
日 時：平成２６年９月６日（土）

開場１３：３０ 開演１４：００

会 場 あいれふホール

主 催 福岡市職員音楽会実行委員会

後 援 福岡市，夏の思い出コンサート後援会



♪エレクトリカルパレードより／作曲：ジャン=ジャック・ペリー＆ガーション・キングスレイ他

上⽊⼾ 知会⼦(ピアノ)

♪グリーンスリーブス／作者不詳 井料⽥ 充(フルート)   ⾺場 康夫(ギター)

♪亡き王⼥のためのパヴァーヌ／作曲：モーリス・ラヴェル 池尻 康孝(ピアノ)

♪「サザエさん」からオープニング＆エンディングテーマ／作曲：筒美京平

安永 佐知⼦(アルトサックス) ⽯橋 武(トランペット) 本宮 智⼦(クラリネット)
上⽊⼾ 知会⼦(ピアノ) 江藤 孝⼦(打楽器) 井上 京⼦（踊り)

♪アラベスク第１番／作曲：クロード・ドビュッシー 下川 康也(ピアノ)

♪グランド・ソロ第13番より後半部／作曲：トュルー ⽵内 聡(フルート) ⽥村 亮祐(ピアノ)

♪即興曲３番／作曲：ショパン 宮本 重⼈(ピアノ)

♪瑠璃⾊の地球／作曲：平井夏美 宮﨑 功⼦(ピアノ)

♪アラビア⾵奇想曲／作曲：フランシスコ・タルレガ ⾺場 康夫(ギター)

♪交響曲第５番／作曲：ベートーベン ピアノ編曲／リスト ⽥村 亮祐(ピアノ)

♪潮騒のメモリー／作曲：⼤友良英，Sachiko M 作詞：宮藤官九郎

安永 佐知⼦(アルトサックス) ⽯橋 武(トランペット) 本宮 智⼦(クラリネット)
峰 摘美(エレキギター) 上⽊⼾ 知会⼦(ピアノ) 江藤 孝⼦(打楽器)

♪東⽇本⼤震災復興⽀援コンサート2013を終えて ⽥村 亮祐・⽔清⽥ 俊介

♪⽬覚めよと呼ぶ声あり／作曲：Ｊ．Ｓ．バッハ

⽵内 聡(フルート) 井料⽥ 充(フルート) ⾺場 康夫（ギター) 井⼿ 瑶⼦（チェロ）

♪ちいさい秋みつけた／作詞：サトウハチロー 作曲： 中⽥喜直

岡 奈都美(独唱) 上⽊⼾ 知会⼦(ピアノ)

井上 京⼦ 江﨑 ⽂⾹ 遠⽮ 亜希 中川 真智⼦ 縄⽥ 優美
六倉 洋⼦ 村⼭ 花恵

♪時の旅⼈／作詞：深⽥じゅんこ 作曲：橋本祥路 … … … … 合唱・古⽥ 典⼦(ピアノ)

♪⾒上げてごらん夜の星を／作詞：永六輔 作曲：いずみたく …  合唱のみ

♪⼿紙 〜拝啓 ⼗五の君へ〜／作詞・作曲：アンジェラ・アキ …  合唱・⽥村 亮祐(ピアノ)

岡 奈都美 ⼩川 仁⼦ 三ノ宮 江梨⼦ 塩⾒ 美恵⼦ 杉⾕ 俊介
⾼園 英太郎 ⽥中 陽介 寺本 彩乃 中岡 利江 波奈 ⼀直
林 奏⼦ 船越 吾朗 古⽥ 典⼦ ⽔清⽥ 俊介 屋形 翔
⼭本 直⼦ 横⽥ 直樹 渡邉 理恵

♪花は咲く／作詞：岩井俊⼆ 作曲：菅野よう⼦(合唱・合奏) ⽥村 亮祐(ピアノ)

（踊り）

第２部 合唱・合奏ステージ

司会：中⻄ 久美

指揮： 関 壽雄・⾼園 英太郎

（合唱）

第１部 独奏・アンサンブルステージ



♪エレクトリカルパレードより／作曲：ジャン=ジャック・ペリー＆ガーション・キングスレイ 他

⾏かれたことがある⽅もない⽅も，⼀緒に夢の世界を楽しみましょう。ちなみに私は，⾏ったことが
ありません。

♪グリーンスリーブス／作曲者不詳

グリーンスリーヴスはイングランドの⺠謡で作者不詳となっていますが，⽇本でも多くの⼈々に愛され
ている名曲です。
今回，演奏する曲は皆様もよくご存じのメロディーと９つの変奏曲からなっています。哀愁に満ちた
メロディーは恋⼈への思いを歌う歌詞も付けられていますが，私にとってはここ１年間で亡くなられた
親しかった⽅々への鎮魂歌とも思えるメロディーとその変奏曲です。

