
■日 時 平成２５年１２月７日(土)
１1：００～

■会 場 にっこりサンパーク仮設住宅 集会所
石巻市北上町十三浜小田９３－４

■入場料 無料
■演 奏 福岡市職員音楽会実行委員会
■お問い合わせ先

♪あまちゃんオープニングテーマ／作曲：大友良英(ピアノ)

♪「アルルの女」からメヌエット／作曲：ビゼー (フルート・ピアノ)

♪ピアノソナタ 第13番 D664／作曲：シューベルト(ピアノ)

♪四季メドレー／(フルート二重奏)

♪スタンド・バイ・ミー／ベン・Ｅ・キング(ボーカル・フルート・ピアノ)

♪また君に恋している／作曲：森正明(フルート・ピアノ)

♪クリスマス・ソング・メドレー／(フルート二重奏・ピアノ)

♪花は咲く／作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子※

プログラム

今回，福岡市職員の有志による復興支援コンサートの開催に当たりご挨拶を申し上げます。

平成２３年３月の未曾有の大震災により，多くの貴い命が失われ，現在もなお多くの方々が避難生活を余儀なくされてお

られます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に，被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。

福岡市としましても，被災地支援のための職員の派遣や，被災された方々への市営住宅のご提供などを継続して行ってい

るところです。

さて，昨年１２月にも福岡市職員の有志により被災地を訪問してコンサートを開催しました。参加したメンバーは，地元

の方から震災当時の状況や現在の課題などのお話をお伺いし，被災地の光景を目の当りにして，福岡で現状を伝えることが

重要だと強く感じ，今年９月に開催した「第６回夏の思い出コンサート」において報告を行っております。

今回の演奏者である職員は，もちろんアマチュアの演奏家ですが，自分たちに出来る音楽で，被災地の皆様に対して少し

でもお役にたてればとの熱い思いを持ってコンサートを開催しますので，多数の皆様にご来場いただき，楽しんでいただけ

ればと思います。

都合により演奏曲を変更する場合があります。

■出演者等

ジョイナス・アイトピア
石巻市中央２丁目４-１８かめ七ビル
かめ七呉服店内(アイトピア商店街)
電話 0225-22-0506 落合 早苗

～ 福岡より復興の願いを込めて ～

東日本大震災復興支援
コンサート2013

当会は，福岡市役所や関係職

場の職員の音楽を愛する仲間が

集う有志（アマチュア）の団体

です。
毎年，夏の終わりに「夏の思

い出コンサート」と題して手作
りのコンサートを開催していま
す。

平成２５年９月７日に開催し
ましたコンサートなどは，
YouTubeで「夏の思い出コン
サート 福岡市職員」で検索し
ていただければご覧いただけま

■福岡市職員音楽会実行委員会



■日 時 平成２５年１２月７日(土)
１４：００～

■会 場 女川町地域福祉センター２階
宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山51-7

■入場料 無料
■演 奏 福岡市職員音楽会実行委員会
■お問い合わせ先

女川に音楽を 輝望の丘コンサート
女川地区仮設歯科診療所
(女川町地域福祉センター内）
電話 0225-53-3510（歯科医師）木村 裕

♪あまちゃんオープニングテーマ／作曲：大友良英(ピアノ)

♪アイネ・クライネ・ナハトムジーク／モーツァルト(フルート三重奏)

♪ピアノソナタ 第13番 D664／作曲：シューベルト(ピアノ)

♪四季メドレー／(フルート二重奏)

♪スタンド・バイ・ミー／ベン・Ｅ・キング(ボーカル・フルート・ピアノ)

♪また君に恋している／作曲：森正明(フルート・ピアノ)

♪クリスマス・ソング・メドレー／(フルート二重奏・ピアノ)

♪花は咲く／作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子※

プログラム

今回，福岡市職員の有志による復興支援コンサートの開催に当たりご挨拶を申し上げます。

平成２３年３月の未曾有の大震災により，多くの貴い命が失われ，現在もなお多くの方々が避難生活を余儀なくされてお

られます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に，被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。

