村友恵、高原里紗（ヴァイオリン）
　　　　　　山内静（クラリネット）
　　　　　　長谷川萌子（ソプラノ）
　　　　　　岩崎宇紀、仲本和香奈（ピアノ）
　　　　　　薮田翔一（作曲）

誉田小学校

神部小学校
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プログラム 　この度のアクアきらめきコン
サート出演に際し、お越しいた
だきました皆様、本当にありが
とうございました。また、運営
にご尽力いただいた皆様、大
変感謝申し上げます。沢山の
ご感想をいただき、とても嬉し
く思っております。コロナ禍が
続き、人との密な接触が憚ら
れるなか、こうして、皆様と音

楽で繋がることができましたことは、この上ない喜びです。演
奏家は、常に真摯に、音楽と自分自身に向き合っていなければ
なりません。そのような中から紡ぎ出される音楽がこの先いつま
でも、皆様のお心に少しでも響いてくれますよう、これからも
精進してまいります。今後とも音楽を楽しんでいただき、応援し
ていただければ幸いです。ありがとうございました。

仲本　和香奈（ピアノ） 　今回も昨年
同様に新型コ
ロナウイルス
感染症対策を
講じての開催
となり、これ
まで恒例であ

りましたエンディングでの出演者とお客様との全員唱やホールロ
ビーでのお客様のお見送り等は自粛させていただきました。そ
のような中ではありましたが、会長から「来年こそコロナ禍が
収束し大きな声で歌えますようにとの願いを込めて、皆様、心
の中で、またマスクの中で小さな声で歌って終演としましょう」
との挨拶があり、中田喜直作曲『夏の思い出』の全員唱をしま
した。音量は小さくても、ホール内に素晴らしい歌声が響きわ
たりました。皆様ご協力ありがとうございました。

エンディング　未だコロナ収束の目処が立
たない中、様々な制限付きで
はありましたが、この様にアク
アきらめきコンサートが開催さ
れた事、又その舞台に立たせ
て頂いた事を嬉しく思います。
有難うございます。私たち演奏
家は、日々の鍛錬の成果を皆
さまに聴いていただいてなんぼ！
の世界であります。また素晴ら
しい響きのアクアホールで、お
客様の前で演奏できる事はど

んな練習にも代え難い経験となります。この様な素晴らしい経
験の場を作ってくださるたつの市音楽協会の皆さまをはじめ、
ご支援してくださる皆々様に心より感謝申し上げます。
今年も私の熱く楽しい夏が終わりました。少し寂しい気もしま

すが、来年もアクアきらめきコンサートが無事開かれる事を願っ
ています。

長谷川　萌子（ソプラノ）

　今年もさくら木管五重奏のメ
ンバーとして、アクアきらめきコ
ンサートに出演させていただき
嬉しくありがたい気持ちでいっ
ぱいです。コロナ禍の影響でま
だ舞台に立つ機会も少なく、子
育てに追われる毎日が続く中、
いろいろと不安もありましたが、

仲間からの激励と、このコンサートを準備してくださった皆様の
おかげで、この日に辿り着くことができました。本番の瞬間は緊
張も高まりましたが、舞台袖で笑顔で送りだしてくださった共演
者や、温かい雰囲気で聴いてくださり沢山の拍手をくださったお
客様のおがけで、一心に演奏することができました。これからも
音楽を大切していきたいと改めて感じた一日でした。

久保田　裕美（フルート／さくら木管五重奏）

　木管五重奏の本格的レパートリー
であるニールセンの木管五重奏曲か
ら第一楽章を演奏させていただきま
した。この曲は初演が1922年で今
年が100年目です。ホルンは♯が５
つ付いており、同じ指使いで複数の
音を出す金管楽器には運指だけでな
くコントロールもなかなか手強く、木
管楽器と同じ細かい動きの掛け合い
も多い、一朝一夕にはいかない曲で
す。依頼演奏などでは耳なじみのあ

