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国立音楽大学附属高等学校 内

本年、母校の創立65周年を迎えます。

行ヽ事を行ってまいりました8 ‐ ■

周年を祝うにあたり、

たヽしましたのでお知らせいたします。

詳細は本紙 5ページをご覧 ください。

日     程  2014年 11月 9日 (日 )

言己念 演 奏 会  国立音楽大学講堂大ホール 開演14時

記念パーティー  パレスホテル立川 開宴18時

■■|liI音高創立65周年記念祝祭合唱団」団員募集のお知らせ|lll■■|■

記念演奏会に於いて同窓生による

女声合唱を行うことになりました。

指   揮 :武田雅博先生

ピアニス ト:渕上 千里先生 菊池 大成先生

曲   目 :女声合唱「0昌歌の四季」三善 晃 編曲

つきましては下記のとおり合唱団員を募集いたします。音楽科、普通科の卒業生の方

集纂島i燒 ヒ鍬⑫甜lζttl織lξず
習および

募集人数 :30名以上 (上限なし)                |‐

参加資格 :音高卒業生 (年令の枠はありません、ただし女性に限る)  |

1本番日は午前中にリハーサル、17時頃の終演を予定しております。

合唱団参加申し込み方1濃
■    ‐

以下のメール、電話・FA測こて同窓会事務局までお申し込みください。なお、お問い合わせも等もこちらで受け付けます。

お電話でのお問い合わせは月曜日・水曜日の11時ん17時にお願いいたします。(ただし3月 17日～明 6日は春休みとさせていただきます。)

同窓会事務局 E¨mail onkou― d@amber.plala.or.ip 電話,FAX 0 4 2-572-8014

武田雅博先生プロフィール

1953年 東京生まれ。国
立音楽大学教育音楽学

科卒業。ウエストミンス

ター・クワイア・カレッジ

にて合唱指揮法最優秀
ディプロマを取得。全国
の講習会・コンクールで、

講師・審査員を担当。

2012～ 13年、NHK・ Eテ レ「スーパー合唱教室」
の講師を担当。著書に「おもしろ合唱事典」「短時

間でうまくなる合唱指導」(共に音楽之友社)その

他、編著。CD・ DVDなど多数。国立音楽大学附

属高等学校では2001～ 2014年非常勤講師(合唱

担当)。
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会員の皆様、お変わりございませんか。お元気でお過ごしの

