
2015 つくば市民文化祭

第38回

音楽会

ノバホール（入場無料）

11月7日（土） 11:15 - 17:00
11月8日（日） 11:30 - 16:00

主催　第 3８回つくば市民文化祭音楽会実行委員会　　http://tsukubacitymusicfesta.wordpress.com/　 

7日
Part 1    11:15 ～
器楽団体

Part 2    13:10 ～
合唱団体

８日
Part 1    11:30 ～
器楽団体・独奏

Part 2    12:40 ～
器楽独奏・アンサンブル

Part 3    14:30 ～
声楽独唱・アンサンブル

※開始時刻・終了時刻は変更になる可能性がございます。
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１　オカリーナ桜

２　つくばコカリナを吹く会「風の輪」

３　ことりの木

かっこうワルツ　　　　J.E.ヨナッソン

赤とんぼ　　　　　　　山田耕筰

トトトの歌　　　　　　作曲者不詳

ＴＨＥ　ＲＯＳＥ　　　A.マックブルーム

シュワ・ジェヴェチカ（森へ行きましょう）　ポーランド民謡

もみじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡野貞一作曲

あの素晴らしい愛をもう一度　　　　　　　　加藤和彦作曲

筑波山　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒坂黒太郎作曲

ロング・ロング・アゴー　　　　　　　　　　T.H.ベイリー作曲

「組曲第１番」より　　　J.S.バッハ

鳥の歌　　　　　　　　　C.ジャヌカン

笠間の工房でひとつひとつ手作りされているカンターレ・オカリーナ。その優しくて深い音色は、聞いている

人だけでなく、演奏する私たちの心をもあたたかく包み込んでくれます。

ひとりで吹くのも良し。でも仲間と音を重ね、美しいハーモニーが生まれた時の喜びは格別です！

まだまだ練習中ではありますが、オカリーナの響を少しでも知っていただけたらと思います。

私達の会は、木でできた小さな笛「コカリナ」に魅せら

れた者の集まりです。

「コカリナ」は、木から生まれる優しい音がします。半

音を出せるので様々な調も演奏できます。

形は小さく軽くかつ丈夫、だからひもで首に下げ外出も

できるヨ。

今年もこれらを知っていただきたくて参加しました。「コカリナ」の魅力が皆さんに伝わるよう願っております。

私たちはリコーダーアンサンブルです。週１回、メンバーの好き

な曲を持ち寄って楽しんでいます。

バッハはメンバーの皆が大好きな作曲家です。多くの作品があり

ますが、少しずつ挑戦しています。

「鳥の歌」はルネッサンス期に活躍した作曲家の歌曲です。

かわいい小鳥の歌と思いきや、ピーチクパーチク人の悪口だらけ！

今日はリコーダーでの演奏です。

11/7 （土）Part1　11:15 ～　器楽団体

練習日：第２・第４火曜日　１：30 ～３：30
場　 所：栗原交流センター・桜交流センター
指導者：平本孝雄・笠間市在住（年５回指導）
連絡先：丹藤（たんどう）　Tel. 090-4122-7213

