その他審査員挨拶／松永勇次審査委員
実行委員の皆様
ご苦労様でござい
ました。実は、世
代交代を進めよう
ということで、３
月に話し合いまし
て、審査員の運営
体制を考えるとい
うことをやりました。で、柴崎先生と大田先
生と、
私がちょっとサポートで入っています
けども、これから審査委員会も大きく変わっ
ていく可能性も出てきております。結構大胆
な改善案も出たりしましたけども、これは実
行委員会ともよく相談して、
みんなとよく相
談しながら進めた方がいいと思います。
で、
「関東講師懇談会」というのが今まで
の呼び方でした。それはもう発展的解消とい
う形になりまして、新しい名前、今はまだ案
の段階ですけど
「関東アコーディオンコンク
ール審査事務局」
、今日はそういうことを確

認して審査に臨みました。
この関東アコーディオン演奏交流会をみ
んなで盛り上げていきたいと思います。今日
はどうも長時間お疲れさまでございました。
最後に肝心なことをわすれていました。木
下先生がずーっと関東講師懇談会の窓口に
なって運営してくれていました。
今回抜けて
引退した形になっていますけれども、
木下先
生どうもお疲れさまでした。（拍手）
拍手に応える木下そんき先生▼

演奏団体に返される譜面、講評カードなど

計時係のお二人

団体紹介の様子 音楽センター東部教室

横浜アコーディオン愛好会
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打 上 げ の 様 子 （滝野川会館地下１階レストラン喫茶「けやき」）
松永勇次先生（打上げに参加された審査委員から一言）
嬉しいのは去年世代交代をしたいと話しましたが、それが実現し
たことがまずよかったと思います。で、世代交代と言いますけども、
僕もまだ若いつもりでおります。先日の御喜先生の公開レッスンで
はご協力ありがとうございました。関東アコでは審査員としてずっ
と審査をしてきてここで僕も勉強してきたので、そういうことでも
本当に感謝しております。
（拍手）