こととお慶び申し上げます。また本日国立音楽大学附属高等学

校をご卒業の皆様、本当におめでとうございます。心よりお祝
い申し上げます。

本年度の活動を振り返りますと、附属高校の芸術祭で皆様か

らご寄付頂いた様々な品によるバザーを開催、その会場とは別
に一室をお借りして、パネルで紹介する「ハンナのかばんJコ ー

ナーを設置、アフタヌーンコンサート、「ハンナのかばん」上映会、
そして総会と行ってきました。

その中でのハイライトはなんと言っても「ハンナのかばんJ上

映会でした。生きる上で大切なものとは何か…。生物界が競争

原理の中で今を形成していることを考えれば、生き残るように

努力することこそ第一かもしれません。競争はお互いを高め、進

化へと繋がる面を持っていますので、上手に生かせれば大変な
パワーを生み出します。しかし勝つことだけに着目してしまい、

他にもある様々な恩恵を忘れ、他を排除することを推進してゆ

くと、どのような世界を倉Jり 上げるのでしょう。「ハンナのかば
ん」はそうした極端な考えへの警鐘でもありました。また差別が

もたらす恐ろしさと悲しさを伝えるだけでなく、人々の善意や愛
がもたらす奇跡も感じさせてくれる、大変意義深い映画でした。

鑑賞後のアンケートに「今の日本を思うと大いに不安を抱き

ます。感じたことをどのように生かしてゆくのか考えなくては
…・Jと言うような内容の回答も頂きましたが、私たちにとりまして

も、このムーブメントをどのように繋げてゆくのか、今後への課

題となったことは間違いありません。
その素晴らしい映画を、生みの親とも言えるホロコースト教

育資料センター代表の石岡史子さんをお迎えして、上映まで導
かれたスタッフの方々には、敬意と感謝の気持ち以外ありませ

ん。ありがとうございました。惜じむらくは当日の鑑賞者が少な

く、多くの方々にご観いただけなかった事です。反省材料とし、

次回へと繋げてゆきたいと思っております。会員の皆様方には、

同窓会が「親睦会J的な意味合いだけでなく、このような上映会
や講演会など、幅広い活動も行っていることをご記憶頂ければ

幸いでございます。
さて今年は母校65周年記念の演奏会、パーティーを開催す

ることとなります。そのようなわけで普段にも増して会員の皆様

方のお力を賜りたいと願っております。この大イベントが成功

裏に終えられますように、ご支援とご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。
2011年から大きく揺れ動く世界。その激動の時代を皆様が健

やかに過ごされますように、そしてそれぞれの場所で、益々ご活

躍されますように心から祈っております。
また様々な同窓会のイベントでお会いいたしましょう。

昨年4月 より、理事長を兼務することになりました。今後とも、
よろしくお願いいたします。同窓生の皆様には、日頃より母校の

教育活動にご理解を頂き、また多大なご支援を頂き、大変感謝
しております。
附属高等学校の卒業生の皆様については、個人的にも大学で

の教育の場面で、何人かの方々とお付き合いさせていただきま
したが、音楽科、普通科の出身を問わず、いずれも大変優秀で、

明るく、前向きな、人間として魅力的な方が多かったと感じてお

ります。卒業演奏会の出演者、大学院進学者も多く、近い将来
には博士後期課程を修了して、博士の学位を得る方も出るよう
です。その意味で、国立音楽大学の学生の骨格を形成している
のが、附属高等学校の卒業生の皆さんであるといって良いで

しょう。それは、高校までの段階での基礎教育の成果でもあると

思っております。またそれは、音楽に限らず、あらゆる領域で培
われたものと理解しております。そして、そのことが、卒業生の皆

様が、音楽を中心に様々な領域で活躍されている理由ではな
いかと思っております。

昨今、私立学校を取り巻く状況には大変厳しいものがありま

すが、その中にあっても、自由の精神を掲げて教育内容の充実
に努める附属高等学校は健闘しているように思います。引き続
き、ご支援、ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

