関東アコーディオン演奏交流会

準備会号

2016.４.７ 発行
編集

広報部

＝学びあうためのコンクール＝

第２８回関東アコーディオン演奏交流会第１回実行委員会に向けて

■日程・会場が決まる！

２０１６年９月２２日（木）祝／秋分の日
会場

北区滝野川会館（昨年と同じ会場です）

【重奏・小アンサンブル・合奏部門】
募集開始までのスケジュール
◎４月２４日（日）第１回実行委員会
◎５月連休に「募集要項」・「出場申込書」など発送予定
※３月２０日（日）１８:００～準備会が開かれました。
■伴奏講座参加者募集！（詳細は別紙「チラシ」をご参照ください）
日時
会場

６月２５日（土）～２６日（日）
星槎高尾キャンパス（八王子）※昨年と同じ会場です

■関東アコアンサンブル練習開始！～参加者募集中～
第２回練習を３月２０日（日）川﨑市青少年の家に於いて行いました。参加者
は７名でした。※次回練習日、会場は２ページに掲載
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関東アコアンサンブル

参加者募集！！（旧実行委員会アンサンブル）

今年開催予定の「第２８回関東アコーディオン演奏交流会」合奏部門への参加に向
けて有志で練習を始めました。練習に参加できる方であればだれでもメンバーになれ
ます。皆さんも一緒に参加してみませんか！
指導 池田健氏（関東アコ実行委員）
曲目 ヘンデル／合奏協奏曲作品 6-6 第１＆２楽章
申し込み先 池田健 047-320-6015(Fax) ken4425@ka2.so-net.ne.jp(Mail アドレス)

第３回練習日程と練習会場

※東村山市立中央公民館４階・第２音楽室
日にち ４月１７日（日）
時 間１３:００～１７:００
会 場 東村山市立
中央公民館
交 通
西武新宿線「東村山」
駅東口より徒歩２分
※駐車場無し

前回（２回目）の練習にコントラバスが加わりました。３回目の練習には、
さらにチェロの参加が予定されています。
■４回以降の練習予定
第４回 ５月２２日（日）13：00～17：00 矢向地区センター
★ＪＲ南部線「矢向」駅より徒歩７分 横浜市鶴見区矢向４－３２－１１
第５回 ６月１９日（日）13：00～17：00 エデュカス東京（市ヶ谷）
第６回 ７月２４日（日）13：00～17：00 ※会場未定

♪伴奏講座へのお誘い♪ ～伴奏講座も今回で１３回目となります～
第８回から正式に池田健氏、青山義久氏（第７回の二日目にオブザーバー
で参加している）の講師２名体制で開催してきましたが、青山義久氏は昨年
９月、関東アコーディオン演奏交流会に審査員として参加して下さった数日
後に急逝されました。
そのため、池田健氏の他、今回新たに橋本千香子氏を講師に迎えます。ま
た、講師の提案で、より実践に近づけた講座にしようと歌い手にも来ていた
だくことになり、現在その準備をしています。
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≪過去に出場した小アンサンブルの例≫出場年順不同
アコーディオンは、独奏、重奏、合奏の世界とともに他の楽器やパフォーマンスな
どと一緒に使われることで表現力の輪が一段と広がり、一層輝くと考えてきました。
これまでに披露していただいた多様な形の一端を参考に、皆さん、是非お仲間と相
談の上まだまだ隠れているアコーディオンの魅力、アンサンブルの楽しさに挑戦して
みてはいかがでしょうか。期待しています。

アコーディオン＆ヴァイオリン
ユニット名
アヴィ土本義博＆吉本千恵
ACCORDEO NSCENIC RAILWAY
作曲：M・DENOUX 編曲：土本義博

アコーディオン（３台）＆トランペット・トロンボーン・フォークダンス（６人）
ユニット名 花みずきとアルペンローゼ
羊飼いのマズルカ 作曲：オーストリア・チロル・ザルツブルク 編曲：N・Kaji

