第10回

夏の思い出コンサート
福岡市職員音楽会
～九州北部豪雨・熊本地震・東日本大震災チャリティコンサート～

平成２９年８月19日(土)
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
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独奏・アンサンブルステージ

司会：中⻄ 久美

♪即興曲第３番変ト長調Op.51／作曲：F.ショパン

宮本 重人(ピアノ)

♪シェア・マイ・ヨーク／作曲：ジョイ・ウェッブ

宇都 祐一(コルネット) 木村 美希(ピアノ)

♪夏の歌メドレー「茶摘み・かもめの水兵さん・とんぼのめがね・たなばたさま・われは海の子・椰子の実」
田村 桃子(独唱) 田村 亮祐(ピアノ)

♪ピアノソナタ第14番 第1楽章／作曲：L.V.ベートーベン

古田 典子(ピアノ)

♪荒城の月によるファンタジア／作曲：滝廉太郎

井料田 充(フルート) 田村 亮祐(ピアノ)

♪言葉にできない／作詞・作曲：小田和正

田中 陽介(ギター弾き語り)

♪ノクターン第2番Op.9-2／作曲：F.ショパン

宮崎 功子(ピアノ)

♪フーガ／作曲：J.S.バッハ

馬場 康夫(ギター)

♪ＦＡＮＴＡＳＩＥ ＫＶ475 第１楽章／作曲：W.A.モーツァルト

田村 亮祐(ピアノ)

♪ポロネーズ第6番変イ長調「英雄」Op.53／作曲：F.ショパン

下川 華奈(ピアノ)

第２部

合唱・合奏ステージ

終身名誉指揮：関 壽雄、指揮： 高園 英太郎・田村 亮祐

〇熊本地震・東日本大震災復興応援コンサート2016を終えて
♪「リュートのための古風な舞曲とアリア」から「イタリアーナ」「シチリアーナ」／作曲：レスピーギ
井料田 充(フルート) 井上 文博(クラリネット) 山﨑 愛子(チェロ) 田村 桃子(コントラバス)

〇踊りと笛と歌で被災地へ復興の願いを込めて
♪三百六十五歩のマーチ／作詞：星野 哲郎 作曲：米山正夫
♪小諸馬子唄／長野県民謡
♪花笠音頭／山形県民謡
(踊り)
浅野 順子
桃坂 順子

中野 恵子(歌) 井料田 充(フルート・ピッコロ) 宮崎 功子(ピアノ) 江藤 孝子(鳴り物)
井上 京子

筒井 しおり

古川 恵美

六倉 洋子

〇設立１０周年記念コンサートスペシャルステージ
♪パッヘルベルのカノン／作曲：パッヘルベル
♪情熱大陸／作曲：葉加瀬太郎

村山 花恵

中西 久美(フルート) 田村 亮祐(ピアノ)

〇心をひとつにしたコーラス
♪マイバラード／作詞・作曲：松井孝夫(合唱・ピアノ)
♪Story／作詞：AI 作曲：2SOU(合唱・ピアノ)
♪鴎／作詞：三好達治 作曲：木下牧子(合唱)

田村 亮祐(ピアノ)
古田 典子(ピアノ)

(合唱)
池内 純子
杉谷 俊介
西村 美香

池田 一誠
入江 よう子
高園 英太郎 田中 陽介
波奈 一直
林 奏子

緒方 仁子
中岡 利江
古田 典子

塩見 美恵子
中野 恵子
山本 直子

〇合唱・合奏
♪切手のないおくりもの／作詞・作曲：財津和夫(合唱・合奏)

柴田 彩
那佐 和代

田中 陽介(ピアノ)

(器楽)第２部の上記以外の出演者
坂口 紀子(ヴァイオリン) 宇都 祐一(コルネット) 下川 華奈(ピアノ)