♪亡き王⼥のためのパヴァーヌ／作曲：モーリス・ラヴェル

この曲は，ラヴェルがルーヴル美術館を訪れ，スペインのマルガリータ王⼥の絵を⾒て，作曲したと
いわれるものです。パヴァーヌというのは，16世紀から17世紀にかけてヨーロッパの宮廷で普及して
いた踊りのことです。優雅で美しい旋律の曲で，後にラヴェルが弦楽合奏などに編曲するなど⼀度は
聞いたことがある曲と思います。きれいなメロディを響かせることを⽬指して，弾きたいと思います。

♪「サザエさん」からオープニング＆エンディングテーマ／作曲：筒美京平

漫画家の故・⻑⾕川町⼦さんが，サザエさんを百道の海岸で思いついたことから，早良区⻄新から百道
浜地区を結ぶ約1.6ｋｍの市道は「サザエさん通り」と命名されました。早良区にゆかりのある職員が，
サザエさんおなじみのオープニングとエンディングテーマをゆかいに演奏します！

♪アラベスク 第１番／作曲：クロード・ドビュッシー

2つのアラベスクの1曲です。アラベスクとは「⾳で綴った装飾模様」の意味です。当時の流⾏である
アール・ヌーヴォーの影響からその装飾的な⾳の動きをアラビア模様になぞられて命名されたようです。
第1番はアルペジオ（分散和⾳）に特徴を持つ優美な曲で，CMなどにも使⽤され有名です。

♪グランド・ソロ第13番より後半部／作曲：トュルー

トゥルー（Jean-Louis TULOU：1786〜1865）は，19世紀フランスのフルーティストで30年の⻑きに
わたりパリ⾳楽院の教授を務めました。現在のキーシステムのフルートが誕⽣したのが1847年ですが，
トゥルーは，この使⽤に反対し，⽣涯旧式の4キーの楽器を使っていました。美しい旋律とテクニカル
な曲想で，この時代のフルートの貴重なレパートリーになっています。

♪即興曲３番／作曲：ショパン

ショパンは，キッチュな幻想即興曲はじめ，4曲の即興曲（短時間で即興で創った曲）を書いていますが，
この3番は，天才⾯⽬躍如たる名曲中の名曲と信じています。息の⻑い旋律が微妙な和⾳の変化によって
美しく歌われる始めの部分，左⼿が歌う中間部分，特にこの中間部分に，この世のものとは思われない，
⼼揺さぶられる旋律と和⾳展開があります。弾くたびに驚嘆しています。

♪瑠璃⾊の地球／作曲：平井夏美

「瑠璃⾊の地球」は１９８６年に発表された，松⽥聖⼦さんの名バラードです。⼤きな愛に包まれる
ような，どこか⺟性を感じさせる曲です。地球という名の船に希望の光が射し込むようなイメージで
会場の皆様の⼼に届くように，⼼を込めて演奏したいと思います。



♪アラビア⾵奇想曲／作曲：フランシスコ・タルレガ

スペインの作曲家フランシスコ・タルレガの「アルハンブラの思い出」に並ぶ代表曲の⼀つです。
スペインの過去のイスラム⽂化の影響を受け，エキゾチックな雰囲気を醸し出しています。⾃分として
も，中学から⾼校時代のギターを覚えたての頃によく練習した思い出の曲ですが，いまだにうまく弾け
ません。

♪交響曲第５番／作曲：ベートーベン ピアノ編曲／リスト

⽇本では「運命」の名称で親しまれている交響曲を，リストがピアノ曲に編曲したものです。冒頭は，
オーケストラではすべて同じ⾳で演奏される為，ピアノのみでは，迫⼒に⽋けるかもしれませんが，
巨匠リストのピアノ編曲による豊かなハーモニーを感じていただければと思います。

♪潮騒のメモリー／作曲：⼤友良英，Sachiko M 作詞：宮藤官九郎

2013年朝の連続ドラマ「あまちゃん」で⼩泉今⽇⼦ふんする「天野春⼦」が歌う挿⼊歌。
劇中では鈴⿅ひろ美（薬師丸ひろ⼦）の映画主題歌としてヒットしたという設定。オリコンでも第１位
を記録したので，⽿なじみな⽅も多いのでは。東北への思いも込めて演奏します。