アコーディオン＆ギター

アコーディオン＆ハーモニカ

ユニット名 Hara-Take Duo
Style Musette
作曲：Ａ．Ｅ．ベレシュレン
編曲：原瀬晋・竹之内貴英

ユニット名 accomonica
「Corazon de Oro」 作曲：Francisco Canaro
編曲：関田更如

‐３‐

アコーディオン（３台）＆フルート
ユニット名 アンサンブル HOUS
バッカナール 作曲：サン・サーンス
編曲：萩原善徳

アコーディオン（３台）＆ピアノ・ヴァイオリン・コントラバス
ユニット名 アミーゴ
「ブエノスアイレスの冬」曲：アストル・ピアソラ 編曲：橋本千香子

アコーディオン＆フルート

アコーディオン＆ギター

ユニット名 コーナーポケット
WINDOWS 作曲：Chick Corea
編曲 小川正浩

ユニット名 月のかけら
Poker DＡs～男と女
作者不詳～フランシス・レイ

アコーディオン＆トランペット
ユニット名 未定理
「Ｇ線上のアリア」作曲：J.S.Bach
編曲：野呂芳文

‐４‐

アコーディオン（８台）＆ドラムス
ユニット名 ウィンドバスカーズ埼玉アコーディオングループ
「アイリッシュ組曲抜粋」

※その他に、
★「アコーディオ
ン１台＆歌」
★「アコーディオ
ン１台＆オカリナ」
の出場もありまし
た。
アコーディオン（３台）＆ピアノ・ヴァイオリン
ユニット名 峯島・横山アンサンブル
「Escualo」（鮫） 作曲：Astor Piazzolla 編曲：松永勇次

第３０回 ふれあいこんさあとビバ・アコーディオンニュースより

開催日時

２０１６年６月５日（日）

会場【サンスクエア堺】

★ＪＲ阪和線「堺市」駅下車、西へ３００ｍ
開場:９:３０ 開演：１０:００ （１６:３０終演予定） ■入場料：一般の方は無料です
コメント 今回はゲストの演奏はありません。ふれあいこんさあとビバ・アコーディ
オンの名の通り、プロ アマの枠をこえアコーディオンを愛する仲間として演奏交流
を深めたいと考えています。若い人、アコを始めた新しい仲間などいろんな方に声
をかけ楽しく３０回目のコンサートを開催したいと思います。
問合せ 杉村寿治（06-6622-4445）吉田親家（078-882-3226）

‐５‐

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１６３回 ２０１６年４月２４日（日） １３:００～１４:３０ 講師: 安西創氏「ミュゼット・アコ・デコボコ道中（1４）」
第１６４回 ２０１６年５月２２日（日） １３:００～１４:３０ 講師: 牧田ゆき氏「歌の伴奏について（５）」
問合せ 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