小松真知子先生
皆さんから質問とかありませんか？（笑）アレンジのことも、先
生にやってもらって自分でアレンジすることも無いかもしれませ
んけど、自分がサークルに入っていてそれは凄く楽しいし、課題を
与えられるのも楽しいけども、肝心なのはこの曲をやってみたいな、
他のグループがやったあの曲をやってみたいなとか、どんどんアイ
デアを出して楽しみを広げていくのがいいんじゃないかなあと思
います。
私の考えですけれども、要するに自分の好きなことに突っ走っていってくださいって思い
ます。そうして突っ走っているうちに何か見えてきたりして、ですから、せっかくやってい
て、受け身じゃなくて積極的になるといいと思います。
（拍手）
柴崎和圭先生
やっぱり審査って悪いことばかり指摘するんじゃなくて、こ
こはちょっと気になるわよとか、こうしたほうがいいというと
ころは逃げちゃいけないので、普段使わない神経を使います。
１年に１回こういうのがあって、皆さんの演奏を聴けて、ああ
今こんなところやっているんだとかやっぱり自分の勉強にもな
ります。
あとね、やっぱり弾いている姿を見ると面白いですね。これ
は審査員しか見ることが出来ませんけれども、指揮をしている人をじっとこうキラキラして
見つめていました。
蛇腹の使い方などもそうです。やっぱり続けていくことが大事だし、アコーディオンを上
手くなることによっていろんな曲が弾けるし、楽曲にも知り合えるので、広めていけるとい
いかなと思います。（拍手）
山岡秀明先生
アコーディオンでいろんなことが出来るということを身を持って
体験させていただいています。歌謡曲を暗譜して、そのコードと共
にメロディー、オブリガードをその通りにがっちりやるのはすごく
怖いです。一発勝負ですから、だけどそれをやらないと私たちの仕
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事は無くなりますから真剣勝負です。のど自慢などは割合気楽なんですけど、歌手を相手に
やるときはその通りにやらないといけないんですね。
これからも関東のこの会がどんどん続きますように、皆さんの力と一緒にやっていきたい
と思います。
（拍手）
大田智美先生
朝８時過ぎごろに着いて早すぎたかと思って入っ
てきたら、もうやっぱり実行委員の方がいらして、
こんな早くからやっているかと大変な思いでやって
こられたんだなと思っています。初めて審査員をや
ったんですが、やっぱりづーっと書いているってい
う作業を普段ほとんどやっていないので、途中でこ
こがつっちゃいまして明日本番が無くて良かったな
あと（笑）思いながらやっていました。
全体を通して、もっとこうなったらいいなと感じところは、アンサンブルだったので、自
分が弾く視点を通してというのと、人の音を聴く方により力を注いで欲しいっていうところ
が、聴いていてたくさんの所で思いました。パートがわかれていますけれど、そのパートの
どこが今出てきたらいいのか、で、その他の人たちはどれだけその人をサポートできるかと
いう、そういうところをこれからやっていくと合奏が一体感を持った演奏になるのかなと感
じました。
私もこの関東で鍛えられた人間ですので、これからもずっと続いて欲しいなと、これから
何か力になれることがあればいいなと思いますのでよろしくお願いします。（拍手）
月のカケラ（参加者からひと言）
横倉さん 今日ギターを弾かせていただきました横倉と申します。
（アコーディオンとのつな
がりは）そうですね。アコーディオンと私のギターのつながりっていうのは無いわけではな
くて、私の亡くなった叔父が山形、田舎ですけれども流しのアコーディオンをやっていたん
です。
（へえ～）で、
その当時山形の繁華街とかを回って相当ブイブイいわせていたんですね。
私はギターをやっていますけど、そういう叔父の導きがあったかどうかわかりませんけども
アコーディオンと一緒にやっています。
だいたい東北が多いんですけども、山形で演奏してもアコーディオンっていうのは珍しい。
で、左手の方は全然うまくいかない。それは必
ず言われますけどまだまだ難しい。
のど自慢で弾くことがあるんですけど、まだ
まだというところがありまして、彼女は、もと
もとはエレクトーンをやっていたんです。昨日、
今日と仙台で、ジャズとかポップスとかロック
とかいろいろやっていますけれど、そういうと
ころで彼女はキーボードでも演奏します。
佐藤さん
この前もアンサンブルの部で関東アコに参加させていただきまして今回は２回目です。毎
回思うんですけども、周りにアコーディオンを弾く人が本当に少なくて、山形県内でも５～
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６人しかいないんじゃないかなあと思うんですけど、ここでたくさんの人を見るだけでもす
ごいとおもって、
（頑張って）じゃあ準備が出来たようなのでちょっとだけ弾かせていただき
ます。演奏（枯葉）～
関 英昭先生
今日、演奏した「ブラジリア」は３楽章なんだけれども、全楽章や
ってみたいなという気持ちですね。別名ドレミの歌って思っているん
ですよ。
「ドレミ」
「ドレミ」っていうふうになっている、っていうこ
とはね、初心者でも弾けるんです。初心者でも弾ける部分があり、か
なり難しい上級の人も弾かなきゃならない部分もあり、だから若い人
から年配の人まで参加できる編曲をしたのでみなさん挑戦したい人
は使って下さい。
（ソロコンサートの告知も、初のソロコンサートです）はい、いろいろな人から編曲を頼
まれていろいろ書いているんですけれど、その編曲したものを発表する機会もあってもいい
かなと思って、来年の９月２５日、ティアラ江東文化センターでのコンサートが決まったの
でやらざる得なくなりました。皆さん、
頑張りたいと思いますので応援してください。
（拍手）
トンボ楽器製作所真野社長
みなさんお疲れさまでした。毎回思うんで
すけれど、もちろん参加されている方もそう
なんですが、やはり実行委員の方、裏方を務
められている方々は大変なんだろうと思いま
す。これは我々は結構いろんなイベントをや
っていますのでよくわかっているんですが、
本当に実行委員の方お疲れさまでした。それ
ではですね、ちょっと１曲マジックフィンガ
ーを演奏します。
（拍手）
船津さん
流れを壊さずに、合奏って最後まで流れを大事にして弾けたので良
かったのかなと思います。まあ、反省点は一杯ありますけどね。でも
これからも頑張ってやっていきたいなと思いますので今日は本当に
ありがとうございました。