練習日：毎月第１・３月曜日10：00 ～ 12：00
場　所：つくば市小野川交流センター
代　表：田中サトエ
連絡先：Tel  029-851-7404

練習日：毎週水曜日　午後
場　所：土浦市四中地区公民館
　　　　ピアッツァアルテ音楽教室　他
連絡先：野上　Tel. 029-824-3481



４　チェロアンサンブルＴＳＯ

５　ユーリカ・ギター・アンサンブル

６　ツクバツカヤ　バラライカ

ユリウス・クレンゲル作曲　４つの作品より

　無言歌

　ガボット

　マーチ

カノン　　　　　　　　　　　　ヨハン・パッヘルベル

ティコ・ティコ（ショーロ）　　セギーニャ・アブリュー

鐘の音（ショーロ）　　　　　　ホアン・ペルナンブコ　　　全曲・新間英雄編曲

月夜　　　　　　　　ウクライナ民謡

出逢い　　　　　　　古いロマンスを主題とした変奏曲

つくばファンタジー（メドレー：一週間～ふたつのギター～月は輝く）

クレンゲルは19世紀後半から20世紀前半に活躍したチェロ奏者で、ライプツィヒ・ゲバントハウス・管弦楽

団首席チェロ奏者を務め、同時にライプツィヒ音楽院教授としてフォイアマン、ピアテゴルスキー等チェリス

トを育て、チェロの為の作品を多く残した。

そんな彼のチェロ四重奏曲より３曲を演奏します。

一発屋パッヘルベルの名曲。繰り返される低音の上に旋律

が変奏される「主題と変奏」の基本である。

バロック音楽としては緩やかな和声進行で、日本の和声ポッ

プスに多く使われた。次のショーロはブラジル・リオのアー

バン・ミュージックでボサノバ以前に流行した。ティコティ

コは小鳥が餌をついばむ様子の描写曲で速弾き曲として有

名。鐘の音はショーロギター曲の名作。

7年前に5名でスタートした「ツクバツカヤ　バララ

イカ」は、「東京バラライカアンサンブル」の首席奏

者「八田先生」の熱心な指導のもとに、ロシヤ民謡、

映画音楽からクラシック音楽と幅広いレパートリの曲

を練習しています。バラライカはまだまだ日本ではマ

イナーな楽器ですが、ドムラ、バヤン、グースリなどと同じく、ロシヤの庶民に親しまれた楽器で、繊細で美

しい音色の楽器です。

練習日：毎週水曜日1:00 ～ 4:00
場　所：並木交流センタ
連絡先：029-843-0793
代表者・清水悠紀子［会長］
指導者・新間英雄（東京在住ギタリスト）
指　導：新間英雄・東京世田谷在住ギタリスト
　　　　（月三回指導）

練習日：毎月第2、第4金曜日　13:00 ～ 18:00
場　所：つくば市南中妻セントラルタウン　自治会館
連絡先：山田　Tel. 029-838-0192
　　　　冨樫　Tel. 029-843-5792
練習日には、どなたでも、お気軽にのぞいてみて！