♪アルプスに響くスイスヨーデルと民族音楽の調べ♪ ＊エンツィアン・ニュースＶｏｌ．２４より＊
日 時

２０１６年 ４月１５日（金）

開場 １８:００

開演 １８:３０

会 場

古賀正男音楽博物館

けやきホール

会 費

全席指定

コメント

４度目の共演になる『東京ようでる合唱団』に加えて、初登場の『シュヴィーツェルエルゲリ・デュオ・イ

★小田急線/千代田線「代々木上原」駅より徒歩３分

一般（４．０００円） 大学生以下（２．０００円）

ーブリック』のお二人を迎え、賑やかなステージになることと思います。どうぞ皆さま、ご期待ください。
問合せ・予約

E-mail info@enzian.jp

Fax 042-406-1122

電話 090-9151-8600 にて承ります。

♪「いちよ・たかこ・やぎリントリオ コンサート」♪＊Ｓｏｕｎｄ For Life And Peace 第１２回～命と平和の音源～＊
日 時

201６年４月１６日（土）

開演 1４:０0（開場 13：30／終演 1６:０0 予定）

会 場

立川市女性総合センター アイムホール

出 演

枝元一代（歌）

予定曲

広い河の岸辺／想い出のサリーガーデン／ライムライト／コーヒールンバ／よろこびのうた／他

料 金

全席指定

申込み

たましんＲＩＳＵＲＵホール［立川市市民会館］０４２‐５２６‐１３１１（９時～２０時：第３月

★ＪＲ「立川」駅北口より徒歩７分（歩行者デッキで連絡）

藤枝貴子（アルパ＝パラグアイ・ハープ）

八木倫明（ケーナとナイと作詞）

一般 2.500 円／学生:1.000 円

曜休館、祝日の場合翌平日休館）
地球音楽工房 ☎＆ＦＡＸ 03-６７５９‐３２９７ ☎0８0-5379-4929（やぎりん）

E-mail：yagirin88@gmail.com

漫画：小澤一雄（チラシより転写）

♪SOUND THEATRE TENCHU ～天誅 闇の仕置き人～♪ ＊かとうかなこ氏のホームページより＊
◎ 日

時

201６年４月１６日（土）

開場 1８:１５ 開演 1９：０0

◎ 日

時

２０１６年４月１７日（日）

開場 1３:１５ 開演 1４：０0

会

場

サンケイホールブリーゼ（大阪）

朗

読

名塚佳織

演

奏

★地下鉄四つ橋線「西梅田」駅１０号出口より徒歩３分

沢城みゆき 堀内賢雄

土屋雄作（ヴァイオリン）

他

かとうかなこ（クロマチック・アコーディオン）

真鍋貴之（ギター）

美鵬成る駒（太鼓・鳴り物・ヴォイス）
チケット

全席

７.８00 円（税込）

かとうかなこ氏ホームページ http://www.katokanako.com/index.html

♪平日の午後にみんなで歌う会♪
日 時

２０１６年 ４月２２日（金）

会 場

音楽センター会館・Ｂ１ホール

進行・伴奏
会 費
コメント

＊どなたでも参加できます＊

午後２時～４時（途中入退場可）

■５月は２０日（金）

★ＪＲ山手線「新大久保」駅より８分／地下鉄「東新宿」駅より７分

新井幸子（歌声アコーディオン伴奏家）

予約（前日まで）１．０００円（当日：１．１００円・消費税込み）

※お茶代・歌集レンタル料含む

うたごえの歌・童謡・唱歌・懐かしい流行歌などを一寸お茶しながらアコーディオンの伴奏で歌ってみ
ませんか！毎月第３週の金曜日が基本です。

問合せ

音楽センター教育部 ☎０３‐３２０８‐８３７７ ＦＡＸ：０３‐３２００‐０１０４（お気軽にどうぞ！）

‐６‐

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪うたごえ喫茶ともしびがあなたの街にやってくる！♪
◎ 日

時

２０１６年４月２２日（金）

／

【午後】 開場:午後１時３０分
会

場

二俣川サンハート

◎ 日

時

２０１６年６月９日（木）【午後】

会

場

ミューザ川崎

５月２４日（火）
開演：午後２時

終演予定：午後４時

★相鉄線「二俣川」駅より徒歩１分

市民交流室

開場:午後１時３０分

開演：午後２時

終演：午後４時

★JR「川崎」駅西口より徒歩３分

切り絵：細谷道子

曲目例

花の街／青葉城恋唄／ふれあい／恋の季節／灯／愛の賛歌／百万本のバラ／花は咲く／他

参加費

２０００円（全自由席）

※ともしび歌集「うたの世界」533 と 209 を使います。
かかります。

当日貸し歌集をご利用の際は、別途１００円

★満席になり次第締め切ります。

問合せ ともしび音楽企画：Tel.03-6907-3801 Fax.03-6907-3812

http://www.tomoshibi.co.jp

♪第１５回 春の大うたごえ喫茶♪ ＊開放感あふれる野外ステージで、１０００人の大うたごえ！＊
日 時

201６年４月２９日（金・祝）

会 場

上野公園野外ステージ

開場 1１:４５ １２:１５～１５:４５終了

プログラム １１:４５開場 １２:１５～１３:00（うたごえステージ 1） 13：15～14：00（うたごえステージ 2）
14：15～14：45（ベイビー・ブーと歌おう） 15：00～15：45（うたごえファイナルステージ）
料 金

指定席前売り（3.000 円） 当日（3.500 円）

自由席前売り（2.500 円）

当日（3.000 円）

※指定席前売りの各種割引は一律 300 円（団体 10 名様以上、25 歳以下、障がい者（付添 1 名様無料）、
月刊ともしび読者
コメント

・お手持ちの歌集をお持ちください。「うたの世界 533」第２集「うたの世界２０９」を使用します。
・新宿店発行の歌集貸出しカードはご使用になれません。 ・貸出歌集は、１００円となります。
・歌集「うたの世界５３３と２0９」は会場で販売します。是非お求めください。

問合せ

http://www.tomoshibi.co.jp/sinjyuku/2014daiutagoe.htm

♪新江戸橋

天婦羅寄席♪

＊寄席で散々笑って、宴会しましょーっ＊

日 時

２０１６年 ４月３０日（土）

会 場

天婦羅

神尾

開場：１４:３０

開演：1５：０0

懇親会：１７時頃（自由参加）

中央区日本橋 2-16-6（佐藤江戸橋ビル）

０３‐３２３１‐２２５６

★都営浅草線「日本橋」駅Ｄ1 出口より徒歩２分
出演者 楽四季一生（ヴァイオリン演歌）／ジュリーさまだ（異次元ギャグ）／あいマイ（腹話術）／坂本光世（蛇
腹一丁:アコーディオン）
木戸銭

