
改元記念・杉並令和音楽祭  

＜第 1 部および第 2 部プログラム＞  

第 1 部：11:00～14:00 

第 2 部：14:30～16:30 

【主催】 杉並プロ・アマ交流音楽会実行委員会 

【協力】聖楽院・日本水氣道協会 【協賛】杉並国際クリニック 

【後援】杉並区  

会場：杉並公会堂小ホール 

開催日：11 月 14 日（木） 

プログラム：全４部構成 

進行総監督：木村英一、進行参与（音響担当）：金澤克彦 

収録（DVD,CD）：オフィス・アミーチ 西松朝男、服部文雄 

 

第1部 聖楽院レッスン生発表会 

 

開演時間：11：00～14：00 

進行指揮：木村英一、進行参与：金澤克彦 

【出演者】 

ジャズ金澤克彦（ピアノ）＆秋山展廣（フルート） 

ピアノ（演奏）菊池眞理子、飯嶋志保 

ピアノ（伴奏）吉田奈津子、和田浩子 

フルート（演奏）八木華沙璃 

唱歌・合唱指導：東浩市 

唱歌（独唱・合唱）：（男声：８、女声 10、計 18 名） 

A 組：中川あい、鬼熊美由紀、大田由美子、名鏡香織、足立理恵、大橋節子 

B 組：加藤博文、林亮博、植田栄喜、松田要、高橋千晴、中西正子 

C 組：安田健吾、加藤元、関拓登、野口将成、大野道子、小池享子 



 

【演奏プログラム】 

司会：木村英一 

１） ご挨拶：杉並プロ・アマ交流音楽会実行委員会委員長・木村英一 

 

２） オープニング演奏：ジャズ・ピアノ金澤克彦＆ジャズ・フルート秋山展廣【10 分】 

 

３） 水氣道「イキイキ体操」の披露＜ホール内 Tutti（会場出席者全員）参加＞ 

協力：日本水氣道協会、指導・金澤克彦（水氣道理氣航法直伝） 

 

４） 出演者 Tutti（発表者全員）/指揮・東浩市、ピアノ伴奏・和田浩子：１曲【3 分】 

「ふるさとの」三木露風/石桁真礼生 各組リーダー 

                   A 組リーダー 鬼熊美由紀 

                   B 組リーダー 植田栄喜 

                   C 組リーダー 安田健吾  

５）ピアノ演奏Ⅰ：チャイコフスキー「四季」 op.37 より 11 月 “トロイカ” 

飯嶋志保【５分】 

６） 各組総員合唱：各 1 曲、計 3 曲【15 分】 

A 組/ピアノ伴奏・和田浩子、B･C 組/ピアノ伴奏・吉田奈津子 

A 組「希望」北原白秋/團伊玖磨      組リーダー 中川あい 

B 組「砂山」北原白秋/山田耕筰      組リーダー 加藤博文 

C 組「ゆりかご」平井康三郎（作詞・作曲）組リーダー  

 

７） ピアノ演奏Ⅱ：ラフマニノフ「ソナタ第二番変ロ単調 Op.36」より 

第二楽章 Non allegro            菊池眞理子【10 分】 

 

 

 ・・・ 休憩 ・・・ 

 

８） 各班トリオ合唱：各班１曲、計 6 曲【30 分】 

AⅠ班「母」竹久夢二/小松耕輔       トリオ・リーダー 名鏡香織 

BⅠ班「待ちぼうけ」北原白秋/山田耕筰   トリオ・リーダー 中西正子     



CⅠ班「さより」北原白秋/團伊玖磨     トリオ・リーダー 関拓登 

AⅡ班「浜千鳥」鹿島鳴秋/弘田龍太郎    トリオ・リーダー 大田由美子 

BⅡ班「あづまやの」清水重道/信時潔    トリオ・リーダー 高橋千晴 

CⅡ班「秋の野」北原白秋/團伊玖磨     トリオ・リーダー 大野道子 

 

９）フルート演奏（無伴奏）：八木華沙璃 

 

10）各班代表者独唱/ピアノ和田浩子･吉田奈津子：各班 1 名、計 6 曲程度【30 分】 

＜百人一首歌詞付きコンコーネ 50 番抜粋 ソロ独唱＞ 

〇コンコーネ No1.君がため、春の野に出でて 光孝天皇    足立理恵（A 組） 

関拓登（C 組） 

〇コンコーネ No.2 風そよぐ         従二位家隆   松田要（B 組） 

〇コンコーネ No.3 天つ風          僧正遍昭    小池享子（C 組） 

〇コンコーネ No.4 御垣守（みかきもり）   大中臣能宣朝臣 大橋節子（A 組） 

〇コンコーネ No.5 人も愛（を）し      後鳥羽院    加藤元（C 組） 

〇コンコーネ No.6 君がため、惜しからざりし   藤原義孝 鬼熊美由紀（A 組） 

                            野口将成（C 組） 

〇コンコーネ No.7 千早振る（ちはやぶる）  在原業平朝臣  高橋千晴（B 組） 

〇コンコーネ No.8 筑波嶺（つくばね）の   陽成院     中西正子（B 組） 

                             中川あい（A 組） 

〇コンコーネ No.9 花の色は         小野小町    名鏡香織（A 組） 

〇コンコーネ No.10 天の原          安倍仲麻呂   安田健吾（C 組） 

〇コンコーネ No.11 山川に                春道列樹    大田由美子（A 組）  

〇コンコーネ No.12 春の夜の                 周防内侍    大野道子（C 組） 

〇コンコーネ No.13 わたの原                 参議篁      野口将成（C 組） 

〇コンコーネ No.14 吹くからに             文屋康秀     林亮博（B 組） 

〇コンコーネ No.15 かくとだに        藤原実方朝臣   植田栄喜（B 組） 

〇コンコーネ No.17 世の中は                鎌倉右大臣    加藤博文（B 組） 

〇コンコーネ No.18 春過ぎて                持統天皇     中川あい（A 組） 

 