「やよいJと いう、なんとも柔らかな音で呼ばれていた季節が

再び巡ってきました。
同窓会員の皆様には、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。

昨年の会報を手にされた頃から今日まで、皆様がお健やかな

日々を送っておられたこと、そして、間近になってきた2014(平

成26)年度の日々にも、たおやかな時間が流れてゆくことを祈
念しています。

皆様の母校 。国立音楽大学附属高等学校は、今年、創立65

周年を迎えます。1949(昭和24)年に学校が創設された当初は、

楽器や楽譜を入手することやコンサート開催などにも大変な

困難があったことと思います。その後の、高度成長期―バブルの

時代とその崩壊「失われた10年」21世紀の日 ・々・・ 0。 い
つの時代にもそれぞれのご苦労があったことでしょうが、先人の

方々のご尽力の一端は、同窓会主催の「創立65周年記念コン

サートJの演奏や運営に、結晶となって顕れることでしょう。また、
11月 8日の「第10回招待演奏会Jや 12月 17日 。18日 の「第62回

くにたち音楽会」での生徒の演奏、更には、9月 20日・ 21日 の芸

術祭でのパフォーマンスもまた、"く にたち"の歴史と伝統から

生まれた成果の一端ということになるのでしょう。

同窓会員の皆様には、どうかこれらのイベントだけでなく日

常にも母校にお運びくださり、皆様の歴史が刻まれた母校の近

未来の姿など感じ取っていただければ幸いです。

昨今、少子化とその影響が各界で語られています。本校も激

動の渦中に在ります。このような難しい時代であればこそ、創立

以来掲げ続けてきた本校の「自由の精神Jは、その輝きを増して

ゆくべきなのでしょう。そのために微力をつくしてゆきたいと考
えています。                   ‐

皆様には、これからも変わらぬご支援を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。



国立音楽大学附属 高等学校同窓会

,♂ .ヽ金 .証.ヽ`ウFヽ 今′ヽ 今♂.ヽ10Jヽ 金証1.0証 金ヽ証.ヽ 今7.ヽ 0.孤 .1‐.金誕 1ヽ伽.1,0.♂ ..ヽ Ow.ヽ・●″_ヽ .

会術察|'ヽ す二報告

昨年9月 22日 (日 )に行われた母校芸術祭にて同窓会が

バザーを出店いたしました。高価なドレスをはじめ、楽器

や書籍、CD、未使用の日用品、また手作りの小物など同

窓会員の皆様から寄せられ

たたくさんの品に加え、くに

おんオリジナルポロシャッも

作製し、バラエティ豊かな品

揃えでご来店いただいた多

くのお客様から大好評をい

ただきました。品物をご寄付

くださった皆様にこの場を借

りて厚く御礼申し上げます。

翡屎耳講認乳娼
昨年11月 17日 に母校3号館生徒ホー

ルにて総会、パーティーを開催いたし

ました。ミニコンサートでは、音楽科3

年生 フルート三入あいさん、ピアノ松

尾賢志郎君にシャミナーデのコンチェ

ルティーノを演奏していただき華やか

な会となりました。

国立音楽大学 附属 高等学校同窓会

一般会計決算           一般
`平成24年 10月 22日 ～平成25年 10月 31日       平成25年 11月 1[

今年は65周年記念行事となります。

退職された先生方、現役の先生方もた

くさんいらっしゃると思います。ぜひ多

くの卒業生のご参加を心よりお待ちし

収入の部

f4 目 予  算 決  算

繰越金 12,332,520

2,780.000

12,332,520

2,760.000会  費

預金利息 4,000 2381

総会会費 80,000 65,500

主催者行事費 0 10,000

名予本i(普楽■8回生からll寄付を含む) 0 51.200

印刷費 0 100000

奨学金返金 0 0

計 15,196,520 15,321,601
ております。

一般会計予算
平成25年 11月 1日 ～平成26年 10月 31日

収入の部

繰越金 11,309,913

2.520,000会 費

預金利息

総会会費

主催行事費 60,000

3.000,00065周年記念行事費

奨学金返済

Dl 16,951,913

支出の部

科 目 予  算 決  算

事務費 1,250,000 1,240,960

交通費

1,400,000

0

1,303,360通信費

振込手数料 1000

事務用品費 10,000 2,205

会議費 150,000 113,000

慶弔費

印 刷 費 桧 報 総会案内等 )

60,000 56,250

550000 760725

総会費 100,000 100,000

総会費補助 3,500

謝  礼 10,000 4,200

管理費 70.550

記念品代 180,000 158500

雑 費 66,760 0

主催行事費 100,000 198,438

奨学金貸出 493.760 0

奨学金基金 10,500,000 0

今年度支出合計① 15,196,520 4,011,688

次年度繰越金額② 11,309,913

支出合計 (① +② ) 15,321,601

支出の部

事務費皓む人件費) 1,240,000

交通費 5,000

1,350,000通 信 費 (会報、総会案内)

振込手数料 1000

事務用品費 10,000

会議費 100,000

総会費

総会費補助

60,000

慶弔費 100000

F口昂J費(会報 総会案内等 )

主催行事費

500,000

謝  礼 10,000

管理費 80,000

記念品代 160,000

奨学金貸し付け 493,760

奨学基金 10.500,000

65周年記念行事費 2,000,000

雑 費 272,153

支 出 16,951,913
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昨年10月 26日 、母校スタジオにて第4回 ア