指揮：八田圭子



１　シルバーコーラス並木

２　フロイデコールつくば

３　コールさくら

11/7 （土）Part2　13:10 ～　合唱団体

指揮：下田洋子　　伴奏：平佳子 

指揮：落合祐子　　伴奏：横山明子

指揮：佐久間和子　　伴奏：西尾美保子 

竹田の子守歌　　　京都地方民謡　土屋公平　編曲

白いなしの花　　　戸田美智子　作詞  渡部節保　作曲

南海譜　　　　　　谷川　雁　作詞　新実徳英　作曲

赤とんぼ　　　　　　　三木露風　　作詞　　　山田耕筰　　作曲　　　源田俊一郎　編曲

においすみれ　　　　　後藤一夫　　作詞　　　見角幾代　　作曲　　　伊藤康英　　編曲

平城山（ならやま）　　北見志保子　作詞　　　平井康三郎　作曲　　　岩河三郎　　編曲

女声3部とピアノのための「長くて短い六つの歌」より

　春の土　秋の土　　　　　　　　　　　新川和江　作詞　　林光　作曲

　声　　　　　　　　　　　　　　　　　吉原幸子　作詞　　林光　作曲

　時（とき）　　　　　　　イギリスのなぞなぞ詩による　　林光　作曲

三曲とも、情景が浮かんでくるような歌です。それぞれの

思い出に重ねてお楽しみいただけたらと思います。平均年

齢74歳。澄んだ歌声を目指してますますみんな元気に歌う

ことを楽しんでいます。

落合先生を中心に、50 ～ 70代の女性たちが気兼ねなく集ま

り、毎週楽しく練習しています。

「赤とんぼ」は、皆さんがご存じの通り国民的童謡で、年代を

問わず歌い継がれるべき歌です。

「においすみれ」は、見角幾代さんが作曲したすてきな歌。

「平城山」は、古代の恋に重ね忍ぶ恋の物語です。

アットホームな雰囲気で、楽しく練習しています。最近は、

林光の曲を課題にしています。初めの内は難しくて上手く歌

えませんが、指揮の先生のていねいな指導で、だんだん曲想

がわかり、歌うのが楽しくなっていきます。

良いハーモニーで歌えるように、気で体を一杯にし、みんな

ニコニコ顔で頑張っています。今日はどれ位ハモって歌えているでしょうか。

練習日：第2・3・4金曜日　10:00 ～ 12:30
場　所：並木交流センター　音楽室
連絡先：阿部 Tel. 029-857-4506

練習日：毎週火曜日　10:00 ～ 12:00　
於：松代交流センター音楽室、落合宅
連絡先：国谷（代理） Tel. 090-4711-7014

練習日：毎週水曜日　10:00 ～ 12:00
場所：吾妻交流センター　音楽室
連絡先：萩原 Tel. 029-858-2136
http://sound.jp/choir-sakura/index.html



４　コーラスかもめ

５　たけのこ合唱団

６　男声合唱団ΚΟΣΜΟΣ

７　コール茎崎

指揮：沢尻トヨ子　　伴奏：友常清美 

伴奏：北勇真

指揮：片山秀樹 

伴奏：陶山高志

グループの歌：かもめの水兵さん
エーデルワイス　オスカー・ハマスタイン２世・阪田寛夫　作詞　　リチャード・ロジャーズ　作曲
泉のほとり　　　　　　　川尻泰司・井上頼豊・長沢勝俊　訳詞　　　　　　　　ノヴィコフ　作曲
母さんの歌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪田　聡　作詞・作曲
希望のささやき　　　　　　　　　　　　　　　緒方凉子　作詞　　　　　　　Ａ・ホーソン　作曲

心の瞳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木とよひさ　作詞　　三木たかし　作曲
あの素晴らしい愛をもう一度　　　　　　　　　　　　　　　　北山修　作詞　　加藤和彦　作曲

Heilig J.P.ノイマン　作詩 シューベルト　作曲
Die Nacht F.A.クルムマッヒャー　作詩 シューベルト　作曲
最上川舟唄 山形県民謡 清水脩　作曲

