～東日本大震災チャリティコンサート～

日 時：平成２７年８月２９日（土）
開場１３：００ 開演１３：３０
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

司会:中西 久美

第１部 独奏・アンサンブルステージ

♪スター・ツアーズ ～スター・ウォーズより～／作曲:ジョン・ウイリアムズ
♪ノクターン第20番「遺作」／作曲:Ｆ．ショパン
♪ＢＥＬＩＥＶＥ／作詞・作曲:杉本竜一

田中

♪「展覧会の絵」から「キエフの大門」／作曲:モデスト・ムソルグスキー
♪五木の子守唄／熊本県民謡

井料田

♪即興曲第3 番変ト⾧調 作品51／作曲:Ｆ．ショパン
♪ポラリスの涙／作詞・作曲:藤井敬之

波奈

上木戸

充（フルート

知会子（ピアノ）

宮﨑

功子（ピアノ）

池尻

康孝（ピアノ）

陽介（ピアノ弾き語り）

上木戸

宮本

知会子（ピアノ）
重人（ピアノ）

屋形 翔（ボーカル） 横田 直樹（アコースティックギター）
一直（エレキベース） 田中 陽介（ピアノ） 江藤 孝子（カホン）

♪エチュード 作品10-12／作曲:Ｆ．ショパン

久山

♪前奏曲と練習曲／作曲:エイトル・ヴィラ・ロボス

馬場

♪ピアノソナタ第21 番ハ⾧調 作品53 第一楽章より／作曲:ベートーベン

田村

第２部 合唱・合奏ステージ

千尋（ピアノ）

康夫（ギター）

亮祐（ピアノ）

終身名誉指揮:関 壽雄，指揮: 高園 英太郎・田村 亮祐，ヴァイオリン:坂口 紀子

東日本大震災復興応援コンサート2014を終えて
♪映画『おもひでぽろぽろ』より愛は花，君はその種子／作曲:アマンダ・マクブルーム(ＢＧＭ)
坂口 紀子（ヴァイオリン） 井料田 充(フルート) 田村 亮祐（ピアノ）
♪夏は来ぬ／作詞:佐佐木信綱 作曲:小山作之助

（踊り）

井上 京子
村山 花恵

立道 美穂
桃坂 順子

筒井しおり
四元 佐和子

田嶋 祐子(独唱) 上木戸 知会子(ピアノ)

遠矢 亜希

中川 真智子

♪あの素晴しい愛をもう一度／作詞:北山修 作曲:加藤和彦（合唱）
(ピアノ)
♪大切なもの／作詞・作曲:山崎朋子（合唱）
(ピアノ)

（合唱）
♪夢みたものは／作詞:立原道造 作曲:木下牧子（合唱）
池内
塩見
波奈
横田

純子
池田 一誠
美恵子 柴田 彩
一直
船越 吾郎
直樹

猪俣 春菜
眞藤 義孝
古田 典子

入江 よう子
高園 英太郎
水清田 俊介

緒方 仁子
田中 陽介
山本 直子

六倉 洋子
田村 亮祐
古田 典子

三ノ宮 江梨子
中岡 利江
屋形 翔

へいわってすてきだね／詩:安里有生
福島 立惺（朗読）
♪映画『ディア・ハンター』よりカヴァティーナ／作曲:スタンリー・マイヤーズ（ＢＧＭ）
馬場 康夫（ギター）
♪さとうきび畑／作詞・作曲:寺島尚彦(合唱・合奏)
ピアノ）

久山 千尋（

♪スター・ツアーズ ～スター・ウォーズより～／作曲:ジョン・ウイリアムズ

「スター・ウォーズ」は，「エピソード4」が1977年に米国で公開されて以降，世界中で愛されてい
るSF映画です。また新作の公開も予定されており楽しみですね。本日は，壮大な劇中曲の中からメド
レーで演奏します。では，遠い昔，はるか銀河の彼方へ!
♪ノクターン第20番「遺作」／作曲:Ｆ．ショパン

