関東アコーディオン演奏交流会
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＝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

２０１６年９月２２日（木）祝／秋分の日
会場

北区滝野川会館（昨年の独奏と同じ会場です）

今年は 【重奏・バンド/アンサンブル・合奏部門】
■「小アンサンブル部門」の部門名称変更のお知らせ！
これまで「小アンサンブル部門」としていた名称を「バンド/アンサンブル部門」
と変えてみることにしました。理由は、“小アンサンブル”の表現は、いわゆるクラシ
ック系だけを対象にしているように感じている人もいるのではないかと考えられる。
などの意見もあるので、アコースティックに限るとの条件付きではあるけれど「アン
サンブル部門」の窓口を広げることにつながればと考えて変更してみることにな
りました。
※皆さまのお近くでアコーディオンの加わったユニットがありましたら、
ぜひその方々にも声を掛け参加を呼び掛けて下さい。

■出場者募集開始！（詳細は別紙募集要項をご覧ください）
■伴奏講座参加者募集中！（詳細はホームページをご覧ください）
■関東アコアンサンブル練習開始！～参加者募集中～
第３回練習を４月１７日（日）東村山市立中央公民館に於いて行いました。
参加者は 12 名でした。※次回練習日、会場は３ページに掲載
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＝実行委員会報告＝
■第１回実行委員会議事録より
４月２４日（日）1９：３0 より、大久保地域センター（新宿区）に於いて第１回実行委員会
が開催されました。
出席者

実行委員【塚本、築山、池田、東谷、織田、橋本、佐々木、仙仁、乙津】

審査事務局（敬称略） 【柴崎和圭、大田智美】
尚、実行委員会開催の前（17：30～19：30）に審査事務局との話合いが持たれました。
≪議事録より≫
・小アンサンブル部門の名称変更について
アンサンブル部門の窓口が広がることによって、より多彩な充実した部門になること
を期待し今回部門の名称を変更してみることに。
・実行委員会体制決る
実行委員長（塚本五郎）／事務局長（築山泉）／企画部（池田健）／組織部（織田裕美：
主にチラシ担当・岡田栄子：主に広告担当）／広報部（乙津良雄・小神長次・仙仁宏）／
財政部（佐々木すみえ・東谷彰）

※２４日欠席者は次回実行委員会で決める。

・第２７回会計報告並びに第２８回予算案の検討
・募集要項の読み合わせ
事務局で用意した募集要項を読み合わせ、文章の校正を行う。
・仮チラシの校正
仮チラシを作製。アコーディオン仲間の演奏会、発表会等今後予定される団体に配布
のお願いをする。
・ビバ・アコーディオン（大阪）に参加する（６月５日：日）
参加予定者

池田健

橋本千香子

小神長次

乙津良雄

・募集要項の印刷発送作業
５月５日（木：祝）１０時～

かわさき市民活動センター（武蔵小杉）にて行う。

・伴奏講座を実施
６月２５日（土）～２６日（日）一泊二日の講座／会場は高尾の星槎高尾キャンパス（前回
と同じ）

※詳細はホームページ、または前号に同封のチラシ参照

-2-

関東アコアンサンブル

参加者募集中！！（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楽章＆第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)
やこう

第４回練習日程と練習会場 ※矢向地区センター ２階・工芸室（横浜）

交 通
JR 南部線「矢向」駅より
徒歩５分（JR「川﨑」駅経由で
来る場合は、川崎駅から２つ目です）
※駐車場の割り当ては１団体１台なので、アコの方は電車をご利用ください。
前回（３回目）の練習にはチェロが２人加わりました。
■４回以降の練習予定
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
第７回 ８月２８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～
早速、数名の方から参加の申し込みをいただきました。
今回は、池田健氏の他、新たに橋本千香子氏を講師に迎えます。申し込まれ
た方には、当日どちらのクラスに参加するのか決めていただくため、２人の講
師の講義資料を後日お届けします。
-３-

♪音楽センターアコーディオン科 中部金曜教室「春のコンサート」 ぶらり訪問記♪
２０６年４月３日（日）１４:００開演 会場：なかの芸能小劇場（東京・中野区）
桜が見ごろを迎え、JR 中野駅前商店街サ