美しく碧きドナウ 堀内敬三　作詞　　Johann Straus　作曲　　津川主一　編曲

明るい話題が少ない昨今、月に二度集まり、思いきり声を出すと、明日の活力が湧いてくるような気がします。

なかなか上達しませんが、やる気満々の元少年少女たちの集団です。

私達たけのこ合唱団は、茨城県立竹園高校合唱部のOB・OGによっ

て構成されている合唱団です。月に２回程と少ない練習時間ですが

毎回楽しく練習に励んでいます。皆様の心に響くよう心を込めて歌

いたいと思います。

男声合唱を愛して止まない男たちが、片山氏の指導のもと、歌い

続けて早三十余年。その割にはなかなか決まらないハーモニー・・・。

それでもたまには決まる一瞬の快感を忘れられず、まだまだ歌い

続けるコスモスです。（実力の半分はノバホールでできています）

今年は久々にドイツ語の歌にも挑戦します。

今年はヨハン・シュトラウスのワルツ「美しく碧きドナウ」

に挑戦いたします。ドナウ川のさざなみやウィーンの風景を

連想していただけるよう心を込めて歌います。12月12日（土）

には つくば市ふれあいプラザ多目的ホールにて、クリスマス

コンサートを開催いたします。楽しいひと時になるよう、様々なジャンルの曲を練習中です。是非、お越しく

ださい！！

練習日：隔週土日19：00 ～ 21：00
場　所：竹園交流センター
連絡先：染谷gndxb005gmail.com

練習日：毎週土曜日　15:30 ～ 18:00
場　所：小野川交流センター　多目的室
連絡先：宮本 Tel. 029-852-5907

練習日：毎週土曜日　14:00 ～ 17:00
場　所：茎崎交流センター、ふれあいプラザ
連絡先：大宮 Tel. 029-873-7907



８　混声合唱団アンダンテ

９　ヴォーカルアンサンブル・つくば

10　筑波大学男声合唱団メンネルコール

指揮：佐久間和子　　伴奏：伴奏：恒岡俊子

指揮：半田　曉

虹を渡って 山崎　朋子　作詞・作曲

星降る夜 フルリーナ　作詞　　富澤　裕　作曲

げんげ田の道を　　　　　　　　　　　林　望　　作詞　なかにしあかね　作曲

ちいさい秋みつけた　　　　　　サトウハチロー　作詞　　　　中田喜直　作曲　　猪間道明　編曲

雪の降るまちを　　　　　　　　　　　内村直也　作詞　　　　中田喜直　作曲　　猪間道明　編曲

雨　　　　　　　　　　　八木重吉　作詩　　多田武彦　作曲

かっぱ　　　　　　　　谷川俊太郎　作詩　　木下牧子　作曲

秋のピエロ　　　　　　　堀口大学　作詞　　　清水脩　作曲

いつの間にか「アンダンテ」は発足して10年を超えました。

今回は、"虹"＝昼の空、"星"＝夜の空、ということで、空

の大きさと人の繊細さを表現しようと練習中です。実際は、

高音や裏拍と格闘しているのですが……。

団員募集中。合唱が初めての団員もいるので、ちょっとで

も興味を持った方、お気軽に見学にお越しください。

特に男声、お待ちしています。

宗教曲～現代合唱曲と幅広いジャンルの曲を半田先生の

ご指導のもと、毎週楽しく練習しています。

一緒に歌ってくれるメンバーを随時募集中しています。

興味のある方はぜひご連絡ください。

練習日：金曜日、または土曜日、
　　　　月２～３回、20:00 ～ 22:00
連絡先：所　090-9322-5710
メール：andantechor@yahoo.co.jp
HP：http://www.geocities.jp/andantechor/

練習日：毎週土曜日　19:00 ～ 21:30　
場　所：広岡交流センター　ホール
連絡先：vocalensemble.tsukuba@gmail.com
※お問い合わせはメールにてお願いします