出 演 者 に よ る 曲 目 紹 介

第１部

独奏・アンサンブルステージ

♪即興曲第３番変ト長調Op.51／作曲：F.ショパン
ショパンは、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私は信じています。息の長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。
♪シェア・マイ・ヨーク／作曲：ジョイ・ウェッブ
「マタイの福音書」に書かれたイエスの言葉に由来する賛美歌（コラール）で、包み込まれるような美
しいメロディが印象的な曲です。今日はコルネットとピアノのハーモニーでお楽しみください。ちなみに
、題名にある「ヨーク」とは、牛や馬を繋ぐ軛（くびき）のことです。
♪夏の歌メドレー「茶摘み・かもめの水兵さん・とんぼのめがね・たなばたさま・われは海の子・椰子の実」
日本で長年愛されている童謡・唱歌から夏にちなんだ歌をメドレーで歌います。
最後に歌う「椰子の実」は、愛知県にある伊良湖岬での体験をもとに書かれた詩です。異国の地から年
月をかけ漂流してきた椰子の実に、自分が故郷を離れてさまよう憂いを重ね歌われた作品です。
♪ピアノソナタ第14番 第1楽章／作曲：L.V.ベートーベン
「月光ソナタ」という愛称で親しまれている曲ですが、ベートーベンはこう呼ばれることをあまり快く
思っていなかったそうです。ゆっくりと流れるような３連符の上を静かに旋律が流れていきます。この２
つを右手で途切れず表現できるか、が鍵です。
♪荒城の月によるファンタジア／作曲：滝廉太郎
「荒城の月」 は、作詞が土井晩翠、・作曲が瀧廉太郎による明治34年（1901）に発表された歌曲で、哀
切をおびたメロディと歌詞が特徴で、歌詞は仙台の青葉城趾などから、曲は大分県竹田の岡城趾から想を
得たと言われています。本日の演奏曲はこの荒城の月をもとにフルートとピアノによる幻想曲風にアレン
ジされており、情感を込めて演奏できればと思っています。
♪言葉にできない／作詞・作曲：小田和正
ギターの弾き語りに初挑戦です。「あなたに会えて本当によかった」「うれしくて言葉にできない」思
いを、精一杯込めて歌わせていただきます。
♪ノクターン第2番Op.9-2／作曲：F.ショパン
ショパンは２１曲のノクターンを作曲しており、「ピアノの詩人」と言われたショパンの持ち味が最大
限に発揮された曲が多く甘美な旋律の宝庫です。この曲は映画「愛情物語」で有名となり、記念すべき第
１０回のコンサートの成功を願い、心を込めて演奏したいと思います。
♪フーガ／作曲：J.S.バッハ
原曲は、無伴奏ヴァイオリンソナタ第１番の２楽章です。この曲は、私が２０代の頃よく練習した曲で
すが、今一つ曲の魅力を感じることができませんでした。最近になって、再度楽曲と向き合い、曲の持っ
ている力強さやメロディアスな部分にあらためて気づかされます。
♪ＦＡＮＴＡＳＩＥ ＫＶ475 第１楽章／作曲：W.A.モーツァルト
明るい曲を多く作曲しているモーツァルトには珍しい単調の曲です。全体を支配する重い空気の中に時
折あらわれる美しいメロディが魅力的な１曲だと思います。当時としては非常にダイナミックな音楽展開
であったと想像され、初期のベートーヴェンに影響を与えたと言われています。

♪ポロネーズ第6番変イ長調「英雄」Op.53／作曲：F.ショパン
この曲名は、ショパンが名付けたものではなく、この曲を聴いた後世の人が「英雄らしさ」を感じてつ
けられたものだと言われています。華やかな主題部分や中間の力強く勇ましい音楽は、まさにこの曲名の
とおり「英雄」を彷彿とさせます。