福岡市としましても，被災地支援のための職員の派遣や，被災された方々への市営住宅のご提供などを継続して行ってい

るところです。

さて，昨年１２月にも福岡市職員の有志により被災地を訪問してコンサートを開催しました。参加したメンバーは，地元

の方から震災当時の状況や現在の課題などのお話をお伺いし，被災地の光景を目の当りにして，福岡で現状を伝えることが

重要だと強く感じ，今年９月に開催した「第６回夏の思い出コンサート」において報告を行っております。

今回の演奏者である職員は，もちろんアマチュアの演奏家ですが，自分たちに出来る音楽で，被災地の皆様に対して少し

でもお役にたてればとの熱い思いを持ってコンサートを開催しますので，多数の皆様にご来場いただき，楽しんでいただけ

ればと思います。

第28回演奏会

東日本大震災復興支援コンサート2013 in 女川
～ 福岡より復興の願いを込めて ～

都合により演奏曲の変更する場合があります。

■出演者等

当会は，福岡市役所や関係職

場の職員の音楽を愛する仲間が

集う有志（アマチュア）の団体

です。
毎年，夏の終わりに「夏の思

い出コンサート」と題して手作
りのコンサートを開催していま
す。

平成２５年９月７日に開催し
ましたコンサートなどは，
YouTubeで「夏の思い出コン
サート 福岡市職員」で検索し
ていただければご覧いただけま

■福岡市職員音楽会実行委員会



■お問い合わせ先

♪あまちゃんオープニングテーマ／作曲：大友良英(ピアノ)

♪「アルルの女」からメヌエット／作曲：ビゼー (フルート・ピアノ)

♪ピアノソナタ 第13番 D664／作曲：シューベルト(ピアノ)

♪四季メドレー／(フルート二重奏)

♪また君に恋している／作曲：森正明(フルート・ピアノ)

♪クリスマス・ソング・メドレー／(フルート二重奏・ピアノ)

♪花は咲く／作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子※

♪ふるさと／作詞：高野辰之 作曲：岡野貞一※

※出演者全員とご来場者の皆様とご一緒に

プログラム

今回，福岡市職員の有志による復興支援コンサートの開催に当たりご挨拶を申し上げます。

平成２３年３月の未曾有の大震災により，多くの貴い命が失われ，現在もなお多くの方々が避難生活を余儀なくされてお

られます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に，被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。

福岡市としましても，被災地支援のための職員の派遣や，被災された方々への市営住宅のご提供などを継続して行ってい

るところです。

さて，昨年１２月にも福岡市職員の有志により被災地を訪問してコンサートを開催しました。参加したメンバーは，地元

の方から震災当時の状況や現在の課題などのお話をお伺いし，被災地の光景を目の当りにして，福岡で現状を伝えることが

重要だと強く感じ，今年９月に開催した「第６回夏の思い出コンサート」において報告を行っております。

今回の演奏者である職員は，もちろんアマチュアの演奏家ですが，自分たちに出来る音楽で，被災地の皆様に対して少し

でもお役にたてればとの熱い思いを持ってコンサートを開催しますので，多数の皆様にご来場いただき，楽しんでいただけ

ればと思います。

都合により演奏曲の変更する場合があります。

■出演者等

■日 時 平成２５年１２月８日(日) 
１０：３０～

■入場料 無料

■会 場 福田町南一丁目公園仮設住宅 みんなの家
仙台市宮城野区福田町南１丁目７－１

■演 奏 福岡市職員音楽会実行委員会

～ 福岡より復興の願いを込めて ～

東日本大震災復興支援
コンサート2013
in 福田町南一丁目公園仮設住宅

当会は，福岡市役所や関係職

場の職員の音楽を愛する仲間が

集う有志（アマチュア）の団体

です。
毎年，夏の終わりに「夏の思

い出コンサート」と題して手作
りのコンサートを開催していま
す。

平成２５年９月７日に開催し
ましたコンサートなどは，
YouTubeで「夏の思い出コン
サート 福岡市職員」で検索し
ていただければご覧いただけま

■福岡市職員音楽会実行委員会



■日 時 平成２５年１２月８日(日) 

♪あまちゃんオープニングテーマ／作曲：大友良英(ピアノ)

♪「アルルの女」からメヌエット／作曲：ビゼー (フルート・ピアノ)

♪ピアノソナタ 第13番 D664／作曲：シューベルト(ピアノ)

♪四季メドレー／(フルート二重奏)

♪また君に恋している／作曲：森正明(フルート・ピアノ)

♪クリスマス・ソング・メドレー／(フルート二重奏・ピアノ)