Break



11　混声合唱ソラーレ

12　女声合唱団　カフェクレンツヒェン

13　桜みなみ合唱団

指揮・ピアノ：中山　ちあき

指揮：見角幾代　　ピアノ：星野郁子

指揮：半田　曉　　伴奏：鈴木 京子

Over The Rainbow H.Arlen　曲　E.Y.Harburg詩　源田俊一郎　編曲

Sing J.Raposo　曲　 　J.Raposo詩源田俊一郎　編曲

Limelight ～ Terry's Theme C.Chaplin　曲・詩源田俊一郎　編曲

児童・女声合唱組曲

「ちゃんがちゃがうまこ」　　　　　　　　　　宮沢賢治  詩　　千原英喜　曲

　ちゃんがちゃがうまこ

　烏百態

　黒い影法師のうた

Ave Maria  David Hamilton　作曲

As Torrents in Summer Longfellow　作詩　　Edward Elgar　作曲

むらさきの 吉行 理恵　作詩　　  木下 牧子　作曲

日本の唱歌など美しい日本のうたを歌ってきました。今回は女声

三部合唱の編曲ですが、テノールがソプラノパートを歌います。

どのようなハーモニーになったでしょうか。比較的新しい合唱団

なので中山先生の指導の下、いろいろ試行錯誤して、新たな課題

に挑戦しています。

宮沢賢治のことばと千原英喜の音楽に、心のどこかが

ホッとするような懐かしさや温かさを感じながら、じっ

くりと向き合って歌っている曲です。

来年2月27日（土）、ノバホールにて35周年記念コン

サートを開催いたします。

ぜひ35年間受け継がれてきた「Kaffee Spirit」を見に聴きにいらして下さい。

楽しい雰囲気の中、時には細やかな指導に緊張しながら練習して

います。

今回は、木下牧子 女性合唱曲選より “むらさきの” とエルガー作

曲のオペラ　ノルウェー建国の王と言われる “オラフ王” よりの

曲を歌います。

美しい曲ですので、お楽しみください。

練習日：毎週月曜日　19:00 ～ 21:00
場　所：並木交流センター　音楽室　他
連絡先：佃　栄吉 Tel. 029-874-2101
　　　　email: etsukuda@mac.com
http://www.solare-hitachino.jp/

練習日：毎週月曜日　10:00 ～ 12:30
場　所：吾妻交流センター　音楽室
連絡先：小林　Tel. 029-855-2380
https://www.facebook.com/kaffeekranz
http://www.geocities.jp/kleidoscopeofkaffee/

練習日：毎週金曜日　10:00 ～ 13:00
場　所： 並木交流センター　
連絡先：川野辺 宏子
  　 　　Tel. 029-872-7827



14　筑波大学混声合唱団

15　合唱団「優」

16　つくば市合唱連盟

指揮：和田啓太　　伴奏：野田寛人

指揮：日高恭子　　伴奏：石橋博子

指揮：佐久間和子　　伴奏：中山ちあき

混声合唱のための「ありがとう」より 谷川俊太郎　作詞　　石若雅弥　作曲

　２．幸せ

　５．ありがとう

メンデルスゾーン作曲

　きみをしのぶ　　　　　　アイヒェンドルフ　　詩

　すずらんと花たち　　　　ファラースレーベン　詩

　渡り鳥の別れの歌　　　　ファラースレーベン　詩

　民謡　　　　　　　　　　バーンズ　　　　　　詩

　實りの畠　　　　　　　　ファラースレーベン　詩

　夕べのうた　　　　　　　ハイネ　　　　　　　詩

ふるさと 小山薫堂　作詞　　youth case　作曲　　遠藤謙二郎　編曲

川の流れのように 秋元康　作詞　　　　見岳章　作曲　　　信長貴富　編曲

子供達が大人へと成長していくまでの心情、葛藤や感謝と

いった思いが感動的に表現された曲集です。曲集の主題に

もなっている「5.ありがとう」は、身近で私達を支えて

くれている多くのもの・人に感謝の言葉を贈る曲です。

子供時代の終りを予感させるような、少し大人びた子供たちの言葉を表現したいです。

今日歌うのは、この春からずっと練習を重ねてきた、メンデルスゾーンの歌曲です。

もともとは二重唱の曲ですが、それを二部合唱にして歌います。

美しいメロディーの愛の歌、秋の風情を歌ったもの、アップテンポの面白い歌など６曲ですが、それぞれに物

語があり、それが皆さまに少しでも伝われば幸いです。

曲数が多く暗譜で苦労しましたが、気持ちを込めて楽しく歌いたいと思います。

「ふるさと」は嵐の、「川の流れのように」は美空ひばりの

歌でおなじみの曲です。まだ充分に進んでいるとは言えな

い震災復興を、ふるさとや自然を思い、人との絆を思いな

がら歌で応援したいと思います。

７月にはつくば市合唱連盟の主催で「2015つくば・土浦合

唱交歓会」を開催し、好評のうちに終了しました。

筑波大学混声合唱団
連絡先：konsei@www.stb.tsukuba.ac.jp
http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~konsei/blog/