映画「戦場のピアニスト」に使われたことで有名なこの曲は、ウィーンに到着して間もない青年ショ
パンの筆から生み出されたもので、ショパンの死後遺品の中から発見され1895年に出版されました。
甘く切ない旋律が心を捉える作品です。
♪ＢＥＬＩＥＶＥ／作詞・作曲:杉本竜一

合唱曲として小学生を中心によく歌われる曲です。この曲と初めて出会ったのは，小学生の音楽の授
業でした。その頃，歌にあまり関心が無かった自分が初めて歌や歌詞に感動を覚えた一曲がこのＢＥ
ＬＩＥＶＥです。つらい時や悩んでいる時にこの曲を聴くと，とても勇気が湧いてきます。
♪「展覧会の絵」から「キエフの大門」／作曲:モデスト・ムソルグスキー

「展覧会の絵」は，管弦楽の方が有名ですが，もともとは，ピアノ組曲です。ムソルグスキーの友人
で建築家であり画家であるハルトマンの絵に触発されて作曲したものです。「キエフの大門」は，ハ
ルトマンが設計やスケッチした絵を見て，完成しなかった門をこの曲で完成させました。
♪五木の子守唄／熊本県民謡

五木の子守唄は熊本県の五木地方に伝わる子守唄です。昔の山深い暮らしは厳しく，娘たちは幼いこ
ろから家を助けるため子守奉公に出されました。娘たちは奉公の辛さや父母を思う気持ちを口ずさみ
，子供に唄って聴かせたそうです。その悲哀や情感を込めて演奏できればと思っています。
♪即興曲第３番変ト⾧調 作品５１／作曲:F．ショパン

ショパンは即興曲を4曲作曲していますが、この曲は一番弾かれる機会も少ないにもかかわらず、3連
符の軽やかなリズムや陰影のある和音の変化など、ショパンの天才さがちりばめられた名曲だと思い
ます。特に中間部、左手で歌われるやるせない旋律のたった2小節部分が、理由はわかりませんが、弾
くたびに、胸がしめつけられるような感動を覚えます。ほんのこの一瞬の感動のために演奏いたしま
す。
♪ポラリスの涙／作詞・作曲:藤井敬之

バンド『音速ライン』の曲で，ＮＨＫ教育テレビ『テレパシー少女「蘭」』のエンディングテーマと
して使用された曲です。抑えきれない気持ちを切々と歌い上げたバラードで，レトロな雰囲気を醸し
出す歌詞とメロディが切なく，味わい深い曲となっています。
♪エチュード 作品10-12／作曲:Ｆ．ショパン

「革命」の愛称で知られる練習曲です。思わず息を呑むような冒頭にうねるアルペジオ，叩きつける
右手のオクターブ…，とても力強く激しい曲です。休みなく動きまわる左手に苦労しますが，納得の
いく演奏ができるように頑張ります。
♪前奏曲と練習曲／作曲:エイトル・ヴィラ・ロボス

ブラジルの作曲家ヴィラロボスは，２０世紀を代表する作曲家の一人で，管弦楽曲，室内楽曲，ピア
ノ曲など多くの作品を残していますが，ギターのためにも珠玉の作品を書いています。どの曲もギタ
ーという楽器の特性を生かしたブラジルの民族色豊かな作品となっています。
♪ピアノソナタ第21 番ハ⾧調 作品53 第一楽章より／作曲:ベートーベン

ベートーベンのパトロンであったヴァルトシュタイン伯爵に献呈されたピアノソナタです。今回演奏
する第一楽章は，力強さと繊細さを兼ね備える楽曲で，この楽曲を献呈された伯爵の人物像がうかが
えるとも言われています。