る曲を演奏することが多いですが、きらめきコンサートではこの
ような大曲に取り組み、お聞きいただくことができ嬉しいです。

さくら木管五重奏は結成10周年を迎えま
す。共に歩んできた10年間の信頼関係を
胸に、これからも一歩ずつ前進していきた
いと思います。

木村　文子（ホルン／同）

昨年に引き続
き、今年はさく

ら木管五重奏できらめきコンサート
に出演させていただきました。
いまだ油断ならない日々が続きま
すが、こうして集まって練習ができ、
大きな舞台に立ち、お客様のお顔を
拝見できたこと、とても感慨深く感
じます。
さくら木管五重奏は11月29日で
結成10周年を迎えます。これも演奏の機会をいただき、聴いてい
ただいているみなさんのおかげです。今後も15年、20年、それ以
上と、長くみなさんに応援していただけるよう精進してまいりま
す。　最後になりましたが、きらめきコンサートの開催に当たりご
尽力いただきましたスタッフの方々、感染症対策にご協力いただ
きましたお客様に心より感謝申しあげます。

山内　静（クラリネット／同）

　今年は少し難易度の高い楽曲を
取り上げ、いつも以上に練習をし
て当日に臨みました。温かいお客
様の雰囲気を感じつつ、アクアホー
ルの豊かな響きに助けられながら
気持ちよく演奏させていただけまし
た。同じ舞台に立った他の演奏者
の刺激を受けられるのもきらめきコ
ンサートの良い所で、またこの舞
台に立てるよう頑張ろうと気持ちを
新たにさせてくれます。たつの市

にゆかりのある方で素晴らしい演奏家は他にも沢山いらっしゃる
ので、今後も応援するとともに音楽協会の活動を通じてお互い
切磋琢磨できたらと願っております。まだま
だ続くコロナ禍の中、会館の方やスタッフの
方、お客様のご協力のもと無事にコンサート
が終えられた事に感謝いたしております。

井口　英樹（オーボエ／同）

　今年もコロ
ナ禍での開催。
昨年より感染者数が多い実態では
あるが、皆が慣れてきたのも事実。
スタッフも演者も観客も感染対策
に気をつけながらも音楽を目一杯
楽しもうとする姿勢は変わらない。
最後に皆で小声で歌った「夏の思
い出」マスクの下は笑顔だったはず！
さて、さくら木管五重奏は今年で

結成10年。そんな私達が挑戦曲に選んだのがニールセン！きらめ
きコンサートでは 1 楽章だけだったが 10月の記念コンサートでは
全曲披露となる。各楽器のキャラクターを活かしたソロが散りば
められている作品。魅力は伝えられたかな！？又コンサート全体を
通してバラエティに富んだ競演者で録画を楽しみにしている私。
これからも皆様から学び自身の栄養にしていきたい。

野崎　実果（ファゴット／同）

休　　憩

～　アンケートにご協力ありがとうございました　～

入場者アンケートから入場者アンケートから

●楽器紹介もあり、音楽にあまり詳しくない自分でも楽しむことができ
ました。 （たつの市　女性）
●音色の異なる各種の楽器、それに合う音を出す、音と音を合わせる。

うまく合っている素晴らしさにうっとりしてしまいました。歌唱も大変
素晴らしかった。コロナで外出も出来なくて閉じこもってイライラし
ていたが、今日は晴 し々ました。 （たつの市　女性）
●生演奏を聞く機会が減り、久しぶりに素敵な音色で素晴らしい時間

を過ごすことができました。ありがとうございました。
 （たつの市　女性）
●思いがけなく誘って頂いてのコンサート。行きたかったのが念願叶っ

て嬉しかったです。生で聞く素晴らしい音色うっとりして感激のしっ
ぱなしでした。素晴らしかったです。又こんな機会があればと願って
います。最高。 （たつの市　女性）
●午前中図書館への階段でホールから流れる音に引き寄せられるよ

うに当日券購入しました。暫し別世界に浸って心洗われる時間でし
た。ありがとうございました。素晴らしかったです。 （たつの市　女性）
●どんなに練習されてるのでしょう！すごいです。いつもうっとり聴かせ