フタヌーンコンサートが開催されました。台風と

いう悪天候の中、多くのお客様に足を運んでい

ただきました。オペラ歌手の歌声や、ピアニスト

の迫力に圧倒され、また普段聴くことの出来な

い龍笛を堪能し、子供達はディズニーとジブリ

の世界を楽しみ、フルートとヴァイオリンの華や

かさにふれることが出来ました。

1.オベラ『カソレメン』より||

|  「′VヾネラJ III I

I「セギディリア」

2.ノ クターン第 2番

英雄ポロネーズ

3.「呉女」(呉の国のお后)

4ディズニー | |  ■ ‐

ミシキ■マウスマ■チ

‐ 小さな世界

||  ラブソングメドレニ

5.崖の上のポニヨ

| |‐ となりのトトロより「さんぽ」
| ハナミズキ      |

6フメリカ小二重奏曲

◆プログラA●

・   ビゼ■ |

ショパン

ル,シ多鳩鶏1曇｀
■

1ビ
シノ1菊地1珠皇

ピアノ ィJヽ宮康裕

||||‐ 1籠奮■金子‐弘美

フル
=卜

■日野真奈美

ヴァイオリシ■皇野‐沙織

|||ビアン|二十嵐稔

■|フル■ト ロ野真奈美

ヴアイオリン 星野 沙織

ピアノ 五十嵐1稔

;i::;1とli軍11里は
■||||||づライォリジ1星軒渉織

久石譲   | 【三圭姜】||■ ||
久石譲

マシヨタツロウ

ドップラ=  |

い が'な九」 第3弾同窓会主催講演会「映画『ハンナのかばん』上映会&石岡史子女史による

お話Jは、2013年 11月 17日 (日 )午前10時半開演で母校の講堂で催されました。

原作の訳者でもあり登場人物でもある石岡史子さん(NPOホロコースト教育

資料センター代表http://www nejp/asahi/holocaust/tokyo/)を お招きし90分のドキュメンタリー映画を上映し、石岡さん

にはその映画に関してのお話やご自身が代表されるNPOの活動についてもお話ししていただきました。同窓会員以外の方々にも

ご来場いただき100名を超える来場者数でした。当日は石岡さんに密着取材されている中国国営テレビも入りました。また当日お

願いしたアンケートも多くの方々に書いていただき、その内容からこの講演会が高評を得て終えられたことが伺え、今後の活動への

大きな励みとなりました。 (宮下 ゆかり 1989音 40)
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65周 年記念行事概要

母校創立65周年を記念して下記のとおり周年行事を行います。

演奏会のチケット販売、パーティーの申込み方法等は8月 末～ 9月上旬に発送する

「65周年記念行事号外」に掲載いたします。

ヽ

晨」滸 :‐

河原 忠之 (1982音33)・■|‐

パイプオルガン

青木1早希照000普
,「と,

T鍮ま|

膚纂夢漏:轟

冬
■
●  ■

■■   ..
●■‐    ■■|

大野 ‐光彦

松井
・

敦子

(1978モ旨29)

(1986モ旨37)

で2005竃旨56)

美帆 (200扉事o
横溝 材■

.大
内 麻央

屹
67甲

,「「マ ツ孔]イ
~1麿かι幌駆損覧Υλ覗の1｀

ドらパ レス ホ テ ル立 り|| ～ ロー ズル ー ム～ にて

♪同窓生のみなさまの集いが音高の未来を明るいものにすることでしょう。

ぜひ、お誘い合わせの上、ご予定くださいますようお願いいたします。

みなさまからのご提案、企画などもお待ちしております。(パーティー委員 小佐野実穂 1986音37)

記念演奏会

20イ1年 11鳳0日  (日 )

(特別会員)

(特別会員)

(特別会員)
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平成24年度

音楽科 伊藤 太郎さん

普通科 須藤 美佳さん
(2013音60

(2013普48)

:

狡嚢嚢黒累野壺轡駈礼盟
絆 訟雛 繹 繁瑯濾 ξ
全国の多くの逸材と共にこの難関に挑戦し、みごと合格。初

1曇夏宣源纏進県蜃言言覆嬰曇11簿青写臀ξ呵ア
者に対して、

●春休み合唱教室

3月 30日 (日 )に、新小学4～ 6年生対象(附属小学校の児童はの

ぞく)の「春休み 合唱教室」を行います。在校生といっしょに楽

しく歌いましょう!ホ ームページから申込ができます。ご参加を

お待ちしております。

●夏休み楽器作り体験教室

音中は昨年8月 23日 (金)に小学4～ 6年生対

象の「夏休み楽器作り体験教室」を行いま

した。音のしくみを学びながら、「レインス

ティックJを作りました。

●音中合唱部がゆずと共演

音中合唱部はNHKの「SONGS」で、「ゆず」とともに平成25年

度のNHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲「友～

旅立ちの時～Jを演奏しました。この様子は、3月 1日 と7日 に

NHK総合で放送されました。

― 受験対策講座 一

KUN10N講座 2014 Spring ЭSummer【無料】

2013年度より音中入試対応の「音中コース」がスタートしまし

た。音中への受験をお考えの方は、ぜひご

入会をおすすめします。詳細はホームペー

ジをご覧ください。
http://www kuniOn.ed ip/

受験コース・さくらコースのご用意があります。    の奨学生となることが決定しました。

― 受験対策講座 一       小倉さんは音小時代からその才能を注目され、高校在学中には第 9回招待演奏会に

KUN10N言 庸座 2014    出演したほか、多摩フレッシュ音楽コンサート2012の ピアノ部門最優秀賞を受賞するな

ド 酬 裔 ‐‐ 1鮮 」1群
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生徒による校外演奏
国立市内や近隣地域の病院、介護老人施設や福祉会館、商店

会からも生徒による演奏の依頼をいただいております。年末の院

内コンサートは定番となりつつ、今回は多摩市のウィズチャイルド

幼稚園にもお声がけをいただき、いつもとはまたひと味違ったクリスマスコンサートを、小さなお客様た

ちと過ごしました。本学園と国立市の連携による大学通リイルミネーション点灯式では、本校作曲科教

員である山本康雄作によるファンファーレと生徒達の金管アンサンブルで幕を開けました。

中から7名 )入学し、2年生46名、3年生41名を含め137名が在
籍しています。1年生では、各教科基礎力をしっかり身につけ
るべく1日 7時間の必修授業が5日 間行われ(週35単位)、 進路
指導によって目標がある程度定まる2・ 3年生は、自分の進路
に応じた多くの選択科目を履修するため各自が異なる時間
害Jと なっています。

生徒は毎日の授業に熱心に取り組み、土曜講習や長期休
暇中の特別授業なども含め学力の向上に努力しています。ま
た、体育祭や芸術祭などの全体行事のみならず、普通科生徒
会独自の行事である新入生歓迎会やスポーツ大会、音楽祭
などにも積極的に参加し、ほとんどの生徒が部活動に入部し
ているなど、充実した高校生活を送っているようで

1年生は昨年10月 に秋の旅行として長野
を訪れ(2泊 3日 )、 2年生は4月 上旬に予定さ
れている沖縄への修学旅行(4泊 5日 )の準備
を着々と進めています。3年生は全員が無事
卒業し、ほとんどが将来の目標につながる

定して新たなスタートを切っています。
2014年度も数回の学校説明会や個別入試相談を予定して

いますが、普通科に関する問い合わせや進学の相談がありま
したら、気軽にご連絡していただければと思います。
☆主な合格大学 (2月 末現在)

電気通信大学、早稲田大学、中央大学、成嗅大学、成城大
学、明治学院大学、獨協大学、駒澤大学、日本大学、芝浦工業
大学、工学院大学、神奈川大学、白百合女子大学、実践女子
大学、国立音楽大学
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・ ―――   ___・ 国立へは東京の端から端で遠く感じる年令に