・・・ 休憩 ・・・ 

 

11）日本歌曲をファシリテータ―と一緒に歌いましょう 

〇初めの独唱「行々子（よしきり）」清水重道 /信時潔  大野道子（ A 組） 

〇「椰子の実」島崎藤村/大中寅二ファシリテータ― /植田栄喜（B 組） 



〇「花の街」江間章子/團伊玖磨 ファシリテーター/大田由美子（A 組） 

〇「夏の思い出」江間章子/中田喜直ファシリテーター/野口将成（C 組） 

〇「初恋」石川啄木/越谷達之助ファシリテータ―/ 加藤博文（B 組） 

〇「浜辺の歌」林古溪/成田為三ファシリテータ―/ 安田健吾（C 組） 

〇終わりの独唱「荒城の月」土井晩翠/瀧廉太郎/山田耕筰 林亮博（A 組） 

 

1２）伝統的訳詞で歌う讃美歌と新訳で歌うシューマンのチクルス 

〇「星の世界」 C.C.Converse 松田要（B 組） 

〇『詩人の恋』No1.＜麗しい五月＞飯嶋正広（訳詞）/R.Schumann 加藤元（C 組） 

〇『詩人の恋』No７.＜嘆くまい＞飯嶋正広（訳詞）/R.Schumann 加藤博文（B 組） 

〇『詩人の恋』No14＜夜毎の夢に＞飯嶋正広（訳詞）/R.Schumann 野口将成（C 組） 

〇『女の愛と生涯』No.1＜一目で好きになりました＞飯嶋正広（訳詞）/R.Schumann  

〇『女の愛と生涯』No.4＜私の指輪さん＞飯嶋正広（訳詞）/R.Schumann 中川あい（A 組） 

〇『女の愛と生涯』No7.＜この胸に＞飯嶋正広（訳詞）/R.Schumann 大田由美子（A 組）  

              

13）ホール内 Tutti（会場出席者全員）/指揮・東浩市、ピアノ伴奏・吉田奈津子【5 分】 

「むこうむこう」三井ふたばこ/中田喜直 

 

1４）水氣道「のびのび体操」の披露＜ホール内 Tutti（会場出席者全員）参加＞ 

協力：日本水氣道協会、指導・加藤博文（水氣道調血航法直伝） 

 

 

              

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 部 CD リリース記念プログラム： 

芸術歌曲「コンコーネ 50＆トスティ 50」小倉百人一首版 

 

開演時間：14：30～16：30 

 

進行指揮：木村英一、進行参与：加藤博文 

 

【出演者】 

ソプラノ野上結美、メゾソプラノ望月友美、 

テノール上原正敏、志摩大喜、テノール/バリトン飯嶋正広、 

フルート西巻有希子 

ピアノ（伴奏）吉田奈津子、黒木洋平、荻原由実、宮坂貴子 

 

【演奏プログラム】 

○「コンコーネ 50（中声用）」より、 

 

 バリトン・テノール飯嶋正広、ピアノ伴奏・吉田奈津子 

 コンコーネ 50-16「あしびきの」柿本人麿呂 

 コンコーネ 50-26「奥山に」猿丸太夫 

                   

                            所要時間：5 分程度 

 

 テノール・レッジェーロ志摩大喜、ピアノ伴奏・黒木洋平 

コンコーネ 50-１「君がため、春の野に出でて」光孝天皇 

コンコーネ 50-２「風そよぐ」従二位家隆 

コンコーネ 50-３「天津風」僧正遍昭  

コンコーネ 50-４「御垣守（みかきもり）」大中臣能宣 

 

                          所要時間：10 分程度 



 

 フルート演奏・西巻有希子、ピアノ伴奏・荻原由実 

 コンコーネ 50-25「このたびは」菅家 

 コンコーネ 50-49「田子の浦に」山辺赤人 

                             所要時間：５分程度 

 

 メゾソプラノ望月友美、ピアノ伴奏・荻原由実 

コンコーネ 50-8「筑波嶺の」陽成院 

コンコーネ 50-9「花の色は」小野小町 

コンコーネ 50-11「山川に」春道列樹 

コンコーネ 50-18「春過ぎて」持統天皇 

コンコーネ 50-24「難波潟」伊勢 

コンコーネ 50-42「忘らるる」右近 

所要時間：20 分程度 

 

・・・ 休憩 ・・・ 

 

〇「トスティ 50（高声用）」より、 

 

 テノール・レッジェーロ志摩大喜、ピアノ伴奏・黒木洋平 

トスティ 50-３「心あてに」凡河内躬恒 

トスティ 50-４「思ひ侘び」道因法師 

トスティ 50-９「あはれともいふべき人は」謙徳公 

トスティ 50-10「名にし負はば、逢坂山の」三条右大臣 

所要時間：10 分程度 

 

 フルート演奏・西巻有希子、ピアノ伴奏・荻原由実 

 トスティ 50-６「音に聞く、高師の浜の」祐子内親王家紀伊 



 トスティ 50-40「古の奈良の都の」伊勢大輔 

所要時間：６分程度 

 

 ソプラノ・コロラトゥーラ野上結美、ピアノ伴奏・宮坂貴子 

トスティ 50-36「夕されば」大納言経信 

トスティ 50-39「浅茅生の」参議等 

トスティ 50-43「百敷や」順徳院 

トスティ 50-47「村雨の」寂蓮法師 

トスティ 50-48「心にも」三条院 

トスティ 50-49・２「忘れじの」儀同三司母 

                          

所要時間：24 分程度 

 

 

 