大渕さん
今回は、重奏、アンサンブル、合奏全てに参加したけれども、でも小松先生からは、重奏
の講評カードでセカンドの心の中が乱れたと書かれていて、“これ私かい”
（笑）それって朝
１０時だから、私って寝起きが良くないんですよ、出社が１１時なので午前中からアコーデ
ィオン弾くって大変だなってちょっと思いました。でも、全体的には満足している。やっぱ
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り楽しく弾いたし、ああいう舞台で本番、楽しいっていうのがちょっと大事かなと思ってい
ます。
重奏の時は何か、緊張とかはないんですけど、
邪念が時々入るんですよ。で、譜面がすっ飛ぶ
んですよ、見ていても。自分がどこを弾いてい
るのかわからなくなっちゃって、それがちょっ
と今後課題かなって思っています。
「このライトは UV 対策をしなくて大丈夫か
な」とか、
（笑）緊張はしないんだけど、邪念が
入って自分がどこにいるのかよくわからなくな
って、ブラジリア（合奏）はまさか入賞すると
は思わなくて、あれは関先生の編曲の力がすごく大きいなと（拍手）どうも今日はありがと
うございました。
織田さん
昨年、アコーディオン歴９ヶ月で右も左もわからずに
初心者の部に参加させていただいたんですけれども、今
年は、それから１年しか経っていないのになぜか実行委
員でどっぷりと（ありがとう、拍手）去年も何か新鮮な
気持ちで楽しかったですけれども、今年は何かフルコー
スをっていう感じで（ご苦労様）とても楽しく、当日だ
けではなくてづーっと準備の段階からいろんなことを
経験させていただきました。
合奏とかアンサンブルとかっていうのは、仲間とつく
りあげていく楽しさっていうのがたまらなく楽しいことなので、それは、本番よりもあの日
の練習のあの時が良かったとか、そういうことが出てきちゃうけれど、それでも１回でも２
回でも「今のは良かったね」ってみんなで言い合えるような演奏を体験しながら当日を迎え
られるっていうのがこの重奏やアンサンブルの部の年の良さじゃないかなっていうふうに感
じました。
山口さん
７人で申し込んだんですが、今日は８人いたんです。７月初めに
手術をした人がいたんです。今日はその人も含めて全員で参加でき
たのは本当に嬉しくって、川口先生も今日は嬉しかったんじゃない
かと思いますけれど、練習の時とやっぱりテンポが違っていました
ね。川口先生の癖なんですね（笑）でも、私たちまた１２月に発表
会をやりますのでもしよろしかったら（いつですか）１２月の第１
日曜日です。
（７日）場所は国立です。またご案内しますのでよろし
くお願いします。
小神さん
元、土曜教室だったんですけど、私が土曜教室を出たら土曜教室が入選して、今度は２位
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と思ったら、その前は南部教室が入選していたのに、私が戻ったらお
かしくなって(笑)、結構ショックで練習しなくちゃなって思っていま
す。でも、今日の「エストレリータ」はとっても味のある演奏が出来
て私は良かったなと思います。ありがとうございました。

田中さん
関東も２６年目になりましたけども、私は今まで１回も休んだこと
が無いです。（すごい、拍手）その代りいつも何か知らないけれど舞
台の後ろ側にいて、うろうろしております。今日も、午前中は椅子出
しをやっておりました。午後から演奏に取り組んだんですけども、あ
んまり力が入りすぎて“ブー”と、来年を目指して頑張ってやるぞー！
（拍手）

除村さん
こういう関東アコだとかいろんなイベントがあるでしょ。そういうので裏方仕事をやった
ことが無いんですよ。大変さっていうのがね、当日だけの手伝いでしたけどいい経験でした。
あとは、本当に、音楽のことは分からなくて、で、アコーディオンを始めたんですけどね、
カルパッチョの仲間に入れてもらっていたので、
少しずつ、弾けなくても大体分かってくるんです
よね。で、練習しなくちゃいけないなと思いなが
ら、でもなかなかそうもいかなかった。そこで入
選ということで（笑）今まではサークルの中でち
ょっとそういう感じでいたもんですから余計嬉し
かったです。
（拍手）これからも一杯楽しみたいと
思います。
千葉さん
実行委員でもないのに、本当は当日スタッフとしてお手伝いすることになっていたんです
けど、いろいろな事情があってできませんでしたけど、アンサンブルの中に入れて頂いて、
本当に楽しく、初めての合奏だったので、こういうやり方もあるんだって楽しい思いをさせ
て頂きました。
９月６日に御喜美江さんの公開レッスンを受け
ました。まだまだその成果がでるほど練習をしてい
ませんけれど、その時の曲を弾きます（拍手）（ア
ンコールにも応えて「古いスタイルの曲」を演奏）。
私、今日演奏したのは実行委員会有志アンサンブ
ル１個だけだったんです。なので、この場で弾かせ
てもらって本当に良かったです。（笑）
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KRUG 演奏旅行同行記
もののようで、
地元の人たちが生き生きと動
いていました。
後の打ち上げのときに分かっ
たことですが、当時、東北工業大学の講師だ
った方が支援にかかわっていて、
そのつなが
ＫＲＵＧが新潟のイベントで演奏すると