（公式ホームページ）

練習日：毎週木曜日　13：00 ～ 15：00
不定期に土日祝祭日
場　所：並木交流センター音楽室
連絡先：木村 029-855-0844

連絡先：萩原 Tel. 029-858-2136
http://www.facebook.com/Tsukubachorus



１　コール・ママン

２　ハーモニカファンタジー

３　民謡を楽しむ会

４　月の音

11/8 （日）Part1　11:30 ～　器楽団体・独奏

指揮：軽部裕子　　伴奏：生方幸子 

伴奏：久賀谷真紀子

三味線：斎藤優和　　尺八：大橋重雄

クリスタルボウル：野口裕子　　大正琴：武田千里

浜辺の歌 林　古溪　作詞　　成田為三　作曲

「魔女の宅急便」より　めぐる季節 吉元由美　作詞　　久石　譲　作曲　源田俊一郎　編曲

「アラジン」より　ホール・ニュー・ワールド Alan Menken　作曲　　湯川れい子　日本語訳詞

夢見る人 フォスター　作曲　　斎藤寿孝　編曲

オ－ルドブラックジョー フォスター　作曲　　斎藤寿孝　編曲

クワイ河マ－チ ARNOLD MALCOLM　作曲　　森本恵夫　編曲

秋田おばこ　　　　　　　　　　　　　　秋田県民謡

篠山木挽き唄　　　　　　　　　　　　　茨城県民謡

合唱　武田節　　　　　　　　　　　　　山梨県民謡

絆メドレー（見上げてごらん夜の星をなど）

指揮者、ピアニスト、団員にいたるまで子育て真っ最中の

ママたちのコーラスグループです。ノバホールで歌えるこ

とに感謝！　がんばります!

今年は新しいメンバーが加わり、にぎやかで楽しい雰囲気の中練

習に励んできました。今回の演奏曲目は、皆さんにもよく親し

まれているメロディーを選びました。3部演奏で低音から高音ま

でハ－モニカの幅広い音色をお楽しみいただきたいと思います。

日本民謡が大好きという仲間たちが集まって、楽しい雰囲気の中で唄っ

ています。春に発足したばかりの会で、今回が初参加です。現在、高齢者が多いですが、初心者も募集中です。

少しでも日頃の練習成果が表現出来ればと願っています。

クリスタルボウルはアメリカで生まれた楽器です。水晶を砂状に砕いたも

のからできています。大正琴は日本で大正時代に生まれた弦楽器です。

夏に結成したばかりの「月の音」がつむぎだす、癒しの音楽をお楽しみください。

練習日：月2回木曜日　
場　所：つくば市島名交流センター
連絡先：chor.maman2015@gmail.com

練習日：毎週火曜日　10:30 ～ 11:30
場　所：つくば市内
連絡先：029-832-0137
ハーモニカファンタジー (久賀谷)

練習日：毎月第２、第４月曜日
　　　　午前：10:00 ～ 12:00
場　所：小野川交流センター
連絡先：大橋 080-5506-2528

「月の音」
ongaku0358@gmail.com



１　Tutti

２　香川　正年

３　スイーツワルツ

４　れんだん

11/8 （日）Part2　12:40 ～　器楽独奏・アンサンブル

2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448　第1楽章　　　　　　　　　　　　モーツァルト　作曲