１５分の休憩にはロビーにお茶とキャンディ

ンモールでも桜まつりが行われていて、大

ーなどが用意され、聴きに来た人同士、演奏者

変な人出でした。そんな中、聴きに来られた

とおしゃべりしたりと楽しいひと時でした。

方でチラシに載っている地図を見ながら行
き過ぎて戻ってきた方がいて、会場の入口

後半の最初は「女心の歌」を女姓６人で合

がちょっとわかりづらたようでした。

奏。次に演奏した「インドの歌」（リムスキー＝
コルサコフ作曲／中山英雄編曲）は歌劇「サ

１２４席ある会場ですがすべて埋まり、何人

トコ」の中でうたわれるテノールのアリア。と

かは後ろの通路に立っている状況で始まり

の解説です。初めて聴く曲で、対岸が見えな

ました。オープニングは、恒例となった「オ

いような広い河の水がゆっくり流れるよう

ブラディ・オブラダ」途中ソロパートが立って

な不思議な感じの曲でした。

元気良く演奏する形も板についてきました。

続いては女性３重奏で「主よ、人の望みの
喜びよ」。ゲストの山田千賀子さんの独唱

プログラムは 15 分の休憩を挟んで前半に

（「やなぎ」、「チェリノブイリのコウノトリ」、

も後半にも、独奏あり重奏あり、合奏ありと

「忘れな草」）の３曲。伴奏は講師の中山英雄

工夫されていました。

氏で、会場からは「いつ聴いてもすてきね」

演奏曲は「峠の我が家」（重奏）、「エスパ

とのささやきが漏れていました。

ーニャ・カーニ」、「愛燦燦」、「アムール河の

講師演奏は「満州の丘に立ちて」続いて

波」、「赤いサラファン」、「オゝらい麦よ」／

の「花は咲けども」と「仕事の歌」の２曲は歌

「モスクワを行けば」、「鳥の歌」、は独奏。

いながらの演奏でした。気持ちが蛇腹に乗り

途中合奏で「碧空」が入り前半の最後は

移ったかのような熱演には、中山英雄ここ

「歌うコーナー」で、おさるのかごや・翼をく

にありといった情熱を感じました。

ださいなど 4 曲歌いました。伴奏は、合奏の

後、全員合奏が３曲「男はつらいよ」、「星

体系に座り、各自弾けるところに参加する形

に願いを」、「ジャズ組曲第２番より ワルツ 2」

で全員参加型の伴奏でした。

（ショスタコーヴィチ作曲／中山英雄編曲）。

前半の中で「エスパーニヤ・カーニ」は途

そしてエンディングは、古いロシアのワルツ

中ハラハラしたけれど、止まることなく最後

「白樺」,この曲も教室の持ち曲として度々

まで演奏しきった力にとても８２歳とは思え

演奏されるので皆さんのびのびした素敵な

ないパワーを感じました。また、「オゝらい麦

演奏でした。

よ」／「モスクワを行けば」を演奏された方

（記：乙津）

▼講師も演奏に加わり正に全員合奏の様子

は蛇腹の切り返しが上手なので曲の流れが
とてもきれいなのと客席に向かって音がよ
く伸びていて感心しました。
「鳥の歌」は、帰り道、中野駅に向かって歩
いていると『鳥の歌を弾いた人は余程練習
したんでしょうね、上手くなったわね』と後ろ
の方で話し声がしていました。
-4-

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）」
第１６５回 ２０１６年６月１９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）」
第１６６回 ２０１６年７月３１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（１５）」
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

♪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

開場１５:３０

開演 1６:００

★東武東上線「成増」駅より徒歩２分
★東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅より徒歩３分

主なプログラム

江森登「五月のワルツ」／江森孝之

番街のラグ」／マニアンテ編曲
ードン」／ラモー

前島淑子「カマルグにて」／ローソン

藤井めぐみ（幻想曲「さくらさくら」）／藤井めぐみ編曲

平賀康子「Doce Reflexion」／デュプラ 小島正男「ガウチョの嘆き」／カナロ 他

ゲス ト

■江 森 ファミリークインテット

会員券

１．０００円

問合せ

江森登アコーディオン教室 ℡：０３‐３９３０‐５５６８

♪ＴＨＥ

ＡＣＣＯＲＤＩＯＮ

■ 群 馬 アコーディオンセンター

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

日 時

201６年５月１４日（土）

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

岡部佳世「１２
渡部美代「リゴ

開場１８:００

開演 1９:３０～（２ステージ）

★東急東横線「中目黒」駅より徒歩３分

『楽屋』 Ｔｅｌ/Ｆａｘ ０３-３７１４-２６０７ ■チャージ ３．０００円（予約） ３．５００円（当日）＋１ order

♪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

出 演 大田智美（アコーディオン） 長見麻耶（ピアノ）
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）