りから現在準教授として勤務している、神戸

いうので付いていくことにしました。
ＫＲＵ

大学の学生さんたちもボランティアで大勢

Ｇはご存知の方も多い、
アコーディオンの四

参加、会場の雰囲気を盛り上げていました。

重奏団です。もともとは五重奏団でしたが、

芋川交流広場というのが会場で、
川っぺり
１人退会、
今はアミーゴ所属の谷橋美樹さん、 にある公園です。中央のちょっと小高くなっ
アミーゴと音楽センター土曜教室所属の大
ているところに野外ステージのようなもの
渕恵さん、
元アミーゴ所属の橋本千香子さん、 があって、そこが演奏場所でした。夕方にな
音楽センター土曜教室、
横浜アコーディオン
愛好会、千葉アコーディオンサークル等の講
師で活躍している森陽介さんの４人がメン
バーです。
関東アコーディオン演奏交流会に
も何度か出場しているので、
演奏をお聴きに
なった方も多いのではないかと思います。
メンバーの一人、大渕恵さんが新潟県十日
町出身ということで、その十日町にある清津
川の川っぺりでの音楽祭に急遽出演を決め

ると、三々五々人々が集まってきて、そここ

たようです。

こに設置されているベンチや芝生に座って、
開演を待っていました。

本番当日の８月１４日(木)朝、東京と大宮
の二手に分かれて新幹線に乗り込み、
十日町

１８:３０にいよいよ開演。中里中学校と

に向かいました。同行は関東アコ演奏交流会

いう地元の中学校の吹奏楽部の演奏がプロ

の実行委員で、
機関紙の発行責任者である乙

グラムの１番目です。大半が女性でしたが、

津さん及び筆者です。
十日町に着くと親戚の方が２台の車で迎
えに来てくれていました。その２台に分譲し
て会場に直行、到着はお昼過ぎでしたが、会
場は準備の真っ盛りでした。
この日は清津川
さかなまつりも開催されていて、釣り教室、
ニジマスのつかみ取りに参加する大人、子ど
もで川は大賑わいでした。

２０人以上の編成で、なかなか息の合った素
敵な音を聞かせてくれました。特に中央にい

今回のイベント｢清津川 川っぺり音楽祭｣

たソリストはクラリネットやバスクラリネ

は、２００４年に起きた中越地震の被害への

ットを見事に吹きこなして見せてくれまし

支援をバックに村おこしとして始められた

た。また指揮者はその学校の先生なのでしょ
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うか、楽しいパフォーマンスで、周りを楽し

たり、
鼻や口に入りそうになったりと散々だ

ませ、
生徒たちの生き生きとした音を引き出

ったとのこと。演奏中ということもあり、手

していました。

で払いのけることもできず、
参ったと４人そ
れぞれが言っていました。

中学生の演奏の後、ビンゴ大会が行われ、
その後がいよいよＫＲＵＧの演奏となりま

最初に悪条件ばかり書

す。このころになるとすっかり回りは暗くな

きましたが、演奏はそれら

って、雰囲気も盛り上がってきます。

をまったく感じさせない
素敵な演奏で、
お客さんも
しっかり聴き入っていました。
ＫＲＵＧはその演奏活
動の歴史の中で、どうア
ンサンブルするかを大切
にしてきたグループで、
お互いの音と音の関係を

｢ラデツキー行進曲｣が第１曲目、映画｢と
なりのトトロ｣より｢さんぽ｣、｢パッヘルベル
のカノン｣と続き、そしてさらに｢森の花｣、
ボロディンの弦楽四重奏曲より｢ノクター
ン｣、ディズニー曲より｢星に願いを｣、｢A
whole new world｣、そしてアンコールに｢夏
の思い出｣と多彩なプログラムです。

大事にしてきたと思いま
す。また一人一人が自分の音をしっかり出す
(主張する)ことができるので、生き生きとし
たいい音だなと思わせます。
本番前の練習も聴かせてもらいましたが、
その際に出た問題点も本
番ではいい方向に修正さ
れていて、
さすがだなと思
いました。｢ラデツキー｣
や｢さんぽ｣に代表される
リズム感のある曲と｢ノクターン｣に代表さ
れるゆっくりとしみじみ
聞かせる曲の対比がはっ
きりしていて、それぞれ
のよさが良くわかります。
クラシック３曲を含め、