て頂いてます。会員の中にも知ってる方達がいらっしゃいます。次回
も楽しみにしてます。宜しく！！ （たつの市　女性）
●しばし暑さを忘れる素晴らしいコンサートでした。やっぱり生演奏は

いいですね。 （たつの市　女性）
●毎回バラエティに富んだ演奏で大いに楽しませていただきました。コ

ロナの中充実した半日を過ごさせてもらい感謝しています。今後の発
展をお祈りしています。 （たつの市　女性）
●地元の方ばかりなので親しみがもてた。演奏者の一言があって楽し

かった。曲も知らないものばかりで興味があった。 （たつの市　男性）
●生演奏を聴くことができて良かったです。ありがとうございました。又

楽しみにしています。歌に心奪われました。ステキ。衣装も皆様美し
かったです。 （佐用町　女性）

●色々なジャンルがあって楽しめた。トランペットの音の変化も面白
かった。（メリハリがはっきりしている。）きらめきコーナーのバッハも
好感が持てた。頑張って下さい。このコンサートは本当に楽しみで
す。これからも楽しみに期待しています！！ （宍粟市　女性）
●心和やかなハーモニー、これから期待してるよ！の学生他、赤とんぼ

の里から美しいハーモニーが広がることを期待しています。ありがと
うございました。 （太子町　女性）
●地元ゆかりの方なの演奏が聞けて良かったです。地元の方が活躍

できる場の提供を今後も続けて頂きたいです。コロナ対策もよくされ
ていたと思います。 （太子町　女性）
●コロナ禍で出かける機会が少ない中素敵な演奏を聞くことが出来て

とても幸福な気持ちになりました。ありがとうございました。
 （姫路市　女性）
●あまり知らない曲でしたが、様々な楽器を楽しめて、かえって曲に引

き込まれました。とても良かったです。 （姫路市　女性）
●初めて拝聴させて戴きましたが、素晴らしい演奏ありがとうございま

した。次回も是非拝聴致したく存じます。関係者の皆様ご苦労様で
した。 （姫路市　男性）
●素晴らしい演奏ありがとうございました。楽器・歌などバラエティに

富んだ音楽会に楽しいひとときを頂きました。元気を頂き明日から前
進していきたいと思います。お疲れ様でした。郷土の文化のためにあ
りがとうございました。 （姫路市　女性）
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サクソフォン　塚田　孝行

ソプラノ・サクソフォン　石田さと子
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フルート　久保田裕美
オーボエ　井口　英樹

クラリネット　山内　　静
ホルン　木村　文子

ファゴット　野崎　実果

ニールセン
木管五重奏曲 Op.43 より 第１楽章

ソプラノ　長谷川萌子
ピアノ　八木　昭子

ロッシーニ
　　オペラ「セビリアの理髪師」より〈今の歌声は〉

徳山美奈子
ピアノ　八木　昭子ムジカ・ナラ ～ピアノのために～

　　 （第６回浜松国際ピアノコンクール課題曲）　

バッハ（ラフマニノフ編曲）
「ヴァイオリン・パルティータ」 ホ長調より
　 前奏曲・ガヴォット・ジーグ

ピアノ　中川　瑞規
（きらめきコーナー出演者）
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プログラム 　この度のアクアきらめきコン
サート出演に際し、お越しいた
だきました皆様、本当にありが
とうございました。また、運営
にご尽力いただいた皆様、大
変感謝申し上げます。沢山の
ご感想をいただき、とても嬉し
く思っております。コロナ禍が
続き、人との密な接触が憚ら
れるなか、こうして、皆様と音

楽で繋がることができましたことは、この上ない喜びです。演
奏家は、常に真摯に、音楽と自分自身に向き合っていなければ
なりません。そのような中から紡ぎ出される音楽がこの先いつま
でも、皆様のお心に少しでも響いてくれますよう、これからも
精進してまいります。今後とも音楽を楽しんでいただき、応援し
ていただければ幸いです。ありがとうございました。