♪⽬覚めよと呼ぶ声あり／作曲：Ｊ．Ｓ．バッハ

「⽬覚めよと呼ぶ声あり」は，1731年にバッハによって作曲された全7曲からなるカンタータ曲で，
今回，演奏するのは 第4曲“コラール”です。
この曲はクラシックの東⽇本⼤震災復興⽀援チャリティコンサートなどでたびたび演奏されています。

♪ちいさい秋みつけた／作詞：サトウハチロー 作曲： 中⽥喜直

ピアノと独唱に合わせて浴⾐姿で踊ります。ふとした瞬間に感じる秋の訪れ。百⾆の声，隙間から
吹いてくる秋の⾵，⾊づいたハゼの葉。まだ早いかもしれませんが，どこかに潜んでいる秋を
⾒つけてみませんか。

♪時の旅⼈／作詞：深⽥じゅんこ 作曲：橋本祥路

⼩中学校の合唱コンクール等でも歌われることが多いこの曲，歌ったこと（聞いたこと）があるという
⽅もいらっしゃるのではないでしょうか。⾮常に⽿なじみの良いメロディで，どこか懐かしく，そして
少し切ない曲です。転調を繰り返す曲構成にも注⽬です。

♪⾒上げてごらん夜の星を／作詞：永六輔 作曲：いずみたく

「⾒上げてごらん夜の星を」は，1960年に制作・公演された同名ミュージカルの劇中主題歌であり，
後年の1963年に坂本九さんが同歌を歌い，⼤ヒットしました。
坂本九さんの代表曲であり，後に数多くのアーティストにカバーされています。

♪⼿紙 〜拝啓 ⼗五の君へ〜／作詞・作曲：アンジェラ・アキ

2008年のNHK全国学校⾳楽コンクール中学校の部の課題曲。作詞作曲のアンジェラ・アキさんの
シングル曲としてもヒットし，合唱コンクールで定番となっています。15歳の「僕」と⼤⼈の「僕」の
⼿紙のやりとりという形式で，思春期の気持ちを綴るような歌詞に共感する⼈が多いようです。

♪花は咲く／作詞：岩井俊⼆ 作曲：菅野よう⼦

2011年3⽉11⽇に発⽣した東⽇本⼤震災（東北地⽅太平洋沖地震）の被災地・被災者の復興を応援する
ために制作されたチャリティーソングで，⽇本放送協会（NHK）が震災後の2011年度から⾏っている
震災⽀援プロジェクト「NHK東⽇本⼤震災プロジェクト」のテーマソングとして使⽤されています。
作詞は宮城県仙台市出⾝の岩井俊⼆が⼿掛け，作曲・編曲はやはり宮城県仙台市出⾝の菅野よう⼦が
担当しています。作詞を⼿がけた岩井俊⼆は「この歌は震災で亡くなった⽅の⽬線で作りました」と，
また作曲・編曲の菅野よう⼦は「100年経って，なんのために，あるいはどんなきっかけで出来た曲か
忘れられて，詠み⼈知らずで残る曲になるといいなあと願っています」と語っています。



井上 秀和 梶原 ⿇⾐ ⽚桐 美紀 古賀 雅⼈ 澤 芳信 ⻄島 正利
原⽥ 哲治 藤原 裕美⼦ 宝満 教代 前⽥ 美弥⼦ ⽔上 英樹 ⼋⽊ 和則
⼭﨑 久美⼦

１０歳よりフルートをはじめる。
東京藝術⼤学付属⾼校、

東京芸術⼤学器楽科フルート専攻、卒業。
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。

１９９６年、ＯＮＥ ＵＰ ＭＩＳＩＣ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のほか、

テレビ・ラジオ・司会やナレーションなど、また、「ＴＥＡＭ美魔⼥」
としてマルチに、ももち浜ストア、今⽇感テレビなどに出演。

中西 久美（なかにし くみ）

夏の思い出コンサート
第１回 平成２０年７⽉２３⽇（⽔）⻄南コミュニティーセンターホール
第２回 平成２１年８⽉２１⽇（⾦）早良市⺠センターホール
第３回 平成２２年８⽉２２⽇（⾦）早良市⺠センターホール
第４回 平成２３年８⽉２６⽇（⾦）早良市⺠センターホール
第５回 平成２４年８⽉２８⽇（⽕）⻄南コミュニティーセンターホール
第６回 平成２５年９⽉ ７⽇（⼟）あいれふホール