第２部

合唱・合奏ステージ

♪「リュートのための古風な舞曲とアリア」から「イタリアーナ」「シチリアーナ」／作曲：レスピーギ
オットリーノ・レスピーギは、近代イタリア音楽における器楽曲の指導的な開拓者の一人として名高く
、「ローマ三部作」の交響詩がとりわけ有名です。「リュートのための古風な舞曲とアリア」は、レスピ
ーギが作曲した3集の組曲で、いずれも古いリュートのための曲を現代のオーケストラないしは弦楽合奏
のために編曲し、弦楽合奏または弦楽四重奏で演奏されます。今回は４つの曲の中から「イタリアーナ」
「シチリアーナ」の２曲を演奏します。
♪三百六十五歩のマーチ／作詞：星野 哲郎 作曲：米山正夫・小諸馬子唄／長野県民謡・花笠音頭／山形県民謡
今年の演目は東北と熊本にちなんだ「花笠音頭」と「三百六十五歩のマーチ」です。花笠音頭は東北を
代表する民謡で五穀豊穣への祈りが込められています。三百六十五歩のマーチは熊本出身歌手、水前寺清
子の大ヒット曲です。歌とピアノ、ピッコロに合わせて踊りますが、間奏としてフルートによる「小諸馬
子唄」が入ります。踊りの上手、下手ではなく全員が心を込めて楽しく賑やかに踊ることで、震災復興へ
の祈りが会場に伝わればと思っています。
♪パッヘルベルのカノン／作曲：パッヘルベル
ドイツの作曲家ヨハン・パッヘルベルがバロック時代中頃の1680年頃に作曲したカノン様式の作品です
。この曲は、しばしば、クラシック音楽の入門曲として、ポピュラー音楽において演奏されることも多く
、卒業式や結婚披露宴のBGMとされることもあります。
♪情熱大陸／作曲：葉加瀬太郎
この曲は、同名ドキュメンタリーテレビ番組のオープニングテーマ曲です。「情熱大陸」という架空の
大陸をイメージして、ヴァイオリニスト葉加瀬太郎によって作曲されました。情熱的なヴァイオリンとバ
ンドネオンのエキゾチックな響きが印象的で、この曲が収録されたアルバム「Image」は、イージーリスニ
ング音楽のアルバムとしては史上初のオリコン総合チャート１位を記録ました。
♪マイバラード／作詞・作曲：松井孝夫
この歌は中学校教諭だった松井孝夫氏が作詞・作曲をしています。悲しいときもつらいときも、楽しい
ときもうれしいときも、「君は独りじゃないよ」という松井氏のメッセージが伝わってきます。多感な中
学生の「応援歌」といえる曲です。会場の皆様にも「届け！愛のメッセージ！！」
♪Story／作詞：AI 作曲：2SOU
2005年に発表されたAIの曲。2014年に公開されたディズニー映画『ベイマックス』では英語バージョン
が、日本版エンディングテーマとなりました。「一人じゃないから、私がキミを守るから」という歌詞が
私たちを勇気づけてくれます。思いを皆様に届けられるように歌いたいと思います。
♪鴎／作詞：三好達治・作曲：木下牧子
数々の合唱曲を手掛ける木下牧子氏が作曲した曲です。多くの合唱団で、愛唱歌として歌われています
。実は私たちも、５年前の夏の思い出コンサートでも演奏をしており、今回は２回目のチャレンジとなり
ます。前回よりもレベルアップした演奏ができるようがんばります。
♪切手のないおくりもの／作詞・作曲：財津和夫
1977年に、NHKの音楽番組『歌はともだち』でペギー葉山の歌によって発表され、好評だったため1978
年6月に、同局の歌番組『みんなのうた』で放送されました。明るい曲調に心温まる歌詞が添えられ、東
日本や熊本の被災地の皆様に届くように、また、「夏の思い出コンサート」の開催に当たりお世話になっ
た方々やご来場いただきました皆様に感謝の気持ちを込めて出演者全員で演奏したいと思います。

司会者＆フルーティストプロフィール

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/

ス タ ッ フ （ 出 演 者 以 外 ）
井上 秀和
久山 千尋
八木 和則

古賀 雅人
船越 吾朗
山本 哲也

澤 芳信
宝満 教代
渡邉 理恵
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下川 康也
下川 侑子
西島 正利
藤原 裕美子 前田 美弥子 水上 英樹

年

間

の

活
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♪熊本地震復興応援コンサート2016
平成２８年１０月８日(土)・１５日(土)

♪東日本大震災復興応援コンサート2016
平成２８年１１月２５日(金)～２７日(日)

♪総会＆新年会 平成２９年１月２６日(火)

♪退職者を送る会(有志) 平成２９年２月３日(金)

♪キックオフ会 平成２９年６月２８日(火)

♪第５回夏の思い出ロビーコンサート 平成２９年７月２１日(金)

早良区役所年末音楽会

１

０

年

2008年(平成20年)
平成19年12月28日早良区役所で仕事納め式後に音楽会
を開催したのがきっかけで「夏の思い出コンサート
」が始まりました。(写真は平成20年12月の早良区役
所年末音楽会)

2009年(平成21年)
第２回さわら夏の思い出コンサート「さわらの秋」
プレイベント(早良市民センターホール)

7月

さわら夏の思い出コンサート 早良区の仲間が奏でる
夏の日の調べ(西南コミュニティーセンターホール)