仲本　和香奈（ピアノ） 　今回も昨年
同様に新型コ
ロナウイルス
感染症対策を
講じての開催
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まで恒例であ

りましたエンディングでの出演者とお客様との全員唱やホールロ
ビーでのお客様のお見送り等は自粛させていただきました。そ
のような中ではありましたが、会長から「来年こそコロナ禍が
収束し大きな声で歌えますようにとの願いを込めて、皆様、心
の中で、またマスクの中で小さな声で歌って終演としましょう」
との挨拶があり、中田喜直作曲『夏の思い出』の全員唱をしま
した。音量は小さくても、ホール内に素晴らしい歌声が響きわ
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たない中、様々な制限付きで
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アきらめきコンサートが開催さ
れた事、又その舞台に立たせ
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有難うございます。私たち演奏
家は、日々の鍛錬の成果を皆
さまに聴いていただいてなんぼ！
の世界であります。また素晴ら
しい響きのアクアホールで、お
客様の前で演奏できる事はど

んな練習にも代え難い経験となります。この様な素晴らしい経
験の場を作ってくださるたつの市音楽協会の皆さまをはじめ、
ご支援してくださる皆々様に心より感謝申し上げます。
今年も私の熱く楽しい夏が終わりました。少し寂しい気もしま

すが、来年もアクアきらめきコンサートが無事開かれる事を願っ
ています。

長谷川　萌子（ソプラノ）

　今年もさくら木管五重奏のメ
ンバーとして、アクアきらめきコ
ンサートに出演させていただき
嬉しくありがたい気持ちでいっ
ぱいです。コロナ禍の影響でま
だ舞台に立つ機会も少なく、子
育てに追われる毎日が続く中、
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仲間からの激励と、このコンサートを準備してくださった皆様の
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者や、温かい雰囲気で聴いてくださり沢山の拍手をくださったお
客様のおがけで、一心に演奏することができました。これからも
音楽を大切していきたいと改めて感じた一日でした。
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　木管五重奏の本格的レパートリー
であるニールセンの木管五重奏曲か
ら第一楽章を演奏させていただきま
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つ付いており、同じ指使いで複数の
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す。依頼演奏などでは耳なじみのあ
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結成10周年を迎えます。これも演奏の機会をいただき、聴いてい
ただいているみなさんのおかげです。今後も15年、20年、それ以
上と、長くみなさんに応援していただけるよう精進してまいりま
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きましたお客様に心より感謝申しあげます。
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　今年は少し難易度の高い楽曲を
取り上げ、いつも以上に練習をし
て当日に臨みました。温かいお客
様の雰囲気を感じつつ、アクアホー
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『ムジカ・ナラ』（奈良の音楽）
…現代曲でありながら、どなた
にも懐かしいわらべ歌をモチー
フにしたこの曲を、伝統文化の
残るこの龍野で演奏してみたい
と思い、選曲しました。初めて
の出演でしたが不思議と落ち着
いた気持ちで臨めたのは、会場
の皆さまが地元での演奏会を心
から楽しんで下さっている暖か

な雰囲気のおかげでは、と思いました。
コロナ禍も３年目となり、様々な対策をしつつも生の音楽をお

聴きいただけたこと、コンサートに携わって下さった全ての方々
に感謝申し上げます。後半の華やかなソプラノとのオペラ・アリ
ア協演では、龍野での音楽活動のご縁に改めて幸せを感じなが
ら演奏を愉しみました。ありがとうございました。

日 時
会 場
出演者
入場料

2023年3月21日（火・祝）14:00開演
たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール　中ホール
調整中
1,000円（全席自由席）中学生以下は無料

～主催イベントのお知らせ～
Spring Concert Vol.11

　錦秋の候　会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。当協会では 8 月 28 日
にたつの市ゆかりの音楽家による「第11回アクアきらめきコンサート」を開催いたしました。今年は「きらめ
きコーナー」を設け、高校生にも演奏していただきました。コロナ感染症第７波の拡大を受け、集客が懸念
されましたが、会員の皆様や関係者のご理解とご協力を得て無事終演の運びとなりました。厚く御礼申し上
げます。
　当協会のもう一つの柱である「学校訪問事業」は今年度で６年目を迎えます。子どもたちに生演奏での