♪映画『おもひでぽろぽろ』より愛は花，君はその種子／作曲:アマンダ・マクブルーム

岡本螢・刀根夕子の漫画で，それを原作としたスタジオジブリ制作のアニメ映画『おもひでぽろぽろ
』（1991年7月公開）の主題歌として都はるみが歌った曲です。
原曲は，アメリカ映画『ローズ』（1979年11月公開）の主題歌で，同作に主演したベット・ミドラー
が歌ってヒットし，高畑勲が日本語に訳しました。昨年，ブラジルのテレビ番組で日系ブラジル人の
10歳の少女がこの曲を歌い，その歌声が話題となりました。
♪夏は来ぬ／作詞:佐佐木信綱 作曲:小山作之助

作詞の佐佐木信綱は歌人で古典文学の研究者です。歌詞にはちょっと難しい言葉が多いのですが，卯
の花，ホトトギス，田植え，ホタルなど初夏の風物詩が歌われています。初夏の明るくすがすがしい
感じを浴衣姿で“涼しげ”に表現できればと思います。
♪あの素晴しい愛をもう一度／作詞:北山修 作曲:加藤和彦

音楽教科書にも載っている、合唱コンクールの定番曲です。清らかなメロディの曲ですが、「心と心
が今はもう通わない。あの素晴らしい愛をもう一度」と切ない心情が歌われています。青春の瑞々し
さ、甘酸っぱさ、切なさを表現したいと思います。
♪大切なもの／作詞・作曲:山崎朋子

中学校の音楽の先生が作詞・作曲した作品です。大切なものにはなかなか気づきませんが、人は一人
では生きておらず、色々なものに支えられている、という気持ちを新たにします。歌詞がしっかり聴
衆の皆様に届くように歌いたいと思います。
♪夢みたものは／作詞:立原道造 作曲:木下牧子

木下牧子は，管弦楽、吹奏楽、室内楽、声楽など広いジャンルにわたり、魅力的な作品を発表し、高
い支持を得ている作曲家です。知人の結婚式のために作られた曲で，現在，多くの合唱団で愛唱歌と
して親しまれています。幸せな情景が目に浮かぶような詩を，メロディにのせて届けられたらと思い
ます。
♪映画『ディア・ハンター』よりカヴァティーナ／作曲:スタンリー・マイヤーズ

ベトナム戦争を題材にしたアメリカ映画「ディア・ハンター」(1978年12月公開)のテーマ曲です。イ
ギリスの作曲家スタンリー・マイヤーズの作品で、オーストラリア出身のギター奏者、ジョン・ウィ
リアムズによる演奏で一躍有名になりました。
♪さとうきび畑／作詞・作曲:寺島尚彦

1964年、寺島が本土復帰前の沖縄を訪問した際の作品です。全部で11連からなる曲で．第二次世界大
戦末期の沖縄戦で戦死した人々が眠る、夏のさとうきび畑に流れる風の音が「66回」繰り返されます。
ひとりの少女が沖縄戦で死んだ父親を想い、父親を探しにさとうきび畑に行き，父はなぜ殺しあったの
か、なにを恐れ自決したのか，通り抜ける風の音を聞きながら静かに悲しみを訴えています。
♪負けないで／作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし

1993年にリリースされたZARDの知名度と人気を上げた最大のヒット曲です。坂井泉水は、「このテ
ンポ感のある曲を聞いたときに“応援歌っぽいな”ってすぐにイメージが湧いてきて一気に書き上げまし
た。」と話しているように，翌年の選抜高校野球大会の入場行進曲に取り上げられたり，チャリティ
ーマラソンで合唱されるなど応援歌としても親しまれています。2011年に起こった東日本大震災の復
興支援チャリティとして催されるコンサートで幾度も歌われています。