器楽11名とコーラス4名
の小さな小さなコンサー
トでした。中西久美さん
に司会をお願いしてクイ
ズやトークで盛り上げて
8月 いただきました。

2010年(平成22年)
7月

早良区役所内で合唱メンバーを募りコーラスを披露
しました。「音楽と映像でつづる早良区四季めぐり
」も好評で、この回からアンコールで「ふるさと」
を演奏しています。

合宿(大分県日田市 棚田の宿池の鶴山舎)
当会で最初で最後の合宿を
行いました。もちろんたっ
ぷり練習もしましたがバー
ベキューや花火もいい夏の
思い出となりました。

8月

第３回夏の思い出コンサート(早良市民センターホール)

2011年(平成23年)
第４回夏の思い出コンサート「がんばろう日本・ふくおか応
援基金チャリティコンサート」(早良市民センターホール)

8月

2012年(平成24年)
8月

第５回夏の思い出コンサート 東日本大震災チャリティコン
サート(西南コミュニティーセンターホール)
この回から器楽の出演
者も市役所全体に募集
しました。また、本格
的な合唱曲に取り組み
披露しました。

踊りも初お目見えのこの回は髙島宗一郎福岡市長にセッ
トドラムで出演いただきました。「さわら昔ばなしへの
お誘い」では早良区の民話を中西さんのナレーションと
笛や太鼓のＢＧＭで楽しんでいただきました。
東日本大震災復興支援コンサート2012(女川町・石巻市)
東日本大震災の
翌年に初めて被
災地を訪問して
コンサートを開
催しました。
第６回夏の思い出コンサート 東日本大震災チャリティ
コンサート(あいれふホール)

12月

2013年(平成25年)
8月

第１回夏の思い出ロビーコンサート(福岡市役所１階ロビー)

9月

東日本大震災復興支援コン
12月 サート2013(女川町・石巻市・
仙台市宮城野区・山元町)
前年に開催した東日本大震災復興支援コンサート2012につ
いて現地で撮影した写真とＢＧＭで報告しました。

この回から主催を福
岡市職員音楽会とし
て市役所全体に合唱
出演者を募集しまし
た。また福岡市軽音
楽部にも出演してい
ただきました。

初めてロビーコン
サートを開催して
多くの市民や職員
の皆様にお聴きい
ただきました。

間

の

あ

ゆ

み

7月

第５回夏の思い出ロビーコンサート(福岡市役所１階ロビー)

2017年(平成29年)
東日本大震災復興応援コンサート2016(南三陸町・気仙
沼市・仙台市青葉区・仙台市宮城野区)
仙台市役所職員の音楽愛
好家の皆様とアンサンブ
ルをしました。

第９回夏の思い出コンサート 平成28年熊本地震・東日本
大震災チャリティコンサート(あいれふホール)

11月
10月 熊本地震復興応援コンサート2016 (益城町・南阿蘇村)

8月
7月

平成２７年度中央区老人クラブ友愛訪問説明会東北被災地
訪問メンバーミニコンサート(ふくふくプラザホール)
当会としては初めての依
頼演奏で、東日本大震災
復興支援コンサート2015の
メンバーが出演しました
。
第８回夏の思い出コンサート 東日本大震災チャリティ
コンサート(あいれふホール)
戦後７０年のこの回
ではギターのＢＧＭ
に小学２年生の福島
さんに「へいわって
すてきだね」の詩を
朗読していただきま
した。

この年4月に発生した熊
本地震の被災地の４つ
の仮設団地を訪問して
コンサートを開催しま
した。
第４回夏の思い出ロビーコンサート(福岡市役所１階ロビー)

2月

2016年(平成28年)
東日本大震災復興応援コンサート2015(気仙沼市・女川

12月 町・石巻市・仙台区青葉区・仙台市宮城野区)

8月

8月

第３回夏の思い出ロビーコンサート(福岡市役所１階ロビー)

2015年(平成27年)
東日本大震災復興応援コンサート2014 (仙台市宮城野
区・女川町・気仙沼市・陸前高田市・山元町)

8名の参加者で岩手県陸前高田市でもコンサー
トを開催し、復興支援で派遣されていた福岡市
職員と交流しました。陸前高田市内の巨大なベ
ルトコンベアに圧倒されました。
思い出コンサート後援会設立