運命より第1楽章

　　　　　　　　　ほか

名曲にチャレンジします

　　　どうぞ　お楽しみに・・・・・！

もみじ　　　　　　　　　　　　　　　岡野貞一　作曲

マシュケナダ　　　　　　　セルジオ・メンデス　作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

お互い仕事を持ちながら、ピアノを楽しんでいます。

今回3回しか合わせていないので仕上がりはあまり良くないかもしれ

ませんが、楽しく演奏できればと思います。

楽しい文化祭、気がつけば常連になってました。

ジャンルは色々弾いたり教えたりしています。

今年もよろしくお願いいたします。

Tutti
指導：結城美帆子
代表者：藤田晃子（つくば市在住）

お気軽にご連絡ください
電話：090-1194-3418
アドレス　　masatoshi55@gmail.com

和田由香　
090-4027-7372
yuka@doctor.email.ne.jp

和田由香　
090-4027-7372
yuka@doctor.email.ne.jp



５　山本　大河　　ギター独奏

６　お気軽音楽部

Ⅰ.リュート組曲第１番ホ短調BWV996　より　アルマンド

Ⅱ.黒いデカメロン　より　恋する乙女のバラード

Ⅲ.グランドソナタop.22　より　ロンド

アンパンマンのマーチ　　　　　　やなせたかし　作詞　　　　三木たかし　作曲　　西山典秀編曲 

終わりなき旅　　　　　　　　　　　　桜井和寿　作詞・作曲　　西山典秀　編曲

星屑の街　　　　　　　　　　北山陽一／安岡優　作詞・作曲

今年は４回目の参加となります。

毎年、このノバホールで演奏することができてとて

もうれしいです。

性格の違う３つの作品でギターの音色を楽しんで頂

けたらうれしいです。

会社のお昼休みに気軽に楽しく練習しています。どんな団体よりもお気軽に、だれでも触れられて毎日を少し

明るくできるような「音楽部」でいたいとおもいます。

フェイスブック
https://www.facebook.com/taiga.yamamoto.311

（友達リクエストくださるとうれしいです。）



１　animato

２　台湾百合女声合唱団＆怡声合唱団

３　金田　誠　　テノール独唱

11/8 （日）Part3　14:30 ～　声楽独唱・アンサンブル

予感 片岡　　輝　作詞　　大熊　崇子　作曲

組曲『IN TERRA PAX』より　IN TERRA PAX 鶴見　正夫　作詞　　荻久保和明　作曲

再別康橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐志摩　作詞　　李達濤　作曲　　周鑫泉　編曲

草仔枝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林武憲　作詞　　林福裕　作曲

鑼聲若響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許石　作詞　　　許石　作曲　　陳武雄　編曲

回憶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳黎　作詞　　郭子究　作曲

カタリ・カタリ（薄情け） カルディッロ　作曲　　コルディフェッロ　作詞

彼女に告げて 　ファルヴォ　作曲　　　　　　　フスコ　作詞

光さす窓辺 作曲者・作詞者不明

歌うことが大好きなメンバーです。学年は離れていますが、少ない時

間の中、楽しく練習してきました。

今回も、恒岡さんの素敵な伴奏で2曲歌います。

私達は筑波市近辺に在住する台湾出身者です。一曲目はケンブリッ

ジ大学を離れる際の懐かしい景色を淡いタッチで描き出したクー

ルな曲。

二曲目は草が太陽、水害、霜、台風に強く;草の生命力を讃美する歌。

三曲目は棧橋で出帆の銅鑼が鳴ったら、愛する人が離れていき、恋人同志が悲しい切ない思いを謳える曲。

四曲目は春、綺麗な花が咲き、捜したい恋人が見つかず、会いたい気持を描く曲。

同じアマチュア・オーケストラに所属し、なかなか旋

律を歌う機会に恵まれない低音楽器（チェロ、コント

ラバス）奏者3人が、「旋律」と「歌」に憧れてナポリ

民謡に挑戦いたします。

今回歌う3曲を並べてみると、恋人にふられた男（「カタリ・カタリ」）が、声をかけるのもためらわれる素敵

な女性に出会って何とか思いを伝え（「彼女に告げて」）、しかしその彼女を病で失ってしまう（「光さす窓辺」）

という、悲しいストーリーが浮かび上がってきました。

練習日：隔週
場　所：吾妻交流センター
連絡先：中野（090-8313-3985）

練習日：
台湾百合：第二木曜日 14:00-15:30
怡声：第三日曜日16:30-18:30

金田　誠　連絡先：kaneda.makoto@nifty.com
3人が所属している土浦交響楽団のホームページ：
http://www12.plala.or.jp/tsuchikyo/