感動を届けようと既に６月に誉田小学校、９月に神部小学校を訪問し、この後１０月から１１月に残りの３校を訪問する予定です。
　コロナ禍の終息が見えず、本年度も演奏家にとりまして大変厳しい状況が続いています。皆様、今後とも当協会の運営に温か
いご理解とご支援を賜わりますようお願い申し上げます。

第12号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

きらめきコンサートでは久しぶ
りのソロの金管楽器の登場だっ
たかと思います。

まずはお聴きくださいましたお
客様、それからアクアホールの
皆様、当日運営に当たってくだ
さいましたスタッフの皆様、心
から感謝申し上げます。

演奏致しましたファリャ作曲
『７つのスペイン民謡』は夏らし

く、この時期にピッタリだったのではないかと思います。ときに明
るく弾け、また恋に苦しみ、多彩なスペインの香りを曲が持つ華
やかさとともにとっても楽しく演奏させていただきました。

まだ世の中では気の抜けない事態が続いています。このコン
サートの開催が末永く続きますよう、私自身これからも精進してま
いりたいと思っています。

また次回もとっても楽しみです！ありがとうございました！

　この度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。私自
身、このような形の演奏会に出
演させていただくのは初めて
で、とても緊張していました。
原曲であるヴァイオリンのパル
ティータは有名な曲ですが、ラ
フマニノフの編曲でまた違った

多彩で豊かな音楽を楽しめていただけたのではないのかなと思い
ます。実は、直感で弾きたいと思ったこの曲は思っていた以上に
複雑で難しかったです。しかし、このアクアホールの舞台で、ピ
アノで、大好きな曲を弾かせていただける、聞いていただける喜
びを噛みしめながら演奏させていただきました。開催にあたって
尽力してくださったスタッフの皆様、ご来場くださった皆様に感謝
申し上げます。

～第11回　アクアきらめきコンサートに出演して～～第11回　アクアきらめきコンサートに出演して～
2022年8月28日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール2022年8月28日（日）　たつの市総合文化会館アクアホール

発行日：令和 4年 10月 10日

八木　昭子（ピアノ） この度は、このようなコンサート
に出演させていただき、誠にありが
とうございました。クラシックの世界
ではマイナーなサクソフォン四重奏
を演奏して、一般のお客様はどのよ
うな反応をされるだろうかと不安な
面もありましたが、会場の暖かい空
気に救われて、楽しんで演奏させて
いただきました。音楽は、演奏する
側も聴いていただく側も生が一番で
す。これからも、多くのお客様と音
楽のコミュニケーションをとっていけ

るように活動してまいります。まだまだ息苦しい世の中ですが、お
越しくださいましたお客様、そ
して、出演者やお客様が安心
して音楽を楽しめるようにご尽
力くださったスタッフの皆様に
心より感謝申し上げます。

塚田　孝行（サクソフォン）

中川　瑞規（ピアノ）森元　陽介（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回当協会が主催する指定コンサートの招待券進呈

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/

会員募集について

きらめき
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
ﾎｰﾑペｰジ URL : http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/ongaku/
ﾌｪｲｽブｯｸ URL : https://www.facebook.com/tatsuno.ongaku/

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・Facebook・YouTubeチャンネルで紹介してい
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/
　Y o u T u b e https：//www.youtubecom/chanel/UCjwv-rah0LPEpz3BxmQMmSg

ホームページ・Facebook・YouTubeチャンネルをご覧ください

令和４年度学校訪問事業（文化庁／芸術家の派遣事業）の実施状況について

♪さくら木管五重奏10周年記念コンサート
日　時　2022年10月10日（月・祝）14：00開演
場　所　Tatsuno音乃蔵
出演者　久保田裕美（フルート）、井口英樹（オーボエ）、
　　　　山内静（クラネット）、木村文子（ホルン）、
　　　　野崎実果（ファゴット）
入場料　前売2,000円　当日2,500円
問合先　井口（☎090-5135-5890）