音響的には大変条件の悪い野外ステージ
で、マイクで集音をしての演奏、なかなか難
しかったのではないかと思います。また客席
がきちんとあるわけではないので、お客さん
も思い思いに散らばって座っている状況で、
集中させづらい環境でもありました。
さらに最悪だったのが虫！ライトに誘わ
れて大量の虫がステージに殺到、
顔に止まっ
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聴きなれない曲もいくつかあったのではな
いかと思いますが、
お客さんはそんなにだれ
ないでよく聴いてくれたと思います。
それだ
けいいお客さんだなと思う一方、
このイベン
ト全体の質感を感じされるものでした。
ＫＲＵＧの演奏が終わった後、すぐに地元
の学校の校長先生が来て、こんなすばらしい
音楽を是非生徒たちに聞かせたい、もし条件
が作れるのであれば･･･とのことでした。お

客さんの反応もともども、ＫＲＵＧのメンバ

のは本当に美味しいんだなと心から思わせ

ーとしても充実感いっぱいだったのではな

てくれます。

いでしょうか。

お礼にメンバーが当日のアンコール曲だ
った｢夏の思い出｣の演奏を披露。
ご家族は日

ＫＲＵＧの演奏の後は｢古沢和良カルテッ
ト with Cieko｣という団体で、Cieko という

ごろ聴くことのできない彼らの演奏に大変
喜ばれました。

人のヴォーカルとトランペットを中心のカ

その後は大渕さんの運転で、
酒蔵見学と川

ルテットがポップス系の音楽を演奏しまし

っぷちの温泉へ。新潟の日本酒は誰もが知っ

た。具体的にはよく知らない演奏団体でした

ているところ、温泉に行く道すがら、２つの

が、このイベントでは常連のようです。いろ

酒蔵を見学して、それぞれの味の違いを楽し
みました。
全員が大の酒好き(？)ということ
もあり、嬉々として見学、気に入ったお酒を
買ったりしました。
温泉は秋山郷というところにあり、流れて
いる川のすぐ隣の砂利を掘ればもう温かい
お湯が出てくるという面白
い所でした（右の写真は、

いろなところで演奏しなれている感じで、
そ
れなりに説得力ある演奏でみんなを楽しま
せていました。
ここで演奏会は終了。演奏団体は３団体と

河原を掘るために持参した
スコップを包丁代わりにし
てスイカを割るところ）
。深
く掘れば身体まで浸かれるし、浅く掘って足
湯というのも。
へぇ！こういう温泉もあるの

少なかったですが、
それぞれが特徴のある演
奏で、
多くの人が楽しめるものだったように
思います。
またイベントそのものがその生い
立ちや支えている人たちを反映していて、
会
場全体を包む快い温かさがなんともいえな
い連帯感を生んでいるように感じました。
本
当にいい音楽祭でした！
演奏会の後は打上げにも参加。中学生たち
は帰ってしまいましたが、イベントを支えた

かと、筆者としては初めての経験で、大いに
楽しませてもらいました。

人たち、演奏団体の一人一人とそれぞれの想

２日間という短い日程でしたが、
素敵なコ

いを話し合いました。ここでも素敵な交流の

ンサートと
“新潟”満喫の充実したものにな

場となり、
時間が経つのを忘れてしまうほど

りました。

でした。

沢山の人にお世話になりました。
特に大渕
さんのご家族、
親戚の方たちには一方ならぬ

その日は大渕さんの実家にみんなで宿泊

お世話になりました。本当にありがとうござ

させてもらいました。翌朝は沢山の地元の山

いました。
この場を借りて心からお礼を申し

菜、野菜の朝食で、みんなは大感動、いいも

上げます。
-22-

(文責:池田)

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪タニグチ・サンデートーク『アコーディオンを語る集い』♪ ＊ 谷口楽器のホームページより＊
会 場

谷口楽器４階アコーディオン売り場

◆住所 千代田区神田駿河台１－８ タニグチビル４階

第１４８回 ２０１４年１１月９日（日） １３:００～１４:１０ 講師: 牧田ゆき氏「唄の伴奏について」
第１４９回 ２０１４年１２月１４日（日） １３:００～１４:３０ 講師: 加藤徹氏「コンサーティーナ入門と試奏の会」
問い合せ 要予約 ＴＥＬ０３-３２９１-２７１１

