♪早良区の仲間が奏でる夏の日の調べ♪
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪

日

時：２００８年７月２３日（水）
開場１８：００

開演１８：３０

♪

場

所：西南コミュニティセンターホール

♪

主

催：早良区役所職員音楽会実行委員会

♪♪♪♪♪
第１部

プログラム ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

独奏・アンサンブルステージ

♪ 椰子の実／大中 寅二

…

フルート：井料田 充

ピアノ：上木戸 知会子

♪ メヌエット／Ｊ・Ｓバッハ & 見上げてごらん夜の星を／いずみたく
… オーボエ：城後 悦子 コカリナ：山口 智佳子
♪ 日向木挽き唄／宮崎民謡

…

♪ アルハンブラの思い出／Ｆ．タルレガ

…

♪ メリー・ウィドー・ワルツ／フランツ・レハール

…

尺八：土田 清孝
ギター：馬場 康夫

ピアノ：上木戸 知会子

♪ ほたるこい／わらべ歌 & ふるさと／岡野 貞一
… フルート：矢野 容子・土田 清孝・井料田 充
♪ 愛のメモリー／馬飼野 康 ＆ 夏の日の１９９３／佐藤 健
… アルトサックス：安永 佐知子 トラッペット：梶原 美奈
エレキベース：小川 智幸
♪ スケルツォ第２番 変ロ短調 作品３１／ショパン
第２部

…

ピアノ：宮本 重人

合奏・合唱ステージ
…

♪ 夏の思い出／中田 喜直
♫ ワンフレーズクイズ
１曲目

６曲目

２曲目

７曲目

３曲目

８曲目

４曲目

９曲目

５曲目

♪ 千の風になって／新井 満

指揮：関 壽雄

♪♪♪♪♪ 曲目解説 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
♪ 椰子の実
小説家・島崎藤村の詩に、昭和 11 年 7 月、山田耕筰門下の大中寅二が曲を作りました。当時、放送中
だった「国民歌謡」でも流れ、異国情緒を感じる抒情歌として現在も広く愛唱されています。今回演奏する
のは野田暉行の編曲です。

♪ メヌエット & 見上げてごらん夜の星を
○バッハのメヌエット
バッハは、宮廷の音楽家として多くの名曲を残していますが、家族のために作曲した愛情あふれる
美しい曲もあります。「メヌエット」は、バッハが１８世紀に、後妻・アンナのために作った曲ですが、２０世
紀後半にアメリカの歌手によってアレンジされた「ラバーズ・コンチェルト」 としても親しまれています。
○見上げてごらん夜の星を
昭和３５年夏、大阪で上演されたミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の主題歌として発表されま
した。作詞・永六輔、作曲・いずみたくによる、定時制高校の生徒を励ますための歌です。その後、坂
本九の歌でレコード化されますが、九ちゃんは昭和６０年の日航機墜落事故で惜しまれつつ亡くなりま
した。

♪ 日向木挽き唄
宮崎県の北部、東臼杵郡に伝わる唄です。全国に分布する木挽唄は村によってさまざまですが、この
唄の掛け声「チートコ パートコ」には他の木挽唄と異なった面白さがあります。

♪ アルハンブラの思い出
近代ギター音楽の父といわれているスペインの作曲家フランシスコ・タルレガ（１８５２～１９０９）の代表
作で、アルハンブラ宮殿の噴水とエキゾチックな印象をギターのトレモロ奏法で表現しています。アルハン
ブラ宮殿は、スペインの古都グラナダ近郊の小高い丘に広がり、アラビア語で “赤い城”を意味する宮殿
で、スペインの誇る文化遺産のひとつです。

♪ メリー・ウィドー・ワルツ
オペレッタ（喜歌劇）<メリー・ウィドー>は、大金持ちの若く美しい未亡人と、公使館勤めのハンサムな独
身伯爵が、花の都でくりひろげる恋物語で、フランツ・レハール（1870～1948）の代表作です。このワルツ
は、「舞踏会の美女」や第３幕の愛の二重唱「くちびるは黙して」など、オペレッタ中の旋律を集めて作ら
れたものです。とてもロマンチックで華やかなウィンナ・ワルツの世界をお楽しみください。

♪ ほたるこい & ふるさと
○ほたるこい
ホタルといえば「ほ、ほ、ほーたる こい」でおなじみの童謡「ほたるこい」。この生みの親は貝殻節を
世に広めたことでも知られている鳥取県八頭町（旧郡家町）出身の三上留吉で、昭和 8 年に「ほたるこ
い」が日本音楽協会編纂の「児童唱歌」に当選採択されました。
○ふるさと
大正 3 年の尋常小学唱歌の第六学年用で発表されました。当時は唱歌の性格上、作詞作曲者が明
かされていませんでしたが、作詞者は高野辰之、作曲者は岡野貞一であるとされています。
この歌を聞いた多くの人々は、故郷の風景や家族に思いをめぐらせ、歌の持つ情感に共感し、いつ
の時代にも愛される曲です。

♪ 愛のメモリー ＆ 夏の日の１９９３
○愛のメモリー
１９７７年に松崎しげるが歌った曲です。その前身は当時、話題のカップルであった三浦友和と山口
百恵の共演するＣＭソング「愛の微笑み」。その歌詞を改変して「愛のメモリー」としてリリースされると瞬
く間に大ヒットしました。翌年春の選抜高校野球大会の行進曲にも起用されました。
○夏の日の１９９３
男性デュオ・ＣＬＡＳＳの１９９３年の大ヒット曲。当時、ドラマの主題歌やＣＭソングとしてヒットしました
が、最近も「Ｒ３５」という３５才をターゲットにしたＣＤのＣＭでも流れており、再注目されています。