なりました。十数年前より本校に御縁のお有りになった先生に付いて

歌っております。交通の便が良いので国立の静かな昔の風景を目に浮
かべております。ホール(音楽会)で若い方々の活躍に触れております。

清岡敏子(1952音 3)

赤い三角屋根がなくなったのが寂しいですね。  南 彩子(1959音 10

震災後2年半たって周囲も大分落ち着きを取り戻して来ました。地元で

は毎日津波の時の人々の行動等の情報番組を取り上げています。いま

だに沿岸方面には恐くて行けません !    卓地 美知子(1967音 181

2020年 TOKYOオ リンピック開催決定おめでとう !50年位前の

TOKYOオ リンピックの時、国立音大附属普通科在学中に、代々木体

育館に体操競技 (チ ャスラフスカ)チェコを見に行きました。外国の人た

ちと手をつなぎ競技場の外で、輪になって何か、歌を歌ったのを覚えて
います。7年後も生きていて、競技を見に行くでしょう!!

浜田夏子(1967普 21

役員の皆々様、御苦労様です。今回も行事と重なり欠席させて頂きます。
60才を過ぎ未だ現役で幼稚園の子供達と毎日元気で走り廻り、制作し

たり、笑顔をモットーに頑張っております。孫の様な子供達や若い先生

から元気と若さをもらって、身体の続く限り頑張ろうと思っています。

朝比奈 久美子(1970普 動

卒業後40年近くの月日が流れました。数年前 ドイツのシュタイナー教

育の理念にめぐり合い生きることを新たな感じ方で判断できるようにな

りました。この先も未知の自分をひろい集めたいです。附属高校のご繁

栄を願っております。 村岡 明子(1976音 2乃

音楽から離れた、大に関わる仕事をしていますが、何ヶ月かに1回はや

はり音楽会等に足を運ばないと“禁断症状"?がでます。音高で養った

柔軟さは役に立っています。 鈴木 琴美(1980音 31)

卒業してから年数がたち、昨年久しぶりに高校の同窓会に参加致しま

した。普通科ではありましたが、合唱など昔の音楽の思い出に花が咲き

ました。お互いをあだ名で呼び合うのも久しぶり。

山崎 奈津子(1981普 16)

同窓会は大切なものです。何年たっても、お世  今年は、満50歳を迎える私達は、あちこちで「半世紀を祝う会Jと 集まっ

話になった学校のことは忘れませんし、忘れて  ています。いつ会っても学生時代に戻れる楽しい仲間に感謝していま
はいけないものです。 助川 敏弥(1951音 動  す。音中、音大より、なぜか「音高Jの話になるのが不思議です。これから

も友人を大切にしていきます。 豊田 由美子(1982音 3助

おせわになっております。現在、3歳の子供の育児という「修行(?!)」
にとりくみながら、臨床心理士という立場で精神科デイケアの患者さん

たちの合唱指導を続けています。音楽が生きる力になることを実感して

おります。 末木 まり(1991音42

中学校に勤務して15年となりました。日々、どうやったら音楽の楽しさを

伝えられるかと悩みは尽きません。これからも一人でも多くの子が音楽

好きになってくれるよう頑張っていきたいと思っています。

八代 美砂子(1994音 4動

卒業して13年。子供2人と慌ただしく充実した毎日です。「ママ、歌おし

えてJと 2歳の息子に言われる毎日です。来年からは甥が音中でお世話
になる予定です。 山本 めく

｀
み(2000音 51)

自宅で音楽教室をしておりますが、小学3年生の頃から通ってきている

歌の生徒さんが“先生のようになりたい !"と言ってくれ、中学生になっ

たこの春から本格的に音高受験に向けスタートしました。KUNION講
座の様子を聞き、懐かしい先生方のお名前がでてきます。私の師匠(山

咲史枝先生)に孫弟子のレッスンをお願いできる日を夢見て、私も精一

杯、彼女の応援をしています。 土屋 朱帆(2000音 51)