Fax ０３-３２９１-５１８８ ★各回定員２０名（入場無料）

http://www.taniguchi-gakki.jp/sunday.html

♪第５９回 合唱団白樺定期演奏会♪ ＊ ロシア民謡を歌い続けて６４年!～歌いつぐ平和のきずな～＊
日 時

２０１４年１１月 1 日（土）

会 場

新宿文化センター大ホール

出

指揮（藤本敬三）／客演指揮（及川 貢）（北川翔）／伴奏（石川眞澄：Ｐｆ）、（中山英雄：Ａｃｃ）、（大田智

演

開場１４：１５～開演１５：００
★東京メトロ副都心線「新宿三丁目」E１出口、「東新宿」A３出口徒歩６分

美：Ａｃｃ）／賛助出演（北川記念ロシア民族楽器オーケストラ）／舞踏指導（横尾弘子・武藤礼子）
料 金

指定席 A（３．０００円） B(２．０００円) 自由席一般（１．５００円）／学生・子ども・障害者付添（１．０００円）

問い合せ ☎＆FAX ０４２‐４６５‐７９７６（さた）／０３-３４１５-１９０４（ながき）

メール：info@g-shirakaba.net

♪空谷足音 Esperança♪
日 時

２０１４年１１月３日（月・祝）

開場１８：００

開演１９：００

会 場

吉祥寺 STAR PINE‘S CAFA

出 演

高橋 雪（Fl）

ゲスト

須藤 信一郎(Pf)

演奏曲

アディオス ノニーノ（Ａ．ピアソラ）／タンゴの歴史（Ａ．ピアソラ）／他

★吉祥寺駅より徒歩３分

北村 真紀子（Vln）

柴崎 和圭（Acc）

☎0422-23-2251
岩崎 鮎夏（Cb）

畑内 浩（Gt）

http://www7b.biglobe.ne.jp/~ayuka/kukokusokuon/

♪風のない場所に咲く花たち♪ ＊ オラン 「ライブのお知らせ」より http://lyze.jp/oranacco＊
日 時 ２０１４年１１月６日（木） 開場１８：３０ 開演１９：3０ ★料金：前売り２0００円／当日２３００円（＋ドリンク）
会

場

学芸大学

Apia ４０

http://apia-net.com/ ★東急東横線「学芸大学」駅東口を右に出て右側

の高架下に沿って進み、ビリヤード場の先のガードの路地を左折。すぐ右の角のヘアーサロンを右折、そ
のまま住宅街を４分ほど直進、赤い大きな看板が正面に見える。
出 演 オラン（acco,vo）、 サトチエ（vo,g）from 赤城山、
予 約 APIA40 TEL：03-3715-4010

♪横浜アコーディオン愛好会

Rinn【vo,acc】from 前橋

http://apia-net.com/index.html

青葉区民音楽祭に出演♪ ＊ 入場無料＊

日 時

２０１４年１１月９日（日）

開演１０：３０

会 場

横浜市青葉区青葉公会堂

★東急田園都市線「市が尾」駅より徒歩８分

問い合せ ☎ ０４５－９８８－１８５３(本田)

♪アコーディオン カルパッチョ コンサート♪ ＊ アコーディオン・カルパッチョ・東部＊
日 時

２０１４年１１月１５日（土）

会 場

深川江戸資料館

曲

目

小劇場

開演１４：００

★都営大江戸線、東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 A３出口より徒歩３分

◆全体演奏：「お祭りで」／「岩手県二つの山唄」外山節・南部牛追い／マイ・フェア・レディより「踊りあ
かそう」／他

◆小アンサンブル・独奏：「ジョリー・キャバレロ」／「ノルウエーの森」／「ジェラシー」／

「ヨイトマケの唄」／他
会 費

開場１３：３０

☆指揮：鶴見篤子・木下そんき ◆友情演奏：男性コーラス「フォルテ」

１０００円（高校生以下・障がい者無料）

問い合せ

除村 ☎ ０３‐３６４９‐６６２６

後援：ＮＰＯ法人日本アコーディオン協会（ＪＡＡ）

－23－
－

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪小松亮太 バンドネオンによる ブルックナー交響曲《第８番》♪
日 時