その他のコンサート
平成２４年１２⽉８⽇（⼟）⼥川町・⽯巻市

東⽇本⼤震災復興⽀援コンサート2012
平成２５年８⽉１９⽇（⽉）福岡市役所１階ロビー

第１回夏の思い出ロビーコンサート
平成２５年１２⽉７⽇（⼟）〜８⽇（⽇）

⼥川町・⽯巻市・仙台市宮城野区・⼭元町
東⽇本⼤震災復興⽀援コンサート2014

平成２６年８⽉ ４⽇（⽉）福岡市役所１階ロビー
第２回夏の思い出ロビーコンサート

今後のコンサート予定
平成２６年１２⽉６⽇（⼟）〜７⽇（⽇）⼥川町など

東⽇本⼤震災復興⽀援コンサート2014
平成２７年８⽉２９⽇（⼟）あいれふホール

第８回夏の思い出コンサート
第２回夏の思い出ロビーコンサート

東⽇本⼤震災復興⽀援コンサート2013



本⽇は「第７回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。
この⾳楽会は、福岡市職員・関係団体の職員の⾳楽を愛する仲間が集う⼿作りのコンサートです。

今年は，この⾳楽会開催に当たり⼤きな２つの変化がありました。
１つ⽬は，⾳楽会開催の運営にあたり５つの部からなる組織づくりを⾏い，⾳楽会開催に向けた準備な

どにそれぞれの部のメンバーが，それぞれの役割に責任を持って意欲的にかかわっていただきました。
２つ⽬は，この⾳楽会を⽀援していただくための後援会組織「夏の思い出コンサート後援会」が，お⼆

⼈の元早良区⻑をはじめ，これまで応援いただいてきました⽅々のご尽⼒により設⽴の運びとなりました。
後援会（の設⽴）により、これまで⾳楽会開催における課題の⼀つであった資⾦⾯で⼤きなご⽀援をい

ただいたことで，今後の継続開催がやりやすくなったばかりではなく、さらに広くこの⾳楽会を知ってい
ただく⼈のつながりを得たものと思います。

今後もこの⾳楽会の第１回からの開催主旨である
①福岡市職員(退職者含む)並びに関係団体の職員により⾃主開催とすること。
②⽣演奏にこだわり⾳楽会としての品格を保つこと。
③演奏者並びに関係者間の親睦を図ること。
④⾳楽を通して地域・社会に貢献すること。

を⼤切に、なにより演奏や歌うことを皆様とともに楽しみたいと思っています。
また，ご来場の皆様や後援会，そして休み返上でお⼿伝いいただいるスタッフの皆様のご厚意やご⽀援

にお応えするためにも，今後も多くの⽅々に愛される⾳楽会を⽬指していきたいと思います。
最後になりましたが、この⾳楽会を開催するに当たり、ご協⼒・ご⽀援いただきました後援会やスタッ

フなどの多くの⽅々に対しまして厚く御礼申し上げます。
♪夏の終わりのひととき、アマチュアではありますが⼼を込めた演奏をお楽しみください。♪

（福岡市職員⾳楽会実⾏委員会会⻑ 井料⽥ 充）

ホームページを開設していますので，是⾮，ご覧ください。
♪福岡市職員⾳楽会実⾏委員会 http://summermemocon.com/

私たちは「夏の思い出コンサート」を応援してします。

【個⼈会員】（五⼗⾳順）
荒⽊ 美智⼦ 荒瀬 泰⼦ 伊﨑 美佐⼦ 井上 京⼦ 井上 るみ 岩永 正彦
上野 秀敏 遠藤 勝也 ⼤倉野 良⼦ ⼤島 晶⼦ 川原 昭洋 古賀 宏⼦
⼩林 智典 塩⾒ 美恵⼦ 関 壽雄 園⽥ 紀⼦ 内藤 豊⼦ 武下 昭浩
⽥邉 俊⼦ ⾕ 耕⼆ 靏⽥ 徹 中川 伸司 永⽥ 淳⼀ 樋⼝ 剛
藤⽥ 哲章 渕上 昌⼦ 松尾 美紀江 三浦 ⼀⾏ ⽔上 秀樹 宮本 重⼈
牟⽥ 智佳 牟⽥ 正明 ⽬野 俊⼦ 森 尚志 吉﨑 謙作 吉永 公⼀郎

他３１名
【法⼈会員】（五⼗⾳順）

紳貴廊 福岡市中央区⻄中洲２-９ ライオンビル⾼⼭館102 092-471-0598
⾵⼦（杷野 みどり） 福岡市中央区⼤名2-1-50 公建ビル402 092-733-3570
みやざき⾳楽制作舎 福岡市城南区神松寺3-22-25-1                      092-873-7207

※名簿は平成２６年８⽉１８⽇現在

後援会ロゴ