現在、公立中学校教員生活7年 目です。同じ地域に音高の先輩も働い

ており、―ヶ月に1回は仕事で交流しています。こうして、国音出身の教

員仲間が増えるのは嬉しいことです。HPが新しくなったり、学校パンフ

レットがリニューアルされたりと、母校の情報がわかりやすく得られる

のはとてもありがたいです。これからも頑張ってください。いつも楽しみ

にしております。 大橋 昌代12001音 521

2010年に結婚し、現在は兵庫県に在住しています。幸いなことに関西は

音楽大学が多いため、新たな音楽のつながりや活動に恵まれています。

色々な話を伺っていると、国音のすばらしさを再認識させられることも

多々あり、卒業生でよかったと改めて感じています。

平澤 雅美υ001普 361

初めての同窓会、参加できずに残念です。卒業して間もないですが、先

日久しぶりに書類を頂きに学校へ行きました。国立駅から学校まで行く

道すがら、なつかしくて涙がでました。いつもあたたかく迎えてくれる先

生ありがとうございます。 松嶋 塁12013普 481
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【以下の演奏会を後援いたしました】
☆佐々木 亜矢子 ピアノリサイタル ★プーラング祭 ～没後50年を迎

えて～0日田 茂士)★国立音楽大学附属高等学校合唱部 第18回 定

期演奏会 ★コーラス・インファニ☆公演 プレアデスvol l★小林 麗

ピアノリサイタル ★プロムジカ くにたち 10周年記念コンサート(音高

卒業生・羽田喜久代・河原 忠之)★高木早紀 ヴァイオリンリサイタ

ル(弘中 佑子)★小原 孝 ピアノリサイタル ～逢えてよかったね友だ

ちプロジェクト～ ★堀江 明子 ピアノリサイタル ☆マーガレット歌の

会 第4回 うたの発表会 (南高 まり)★ソコイスツ。コンサートシリーズ

34(若崎 宏 。内川 裕子・枝並 雅子・渡辺 秋香 。吉野 薫 。宮澤

等・朝山 裕子)☆大野 光彦 テノールリサイタル～オーソーレミーオ

～ ★波多野 由美子と6つの合唱団の饗宴 ★岡田梨沙ピアノリサイタ

ル ★武藤 聡子ピアノリサイタル ★森の音楽会vo1 2小玉もな&和田

紘平 ジョイントコンサート★男弾団(安藤 丘 。小宮 康裕・二瓶 充・

菊池 大成)★山下美和子 門下生による水辺の楽しいコンサート★廉

田 明子&浅沼 知佳Duoリ サイタル ★瀬川 裕美子 ピアノリサイタル

vo1 2フ レデリック・ショパン～未来への希求～ ★若崎宏ピアノリサ

イタルベートーヴェンピアノソナタ全曲演奏会vo1 5☆ ウポポ。ウタリ

(吉田絵美子 。内野優子 。大竹 創作・奥田美穂・尾崎久美子・鴨

下 ゆかり。竹村 真季・堀田万里子 。内藤 友紀子)★安藤 丘&弘

中 幸子デュオリサイタル ★TiOdosTias2本 のフルートとピアノのた

めのコンサート第3回 (日 賀野玲子・渡辺 香)☆中瀬絹枝ソプラノリ

サイタル(津嶋 啓一)★Autumn Concert秋 の夜に響く、音の調べ

(正清 広美 。丸山 朋子・忍田 純子・鈴木 恵・野原 千代 。上田 彩

子)☆加藤 未奈 木村 早紀ピアノジョイントコンサート★森岡有裕子

フルートリサイタル ★黒田 なるみ&石井 里乃デュオリサイタル～帰

国記念
～

☆Mii&HINA～音で綴る物語～(三宅 由紀子 。他)★ソロ

イスツ35回記念ガラ・コンサート(神林 紘一 。小林 光裕 。奥村 智