2014年(平成26年)

12月
9月

第７回夏の思い出コンサート 東日本大震災チャリティ
コンサート(あいれふホール)

8月

第２回夏の思い出ロビーコンサート(福岡市役所１階ロビー)

5月

ご

あ
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本日は「第１０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。
この音楽会も、最初は早良区役所で始めたささやかな音楽会でしたが、福岡市職員や関係団体職員の音楽や踊りを愛する出演者，ボラ
ンティアとしてお手伝いいただいていますスタッフの皆様、「夏の思い出コンサート後援会」の方々やご来場の皆様のお蔭をもちまして第１０
回という節目を迎えることができました。
この１０年間では，東日本大震災や熊本地震などいろいろな出来事があり出演者も多少入れ替わっていますが，この音楽会の第１回から
の開催主旨である「自主開催」「生演奏」「関係者間の親睦」「地域・社会に貢献」を大切に運営・活動してきました。
そして，手作りコンサートとして皆様に楽しんでいただけるコンサートとなり，退職された方も出演者としてあるいは後援会会員として一緒にコ
ンサートを作っていることや東日本大震災の被災地における継続した復興応援コンサートを開催してきたことが当会の大きな特徴となってい
ると思っています。
なお，その東日本大震災での復興応援コンサートは、今年から「各地の自治体職員有志によるコンサートの会」主催として全国の自治体職
員有志の音楽愛好家により当会のこれまでの思いも引き継いでいただきながら新たな展開を始めたところです。
出演者は仕事や家庭など様々な状況下で時間をやりくりして少しでもよい演奏や踊りを披露したいと今日まで練習を重ねてきましたが、こ
の音楽会では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、スタッフや後援会の皆様と開催の喜び
を分かち合いとともに、ご来場の皆様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おり，今後とも多くの方々に愛される音楽
会を目指して継続して活動を行っていきたいと考えています。
最後に、この音楽会を開催するに当たってご尽力・ご支援いただきました多くの方々、そしてご来場いただきました皆様に厚く御礼申し上
げます。
♪夏のひととき、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)
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私たちは「夏の思い出コンサート」を応援しています。
【個人会員】(五十音順)
荒木 美智子
井料田 充
倉掛 速雄
関 壽雄
田邉 俊子
中川 伸司
樋口 剛
宮本 重人
渡邉 理恵

荒瀬
岩永
河野
善生
谷口
中園
平木
牟田

後援会ロゴ

泰子
正彦
満也
喜久
芳満
政直
豊
智佳

伊﨑
遠藤
小林
園田
靏田
中園
藤田
牟田

美佐子
勝也
智典
紀子
徹
律子
哲章
正明

井上 京子
大倉野 良子
近藤 衣子
武下 昭浩
土井良 俊文
長門石 博彦
松尾 美紀江
目野 俊子

井上 文博
長田 富三夫
塩見 美恵子
田代 繁雄
藤 義之
長峰 純治
的野 直勝
大和 五幸

井上 るみ
河口 晴好
篠崎 千恵子
田中
衛
内藤 豊子
原田 祥子
水上 英樹
吉廣 謙二
他１８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
㈱シンク
田川市伊刈加利1824-22 白鳥工業団地内
0947-42-0111
風子
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２９年８月１日現在

■福岡市職員音楽会設立１０周年記念コンサート
平成２９年１１月２４日（金）１８：３０開演
■次回の夏の思い出コンサートの開催予定
第１１回夏の思い出コンサート 平成３０年

九州キリスト教会館４階礼拝堂
月

日( )

入場無料

あいれふホール

※開催日は当日コンサートにてお伝えいたしますので皆様にてご記入をお願いします。

■福岡市職員音楽会実行委員会ホームページ
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 検索
■本日の募金の寄付方法
本日のコンサートは「九州北部豪雨・熊本地震・東日本大震災チャリティコンサート」として開催していま
す。皆様からいただきました募金につきましては３等分してそれぞれの公的機関に寄付する予定です。
小さなお子様を連れの方へ：演奏中、お子様が声を上げられたり、じっと座っておられることが難しい場合は、他のお客
様のご迷惑となりますので、一旦ホールの外に出ていただきますようお願いします。あいれふホールには親子室もございます(定
員6名)。また、状況によっては当会のスタッフからお声をかけさせていただくことがございますので予めご了承ください。