♪花は咲く／作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子※

♪ふるさと／作詞：高野辰之 作曲：岡野貞一※

※出演者全員とご来場者の皆様とご一緒に

プログラム

今回，福岡市職員の有志による復興支援コンサートの開催に当たりご挨拶を申し上げます。

平成２３年３月の未曾有の大震災により，多くの貴い命が失われ，現在もなお多くの方々が避難生活を余儀なくされてお

られます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に，被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。

福岡市としましても，被災地支援のための職員の派遣や，被災された方々への市営住宅のご提供などを継続して行ってい

るところです。

さて，昨年１２月にも福岡市職員の有志により被災地を訪問してコンサートを開催しました。参加したメンバーは，地元

の方から震災当時の状況や現在の課題などのお話をお伺いし，被災地の光景を目の当りにして，福岡で現状を伝えることが

重要だと強く感じ，今年９月に開催した「第６回夏の思い出コンサート」において報告を行っております。

今回の演奏者である職員は，もちろんアマチュアの演奏家ですが，自分たちに出来る音楽で，被災地の皆様に対して少し

でもお役にたてればとの熱い思いを持ってコンサートを開催しますので，多数の皆様にご来場いただき，楽しんでいただけ

ればと思います。

都合により演奏曲の変更する場合があります。

■出演者

■会 場 仙台港背後地6号公園仮設住宅 集会所

仙台市宮城野区中野田中１１０

■お問い合わせ先
樋口 典子:090-4631-7485

■演 奏 福岡市職員音楽会実行委員会

■入場料 無料

～ 福岡より復興の願いを込めて ～

東日本大震災復興支援
コンサート2013

in 仙台港背後地6号公園仮設住宅

当会は，福岡市役所や関係職

場の職員の音楽を愛する仲間が

集う有志（アマチュア）の団体

です。
毎年，夏の終わりに「夏の思

い出コンサート」と題して手作
りのコンサートを開催していま
す。

平成２５年９月７日に開催し
ましたコンサートなどは，
YouTubeで「夏の思い出コン
サート 福岡市職員」で検索し
ていただければご覧いただけま

■福岡市職員音楽会実行委員会



■日 時 平成２５年１２月９日(月) 
１０：３０～

♪あまちゃんオープニングテーマ／作曲：大友良英(ピアノ)

♪クリスマス・ソング・メドレー／(フルート二重奏・ピアノ)
♪ドラエものうた／作曲：菊池俊輔 (フルート二重奏)

♪となりのトトロからさんぽ／作曲・編曲：久石譲(ピアノ)

♪花は咲く／作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子

プログラム

今回，福岡市職員の有志による復興支援コンサートの開催に当たりご挨拶を申し上げます。
平成２３年３月の未曾有の大震災により，多くの貴い命が失われ，現在もなお多くの方々が避難生活を余儀なくされてお

られます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に，被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。
福岡市としましても，被災地支援のための職員の派遣や，被災された方々への市営住宅のご提供などを継続して行ってい

るところです。
さて，昨年１２月にも福岡市職員の有志により被災地を訪問してコンサートを開催しました。参加したメンバーは，地元

の方から震災当時の状況や現在の課題などのお話をお伺いし，被災地の光景を目の当りにして，福岡で現状を伝えることが
重要だと強く感じ，今年９月に開催した「第６回夏の思い出コンサート」において報告を行っております。

今回の演奏者である職員は，もちろんアマチュアの演奏家ですが，自分たちに出来る音楽で，被災地の皆様に対して少し
でもお役にたてればとの熱い思いを持ってコンサートを開催しますので，多数の皆様にご来場いただき，楽しんでいただけ
ればと思います。

最後になりましたが，本日の演奏会の開催にあたり，ご協力・ご尽力いただきました関係者のみなさまに心より御礼申し

都合により演奏曲の変更する場合があります。

■出演者

■会 場 山元町立南保育所ホール
宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100－ 1

■お問い合わせ先

■演 奏 福岡市職員音楽会実行委員会

■入場料 無料

～ 福岡より復興の願いを込めて ～

東日本大震災復興支援
コンサート2013

in 山元

当会は，福岡市役所や関係職

場の職員の音楽を愛する仲間が

集う有志（アマチュア）の団体

です。
毎年，夏の終わりに「夏の思

い出コンサート」と題して手作
りのコンサートを開催していま
す。

平成２５年９月７日に開催し
ましたコンサートなどは，
YouTubeで「夏の思い出コン
サート 福岡市職員」で検索し
ていただければご覧いただけま

■福岡市職員音楽会実行委員会