♪ スケルツォ第２番 変ロ短調 作品３１
イタリア語で「冗談」「きまぐれ」を意味するスケルツオ（英語では冗談を意味する jest にあたろうと思われ
る。）は、音楽様式の一種で、作品としては色々な作曲家がスケルツオと題する作品を書いています。
しかし、ショパンの書いた４曲のスケルツオは、その独創性と創造性において音楽史上燦然と輝く金字塔
であることは間違いがないでしょう。その中でも特に２番と３番が演奏されることが多く、この２曲に優劣を
つけるのは無益なことだが、曲の持つ通俗性において、２番がより親しまれています。１８０年前に作曲さ
れたと思えないほど、曲想・和音進行・ピアニスティックな効果等々、天才でしかなしえないオリジナリティ
にあふれています。天才青年ショパンの激しくも若々しい感情の直截的な表現が聞く人を圧倒します。

♪ 夏の思い出
「夏の思い出」は尾瀬をテーマにした抒情歌の名作で、作詞は江間章子、作曲は中田喜直です。
昭和２４（１９４９）年にＮＨＫ「ラジオ歌謡」に石井好子の歌で放送されました。新鮮で歌い
やすいメロディと、美しい尾瀬の湿原を描いた詩とあいまって、終戦後のすさんだ世相の中で、
人々の心に、すがすがしい感覚を呼び起こした歌です。

♪ 千の風になって
アメリカ発祥とされる詩、通称『Do not stand at my grave and weep』を小説家でシンガーソ
ングライターでもある新井満が日本語で訳し、自らの作曲により生まれた曲です。原詩の作者は
不明ですが、アメリカの女性メアリー・フライが、友人の母が死去した際に書いた詩がもとにな
っているという説が有力です。アメリカでは、同時多発テロ事件で父親を亡くした 11 歳の少女が、
1 年後の追悼式で朗読したことで話題になりました。
日本では平成 18 年に秋川雅史によるバージョンが発表され、同年の NHK 紅白歌合戦への出場を
機に一般的に知られることとなりましたが、それ以前からこの作品はいくつかのアーティストに
より発表されています。

♪私のお墓の前で泣かないでください
そこに私はいません 眠ってなんかいません
千の風に 千の風になって あの大きな空を 吹きわたっています
♪秋には光になって 畑にふりそそぐ
冬はダイヤのように きらめく雪になる
朝は鳥になって あなたを目覚めさせる 夜は星になって あなたを見守る
♪私のお墓の前で泣かないでください
そこに私はいません 死んでなんかいません
千の風に 千の風になって あの大きな空を 吹きわたっています
♪千の風に 千の風になって あの大きな空を 吹きわたっています
あの大きな空を 吹きわたっています

♪♪♪♪♪

司会者プロフィール ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

中西 久美（なかにし くみ）
１０歳よりフルートをはじめる。
東京藝術大学附属音楽高校、及び 東京藝術大学器楽科フルート専攻、卒業。
フルートを、疋田美沙子、三上明子、小泉剛、清水信貴、各氏に師事。
大学卒業後、RKB 毎日放送アナウンス部に入社、アナウンサーとして活動するが、RKB 毎日放送を
退社後は、音楽活動と司会業を両立する。
９６年、ONE UP MUSIC より All Weather Love のメンバーで CD リリース。 全国でライブ活動を
行う。
第４３回全日本学生音楽コンクール東京大会第３位。
第１０回宮日音楽コンクール優秀賞受賞。
現在は、ソロ、室内楽、オーケストラなど演奏活動と、
「今日感テレビ」(毎週金曜日 15:00～17:00)
に出演するなど司会、ナレーションなどの活動をしている。

ごあいさつ
本日は、「さわら夏の思い出コンサート」にご来場いただき、誠にありがとうございます。
早良区の職場に勤務し、音楽を愛する私たちが、自分たちの演奏を皆様に聴いていただきたいとの思
いから、本日、初めての演奏会を開催する運びとなりました。
私たちは、それぞれの勤務終了後、楽器の練習に励んでまいりました。演奏する曲目も、小さなお子様
からご高齢の皆様までお楽しみいただけるのではないかと思っております。
本日の演奏会をきっかけに、さらに演奏の技術をみがき、地域社会の皆様に喜んでいただけるような
演奏会ができればと、夢をふくらませております。まだまだ未熟な私たちのために、これからもご支援をお
願いできれば、幸いに存じます。
最後になりましたが、本日の演奏会を開催するにあたってご協力、ご高配をいただきました関係者の皆
様と、ご来場いただきました皆様に厚くお礼を申し上げます。
［出演者並びにスタッフ一同より］
（スタッフ）
石川
岩佐
馬場
矢野

芳浩
健一
康夫
知美子

石橋 善夫
大倉野 良子
樋口 剛
矢野 容子

石原
古賀
水上
山口

刺身と鍋物がおいしい藤崎の憩いの店
地下鉄藤崎駅徒歩１分

理生
修
英樹
章

伊藤
筒井
宮本
山口

真一
淳
重人
智佳子

井料田 充
畑 幸太
森田 稔次
渡邉 真寿美

福岡市役所指定店
メンズ・レディース

オーダーのアカセ
ＴＥＬ ０９２（８４３）５２９８
（営業）昼 １１：００～１３：３０
夜 １７：００～２２：００

源泉かけ流しの
贅沢なお風呂。
お食事、ご宴会、
職場旅行など料亭
旅館でお過ごし
ください。

上下服出来上がり３９，８００円ヨリ

西新オレンジ通り商店街
ＴＥＬ

０９２－８２１－４５１８