◆平成２６年１２月５日（金）～８日（月）東日本大震災復興応援コンサート2014◆
平成２６年１２月５日(金)から１２月８日(月)の日程で，仙台市宮城野区・
女川町・陸前高田市・気仙沼市の４つの会場にて「復興応援コンサート
2014」を開催しました。
３回目となる今回は参加者も８人と多く，ボーカルや器楽などの演奏による
コンサートの他に，お世話いただいた方や陸前高田市に派遣されている福岡
市職員の皆さんとの交流会，女川町での元福岡市職員との昼食会，陸前高
田市や山元町での地元の方による被災地をご案内いただくなど盛り沢山の
行程となりました。
今回，コンサート会場や交流会，被災地のご案内をいただいたことによりい
ろいろな方から震災当時や現状などのお話をお聞きしたり，見ることができま
した。
また，「花は咲く」「ふるさと」などを会場の皆様もご一緒に歌っていただき，
会場内に響き渡った時，気持ちの高ぶりや込み上げてくるものを感じ，音楽
の持つすばらしさにあらためて触れることができました。
私たちの演奏が被災地の皆様に一時の心の和みとなり，地域コミュニティ
づくりの１つとして少しでもお役にたてればとの願いもありますが，参加者自身
にとって「行って，聞いて，見て，何かを感じる」で，貴重な経験を得ることが
できたと思っています。
今後とも東北でお世話になった方々とのご縁（つながり）を大切にしてこのコ
ンサートを継続していくとともに，お世話になった方々のご厚意にお応えする
ためにも、私たちの経験を福岡の地で伝えたいと思っています。

◆平成２７年１月１５日総会＆新年会◆
総会では平成２６年度の活動報告や収
支決算，平成２７年度の活動計画や収支予
算等を協議しました。
その後の新年会では，生演奏したり，語り
合ったり，楽しい時間を過ごしました。
また，

◆平成２７年６月２６日チラシ発送作業◆
６月２６日の夕方，5～6人のメンバーが集まり，チラシの
発送作業を行いました。
会長手作りのチラシを見ながら，「今年もすごいね！」と
ワクワク。ワイワイおしゃべりしながらも，チラシを数え，
宛名を書き，封詰め…。あっという間に作業終了。
チラシの配付先は，区役所，市民センター，音楽ホール，
幼稚園や学校，公民館など。メンバー御用達の楽器店でもＰ
Ｒ。「たくさんの方の手に取って見ていただけるといいね。
」
福岡市や夏の思い出コンサート後援会のご後援のおかげで
，チラシを作って各所に配布することができます。感謝を忘
れず，この『夏の思い出コンサート』が「ずーっと続きます
ように…」と願うメンバーでありました☆

◆平成２７年７月２日キックオフ会◆
第１回から開催しています「キックオフ会」は当会にとって恒例行事
であり，出演者も出揃ったこの時期に開催し，本番に向けた決意を語
る結団式のようなイベントです。
また，新たな参加者との親睦・交流の場ともなっています。

◆平成２７年８月３日第３回夏の思い出ロビーコンサート◆
多くの市民や市職員の方々にご来場
いただき開催することができ，「第８回夏
の思い出コンサート」につながるコンサー
トとなりました。
また，このコンサートにより私たちの活
動を広く知っていただくよい機会となりま
した。

◆

踊 り

◆

今年もピアノと独唱に合わせて浴衣美人の女性９人が踊ります！
福岡市職員音楽会なのに踊り？と思われる方もいらっしゃるかもしれ
ませんが，これは第４回の音楽会から始め，今年で５回目となり，音楽
会に華(？)を添えています。
「夏は来ぬ」では，大変美しいメロディーにのせて，１番は卯の花とホトト
ギス，２番は田植え，３番は橘とホタル，４番はクイナと夕月，と初夏の
風物詩がうたわれています。
現代の都会ではなかなか目に触れることはできませんが，そんな情景
を思い浮かべながら見ていただければと思います。
踊り手はみんな初心者ですが，本番に向けて汗だくになって，練習を
重ねてきました。「日本舞踊ってこんなにきついとは思いませんでした」と
いうのが皆さんの感想です。
本番はみんなの心をひとつにして踊ります。
初夏の明るくすがすがしい感じを浴衣姿で“涼しげ”に表現することが
できるでしょうか？どうぞお楽しみください。