♪ポーランド　・ウクライナを想う　三木露風の詩による童謡集２
　～薮田翔一作曲コンサート

日　時　2022年11月19日（土）　①13：30開演　②16：30開演
場　所　ガレリアアーツ＆ティー
出演者　薮田翔一（作曲）ほか
入場料　2,000円（各回40席）
問合先　（オフィスガレリア（☎0791-63-3555）

♪第16回たつの市音楽祭
日　時　2023年2月18日（土） 10：30～・13：00～（合唱部門）
　　　　　　　  2月19日（日） 10：00～・13：00～（器楽部門）
場　所　たつの市総合文化会館　アクアホール
出演者　会員多数
入場料　無料
問合先　たつの市音楽祭実行委員会事務局（☎0791-64-3180）

会員が出演するコンサート会員が出演するコンサート

【YouTubeサイト】

この事業は、日頃クラシック音楽など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を訪れ、音楽室など
身近な場所で音楽授業の一環として生の音楽に触れる機会を創っていこうとするもので、2017年（平成29年）から開始し、昨年度までで
市内13学校で26回（授業）実施をしています。

本事業の実施により子どもたちが本格的なクラシック音楽に触れることができ、その楽しさや喜びを体感することにより文化芸術への関
心を高め、豊かな創造力が養えることを期待するなど音楽を通して地域の文化芸術の活性化に寄与しようとする事業でもあります。

本年度はすでに実施済みの小学校を含め５小学校で実施します。

⑴誉田小学校（実施済）
　実施日　2022年  6月  6日（月） ①  9:35～10:20(1～3年生)
 ②10:40～11:25(4～6年生)
⑵神部小学校（実施済）
　実施日　2022年  9月26日（月） ①  9:30～10:15(3・4年生)
 ②10:35～11:20(5・6年生)
⑶斑鳩小学校　
　実施日　2022年10月18日（火） ①  9:40～10：25(1～3年生)
 ②10:45～11:30(4～6年生)

本年度事業実施状況

⑷半田小学校
　実施日　2022年11月17日（木）
　①  9:30～10:15(1～3年生)
　②10:35～11:20(4～6年生)

⑸香島小学校
　実施日　2022年11月18日（金）
　①10:40～11:25(1～3年生)
　②11:30～12:15(4～6年生)

たつの市音楽協会会員有志による
ウクライナ人道支援チャリティーコンサートを開催

ロシアがウクライナへの侵攻を始めてから１か月程度経過した頃、
停戦になるどころかますます侵攻を激化させ、多くの一般人が犠牲に
なるなどの現状を危惧し、オーボエ奏者井口英樹（当協会副会長）が
これまで3回ウクライナでのコンサートに出演するなど演奏活動経験
があり、その縁でウクライナ人の音楽仲間が何人もいることなどから、
その音楽仲間やウクライナ国民のために、当協会所属の演奏家らに
声をかけ4月17日に自身が所有する音楽ホール「Tatsuno音乃蔵」で

「ウクライナ人道支援チャリティーコンサート」を開催しました。
井口さんらはコンサート翌日に山本実市長を表敬訪問し、このチャ

リティーコンサートに参加した音楽仲間や当日入場していただいた
方々の思いを伝えるとともに当日集まった入場料全額と募金額を市
長に託しました。

実　施　日　2022年4月17日（日）
　　　　　　3回公演（11：00/13：00/15：00開演）
入　場　料　2,000円（当日2,500円）
入場者総数　210人
寄付金総額　484,885円
出　演　者　井口英樹（オーボエ）
　　　　　　小野村友恵、高原里紗（ヴァイオリン）
　　　　　　山内静（クラリネット）
　　　　　　長谷川萌子（ソプラノ）
　　　　　　岩崎宇紀、仲本和香奈（ピアノ）
　　　　　　薮田翔一（作曲）

誉田小学校

神部小学校
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