２．０００円 （鑑賞料＋懇親会の料理とお酒すべて込み）

問合せ・予約

料理とお席の準備があるため、完全予約制です。坂本（アコーディオン）Ｔｅｌ．090-8443-0305

または、msakamo@dream.com(メール)にお願いします。

♪第１４回

パティオはなおかアコーディオン教室（所沢・国立・恵比寿・清瀬）発表会♪

日 時

201６年５月１日（日）

会 場

ルネこだいら

開場１２:３０

開演 1３:００（１６:３０終演予定）

■入場無料

レセプションホール（Ｂ１） ★西武新宿線「小平」駅南口より徒歩３分

※駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。
主な演奏曲目

リベルタンゴ／真珠とりのタンゴ／パリ祭／女学生／トロイカ／クラリネットポルカ／

Let It be／四季（春・秋・冬）／夜のタンゴ／太陽がいっぱい／カリンカ／海の見える街／他
問合せ

080-5170-8703（パティオはなおか／花岡米盛）

‐７‐

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪江森登アコーディオン教室

第５２回演奏発表会♪

日 時

201６年５月１４日（土）

会 場

成増アクトホール

会 費

１．０００円

開場１５:３０

開演 1６:００

★東武東上線「成増」駅より徒歩１分
★東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅より徒歩３分

♪ＴＨＥ
日 時

■問合せ

ＡＣＣＯＲＤＩＯＮ

℡ ０９０‐２１７６‐３８６２(村上)

Ｍａｎａｂｕ Ｈｉｙａｍａ♪ ＊タンゴ、フレンチ、オリジナル曲 etc・・・＊

201６年５月１４日（土）

開場１８:００

開演 1９:３０～（２ステージ）

会 場

中目黒 楽屋

出 演

檜山学（accordion） 河野文彦（guitar） 藤本暁子（piano） 阿部恭平（bass）

コメント

これぞアコーディオン！を檜山流に、熱く熱くお届けする楽屋の夜を乞うご期待！

予約・問合せ

『楽屋』

★東急東横線「中目黒」駅より徒歩３分

Ｔｅｌ/Ｆａｘ ０３-３７１４-２６０７ ■チャージ

３．０００円（予約）

３．５００円（当日）

♪グリーンコンサート 2016「魅惑のアコーディオン 大田智美」♪ ＊フレッシュな音色をあなたに＊
日 時

201６年５月２０日（金）

会 場

大田区民プラザ

１９:００～２０:３０ （開場 1８:３０）

大ホール

★東急多摩川線「下丸子」駅より徒歩約１分

演奏予定曲 ブエノスアイレスの夏／夢路より／グリーンスリーブス／ロシア民謡より／小鳥・農夫の歌／
シェルブールの雨傘／アメリ／他 ※曲目は変わることもあります。
チケット

１．０００円（小学生以上）

問合せ

℡ ０３‐５７０３‐０７０７（東京都教職員組合大田支部内／平日１４:００～１７:００）

※できるだけ前もってお求めください。

♪「わかばコンサート」♪ ＊音楽センター アコーディオン土曜教室発表会＊
日 時

201６年５月２２日（日）

会 場

泉の森会館

開場 1３:３０

開演１４:００

■入場無料

予定曲

パリのお嬢さん／雨にぬれても／たそがれのパリ／パリは燃えているか／郷愁のミゼット／他

★小田急線「狛江」駅北口より左手に徒歩１分

≪合奏≫ オブリビオン／ポル・ウナ・カベーサ／スターウォーズメインテーマ／他
≪講師演奏≫ ピアソラ「ロコのためのバラード」／「スマイル」／「フォスターメドレー」他
≪友情出演≫ フルート等アンサンブル
問合せ

０３‐０２０８‐８３７７（音楽センター教育部）

♪第２８回
日 時
会

場

平山アコーディオン教室演奏発表会♪

201６年６月４日（土）

開場 1２:３０

川崎市中原市民館

２階ホール

開演１３:００

■入場無料

★ＪＲ南武線「武蔵小杉」駅西口より徒歩３分／ＪＲ横須賀線・湘南

新宿ライン「武蔵小杉」駅新南改札口より４分／東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅西口より徒歩３分
予定曲

影をしたいて／冬子という女／帰ってきたツバメ／バラ色の人生／ジョリー・キャバレロ／ガリート／
チゴイネルワイゼン／世界のタンゴ・メドレー／パガニニアーナより「主題と四つの変奏」／合奏／他

ー

後 援

日本アコーディオン指導者協会

問合せ

平山アコーディオン教室 ０４４‐４１１‐３５６１

第２８回関東アコ「第１回実行委員会」のお知らせ
会場：大久保地域センター

■伴奏講座募集について
■ゲスト演奏者検討

４月２４日（日）1９：３0～

★ＪＲ「新大久保」駅より明治通り方向に徒歩８分
■会計監査について

■ビバアコ参加に向けて

■募集要項の検討
■その他

‐８‐