伴奏：恒岡朋代 

指揮：堀部一寿　　伴奏：大山晶韻 

ピアノ：松本定芳　　マンドリン：浜田敏雄



４　つくばチェチーリア会

５　中野　智貴　　テノール独唱

６　西口　美智子　　ソプラノ独唱

スカボロー・フェアー

アヴェ・マリア シューベルト　作曲

アヴェ・マリア（「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲から マスカーニ　作曲

歌曲集『ミルテ』より、献呈 Ｒ.シューマン

オペラ『セヴィリアの理髪師』より、もう逆らうのをやめろ！ Ｇ.ロッシーニ

オペラ “夢遊病の女” より　　　　　　　　　　ベルリーニ　作曲

　　第３幕　アリア　信じ得もせば

女声三人とピアノのグループです。いずれの曲も三重唱で演奏します。

「愛」をテーマにした選曲です。シューベルトのアヴェ・マリアは、

よく知られたドイツ語の歌詞ではなく、ラテン語の歌詞で歌います。

今回初めてソロの部で出演させていただきます。皆さ

んも知っている有名な歌曲とアリアを、このノバホー

ルで歌えることが楽しみです。

12月6日には、アルスホールにて大学の同級生とク

リスマスコンサートを計画しております。

ぜひ皆さま、お誘いあわせの上お越しください。

夢遊病者の　アミーナは　花に託して　己の悲運をうたう

枯れゆく　花のいのち　移り気な人の情のように

花のいのちは　たゞひと日　私の涙に　又　花は咲こうとも

くだけた恋は　もう戻らぬ　喜びはつかの間よ

恋の　いのちは　たゞひと日

つくばチェチーリア会　
指導者：結城　美帆子
代表者：松元　佳織（つくば市在住）

連絡先：中野（090-8313-3985）
演奏会等に関してはFacebockにてご確認ください。
その際に一言メッセージをいただけると幸いです。

西口美智子　連絡先 TEL:029-873-5829
うしく音楽家協会会員

ピアノ：黒田類子 

ピアノ：恒岡朋代

ピアノ：門脇郁香里



７．笹原　美香　　ソプラノ独唱

８　五十嵐　滋　　テノール独唱

夕方のおかあさん　　　　　　　　　　　　　　　中田喜直　作曲　　サトウハチロー　作詞

霧と話した　　　　　　　　　　　　　　　　　　中田喜直　作曲　　　　　鎌田忠良　作詞

オペラ「フィガロの結婚」より　　　　　　　モーツァルト　作曲

〝愛の神様、私の苦しみと悩みに〟

歌劇〝ドン・ジョバンニ〟よりオッタービオのアリア　

　彼女の幸福こそ私の願い（Dallasua pace la miadipende） モーツァルト　作曲

禁じられた音楽 ガスタルドン　作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

４月に新潟から転居しました。これまで新潟市

美術館や新潟大学にて、絵画と声楽のコラボで

コンサートを行いました。博物館、美術館、多

数の研究施設にて、建物と存在する資料と音楽

とを結びつけた、歌う学芸員としての活動をしたいと願っています。

ご提案がございましたら、ぜひご連絡お待ちしています。

幅広い世代の方と太極拳を通じて交流しています。

そちらもお気軽にお問合わせ下さい。

一曲目　アリアは、ドン・ジョバンニに父親を殺された彼女のために復

讐を誓う場面ですが、どこか貴族のクールさが有るというのが、現代風

の解釈のようです。

二曲目　母親に歌うなと禁じられたセレナーデを母がいない今こそ歌おう・・・

「僕は口づけしたいのです。貴女の黒髪に、唇に、賢そうな目に。」

（2016年の第４回ソロ・フェスタ等に参加ご希望の方はご連絡ください。）

活動日：毎週金曜日10：00 ～ 12：00
場　所：竹園交流センター、カピオのリハーサル室　ほか
連絡先：サークル凛　　TEL/FAX  029-855-5512（笹原）

近代詩曲の会　五十嵐滋
連絡先：FAX  029-856-4185

ピアノ：斎藤祐樹

ピアノ：横山美恵
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