２０１４年１１月１５日（土）

会 場

よみうり大手町ホール

編 成

バンドネオン６台、アコーディオン、チューバ、コントラバスクラリネット、ギター、パーカッション、マリンバ他

料 金

５．０００円（税込、全席指定）

問い合せ

１６：３０プレートーク/１７：００開演（１６：００開場）
★東京メトロ・都営地下鉄「大手町」駅Ｃ３出口直結／他

読売新聞文化事業部 ☎ ０３-３２１６-８５００（平日 10：00～17：00）

♪坂本光代 アコーディオン独奏演奏会

其の四♪ ＊ Accordion Solo RecitalVol.4＊

日 時

２０１４年１１月１６日（日）

開場１３：３０

会 場

渋谷

演奏曲

交響曲第５番（ベートーベン）／パリのお嬢さん（シャンソン）／ダークアイズ変奏曲（ロシア民謡）／他

料 金

１８００円（ご予約）

l’atelier by APC

開演１４：００

「ラトリエ by エーピーシー」

★JE「渋谷」駅東口より徒歩８分

２０００円（当日）

問い合せ 事務局：（電話／FAX）03-5716-7480 または０９０-８４４３-０３０５（坂本）メール msakamo@dream.com

♪Accordion Ｅnsemble 第５回 Ｃｈａｐｅｌ Concert♪ ＊ 演奏グループ：Ｆｕｇｕｅの会＊
日 時

２０１４年１１月１６日（日）

会 場

カトリック高幡教会聖堂

プログラム

開場１３：００

開演１３：１５

★京王線・多摩モノレール「多摩動物公園」駅より徒歩１２分

フーガト短調(小フーガ)／三つの Ａｖｅ Ｍａｒｉａ／管弦楽組曲第三番 Ａｉｒ／他
《讃美歌と聖歌》Ｇｒｏｓｓｅｒ Ｇｏｔｔ ｗｉｒ ｌｏｖｂｅｎ ｄｉｃｈ／輝く日を仰ぐ時／Ａｍaｚｉｎｇ Ｇｒａｃｅ／他

問い合せ 中嶋 080-5433-6644

♪ニュー・アンサンブル・アコルデコンサート♪
日 時

２０１４年１１月２９日（土）

会 場

ルーテル市ヶ谷センター

プログラム

午前の部

開場１０：３０

開演１１：００／午後の部

開場１４：００

開演１４：３０

★東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅より徒歩２分／ＪＲから徒歩７分

野村誠作曲：「おっぺけぺーの種を蒔け」(委嘱作品初演)／萩京子作曲：「たいせつなことはね、

目に見えないんだよ・・・」（委嘱作品、２０００年アコルデ初演）／「荒城の月」／「シナトラメドレー」／他
入場料

２．０００円（全席自由）

※午前、午後の部とも同じプログラムです。

問い合せ 斎藤 ０９０-４４１８-３６８０ ★後援：ＮＰＯ法人 日本アコーディオン協会（ＪＡＡ）

♪アコーディオンわくわく広場♪＊ 弾きたい人！聴きたい人！見たい人！楽しみたい人！みんな集れ！！＊
日 時

２０１４年１１月３０日（日）11：00～16：00

会 場

芸能花伝舎

★会費８００円(飲み物付) ※昼食用に軽食販売を用意しています。

《演奏者大募集中！》ソロ ・ アンサンブルなど 《出店者募集中！》アコーディオングッズなど
《見て》アメリカ、フランス、ロシアなど往年の名手のレアな映像ＤＶＤを準備中 ★味わってコーナー、ＣＤ、楽譜など
問い合せ ＦＡＸ03-5909-3196／☎03-5909-3187 ホームページ：http://www.npo-jaa

♪JAPC 主催 アコーディオニスト・大忘年会 2014♪＊ エントリー自由、ご希望の方は楽器を持参＊
日 時

２０１４年１２月１３日（土）

開場１６：３０

会 場

Ｂｉｓｔｅｃｃａ 赤坂(ビステッカ 赤坂)

会 費

男性：６.０００円

開演１７：００
★地下鉄千代田線「赤坂」駅６番出口正面

女性／学生５.０００円（イタリアンコース料理＋飲み放題）

問い合せ 事務局： ☎０３－３８０２－２１０５ 担当： 竹田秀一 ★お早目にご予約ください。

■実行委員会のお知らせ

１１月２４日(月・祝)エデュカス東京 ６階会議室１８：００～
－24－
－