洋・宮澤 等・羽根田 宏子・渕上 千里・鹿内 芳仁・菊池 大成・和

田茂士 。奥田雅代 。進藤 桃子・荒木 泰俊・亀田賢 。大友 太郎・

堀川豊彦・五十嵐稔・佐藤恵美・星野安彦)★谷りil留美ピアノ・

リサイタル ラフマニノフヘのオマージュ ～生誕140年没後70年によせ

て ☆クリスマスコンサート(坂本いづる)★クリスマスコンサート(高

橋奈那子)★山元香那子 。松元博志 ピアノジョイントリサイタル(山

元香那子)★EUREKA(白 井 美帆)★Salon cOncert(枝 並 雅子・

堀川 豊彦・五十嵐 稔)★KreuniOn Classic Concert(橋 本 美香・

瀬川 千穂 。長竹 規江 。高崎 繭子)☆山上純子ヴァイオリンリサイタ

ル ★第20回アンサンブルトライアウトコンサート国立音楽大学附属高

等学校オーケストラ

【今後、後援予定の演奏会】詳糸日はホームページをご覧下さい。

☆東京多摩歌劇団第一回公演 モーツァルト作曲『魔笛』全2幕 日本語公演 (4ヽ

澤慎吾訳)鹿内芳仁(特別会員)小宮康裕(1985音36)堀内瑛里(2011音 62)

【4月 19日 (土)13:00開演東大和市ハミングホール大ホール】

☆土居里江ピアノリサイタル(1994音 45)

【5月 6日 (火・祝)14:00開 演サンポートホール高松第1小ホール】

【5月 30日 (金)19:00開演社のホールはしもと】

☆アンサンブル・アイスフォーゲル第2回演奏会山田晴代(1969音 20)

【5月 11日 (日 )14:00開 演」ヽ金井市民交流センター】

☆小宮康裕五十嵐稔 ジョイントリサイタル(1985音 30

【5月 24日 (土)18:00開 演国分寺市立いずみホール】

☆瀬川裕美子ピアノリサイタル vO1 3

【6月 14日 (土)15:00開演 トッパンホール】

☆モーツァルト作曲オペラ『魔笛』中村春美(1980普 1動・秋山尚子(1986音 37)・

魚卸‖久美子(1986音 37)・ 糟谷有梨 他

【6月 22日 (日 )14:00開 演府中の森芸術劇場どリーむホール】

☆赤松美紀(2008音59)&阿部伊吹(2008普43)ジ ョイントリサイタル

【7月 5日 (土)19:00開演八王子市芸術文化会館いちょうホール】

☆男弾団安藤丘・二瓶充(1983音 30・ 小宮康裕(1985音 30・ 菊池大成(特別

会員)

【8月 6日 (水)19100開演 国分寺市立いずみホール】

☆ソロイスツ・コンサートシリーズ36内川裕子・渡辺秋香・津嶋啓―・

小林裕・阿部磨(特別会員)上田彩子(1988音39)他

【12月 5日 (金)19:00開 演三鷹市芸術文化センター風のホール】

☆荒井雅至とムシカアレグレによる弦楽アンサンブル荒井雅至(1968音 1助・

小宮康裕は985音 30

【12月 7日 (日 )15:00開演こもれびホール】

韓馨塞贔鑢聾聾諦
■||
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住所変更などがございましたら、下記までご連絡くださいますよう

お願いいたします。

E‐ma仕 oXou‐d@ambe■plala.o可p

HP:httpプ7恥躙躙Lhmhachionkou,org/‐

TEL・ FAX 042～ 572-8014(事務局直通)

事務取扱時間は原則として月曜日。水曜日1lЮO～ 1■ 00です。

(夏休み等、学校の長期休暇中を除く)

簾簿難輩が:ぢ埋
動蟻瑯■まなお1膚などの紹介等