◆

合

唱

◆

○音楽を共有できる仲間がいるなんて！幸せ!!
○音楽は万国共通のことば。心を込めます。
○さぁ一緒に，お腹から歌おう！お腹から笑おう！
○ハーモニーに包まれるとき、しあわせ～♪
○心を込めて歌います☆
○音楽会を通して出逢えた皆様と楽しみます！
○はじめてですので，（コメントは）ご勘弁を。
○涼園地に負けない素敵な響きを貴方へ。
○夢見たものは，ステージと客席の一体感
○小さいけれど力強い光が届きますように。
○声をあわせて，笑顔で頑張ります！
○久々合唱することができてうれしいです!!!!
○楽しく，大きな声で歌います！
○心地よいハーモニーをお届けできますように。 ○音楽で人の輪を広げつなげられたらいいな。
○僕らと一緒に音楽を楽しみましょう♪
○たとえこの喉がかれ果てたとしても…！
○迷惑をお掛けしないように頑張ります!
○聴けば涼しくなります。何せ「凍らす」。

井上 秀和
杉村 昌樹
水上 英樹

片桐 美紀
西島 正利
八木 和則

澤 芳信
林 奏子

下川 康也
藤原 裕美子

下川 侑子
宝満 教代

杉谷 俊介
前田 美弥子

夏の思い出コンサート
第１回 平成２０年７月２３日（水）西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）早良市民センターホール
第３回 平成２２年８月２２日（金）早良市民センターホール
第４回 平成２３年８月２６日（金）早良市民センターホール
第５回 平成２４年８月２８日（火）西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
第７回 平成２６年９月 ６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2013
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
平成２６年１２月５日（金）～８日（月）
仙台市宮城野区・女川町・気仙沼市・陸前高田市・山元町
東日本大震災復興支援コンサート2014
平成２７年８月 ３日（月）福岡市役所１階ロビー
第３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２７年１１月２１日（土）～２３日（月）女川町・気仙沼市・仙台市など
東日本大震災復興支援コンサート2015
平成２８年
月
日（ ）
第９回夏の思い出コンサート

中西 久美（なかにし

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。
２０１４年、待望のFIRST ALBUM「ALL OF ME」を好評販売中。
公式サイト：http://www.nakanishikumi.com/

くみ）

本日は「第８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。
出演者は，仕事や家庭などいろいろな状況の中で時間を工夫し，少しでもよい演奏をと今日まで練習
を重ねてまいりました。
また，出演者以外の多くの市職員などの仲間が，開催に向けた準備や本日のスタッフとして協力い
ただいています。
さらに，この音楽会の第１回の開催からご尽力いただいております関係者の皆様方により昨年度に
後援会を設立していただきました。
この後援会は，音楽会の資金面のご支援の他にその活動の中で多くの方々にこの音楽会を知ってい
ただく貴重な機会となるなどこの音楽会の開催に大きな支えとなっています。
その中で，アマチュアの私たち出演者自身が演奏すること，歌うこと，踊ることを楽しむばかりで
なく，スタッフ・後援会の皆様方と開催の喜びを分かち合い，ご来場の皆様方と音楽を通して心通う
ことができればこの上ない喜びと思っています。
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，今後とも継続して開催し，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⾧ 井料田 充）

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
岩永 正彦
川原 昭洋
関 壽雄
内藤 豊子
松尾 美紀江
桃崎 悦子

荒瀬 泰子
上野 秀敏
川原 宏幸
園田 紀子
中川 伸司
的野 直勝
森 尚志

池田
遠藤
木下
武下
萩尾
水上
矢野

忠浩
勝也
慶次郎
昭浩
雅典
英樹
正人

伊﨑 美佐子
大倉野 良子
古賀 康彦
田邉 俊子
樋口 剛
宮本 重人

井上 京子
大島 晶子
小林 智典
谷 耕二
藤田 哲章
牟田 正明

井上
大野
塩見
靏田
渕上
目野

後援会ロゴ

るみ
隆真
美恵子
徹
昌子
俊子

他３６名
【法人会員】（五十音順）
紳貴廊
福岡市中央区西中洲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
※名簿は平成２７年８月７日現在

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/