※できるだけ前もってお求めください。

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）

♪紙で作るアコーディオン ペパニカ ５月のワークショップ♪
■１０：００～

＊＠東京・西荻手しごと市＊

日 時

２０１６年 ５月２２日（日）

会 場

井荻會舘２階

■14：00～

講 師

岡田路子（アコーディオン修理・調律師／アコーディオン修理工房 neneroro 主宰）

料 金

3．５００円（お茶菓子付き）

人 数

定員８名（対象年齢

東京都杉並区西荻北４-35-9

★ＪＲ中央線「西荻窪」駅北口より徒歩１２分

中学生以上）

コメント

２００種類以上の紙からお選びいただけます。

問合せ

西荻案内所メール

nishiogi@topaz.plala.or.jp

‐５‐

写真はおブログより転写

（担当・奥秋）

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

会

場

二俣川サンハート

◎ 日

時

２０１６年６月９日（木）

会

場

ミューザ川崎

◎ 日

時

２０１６年６月１９日（日）

会

場

藤沢（国際新堀芸術学院本館）

２０１６年５月２４日（火）

／

６月３０日（木）

【午後】 開場:午後１時３０分

曲目例
参加費

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
【午後】

開場:午後１時３０分

市民交流室

開演：午後２時

終演：午後４時

★JR「川崎」駅西口より徒歩３分

【午後】 開場:午後１時３０分

開演：午後２時

終演：午後４時

★JR 東海道「藤沢」駅、小田急線「藤沢」駅より徒歩８分

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
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。
かります。

当日貸し歌集をご利用の際は、別途１００円か

★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

♪「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）

開場 1３:３０

開演１４:００

■入場無料

会 場

泉の森会館

予定曲

パリのお嬢さん／雨に濡れても／たそがれのパリ／パリは燃えているか／郷愁のミュゼット／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
≪友情出演≫ ノースウエスト・ブリーズ・アンサンブル（ハーモニカ・フルート・カホン・ピアノ）
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

影を慕いて／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

後 援

日本アコーディオン指導者協会

♪第３０回

■問合せ

平山アコーディオン教室 ０４４‐４１１‐３５６１

ふれあいこんさあと ビバ・アコーディオン♪

日 時

201６年６月５日（日）

会 場

サンスクエア堺（大阪府堺市立勤労者総合福祉センター）

開場：９:３０

開演：１０:００

（１６：３０終演予定）

■入場無料

★ＪＲ阪和線「堺市」駅より西へ３００メートル
コメント

西日本のアコーディオン教室、グループ、同好会などを中心にアコーディオンの演奏を楽しみ、学び
合い、相互の交流親睦を目的に集まった ビバ・アコーディオン“ふれあいこんさーと” も３０回を迎え
ます。アコ仲間が集まり、独奏、重奏、アンサンブル、合奏といろんなスタイルのアコーディオン演奏が
楽しめます。お気軽にお越しください。懐かしい音色でお待ちしています。

問合せ

杉村寿治（０６‐６６２２‐４４４５）

吉田親家（０７８‐８８２‐３２２６）

‐６‐

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪音楽センター 柴崎和圭 アコーディオン教室 発表会♪ ＊主催：音楽センターおんがく教室＊
日 時

201６年６月１１日（土）

会 場

新宿区立新宿文化会館 小ホール

開場：１８:１５ 開演：１８:３０

■入場整理券：無料

★東京メトロ副都心線／都営大江戸線「東新宿」駅 A3 出口より徒歩５分
プログラム（予定）

猫ふんじゃった

より「マヤの共同体」

愛の賛歌

サマータイム

ウェハース（子守歌）

パックチェンの肖像

他

※今年はソロとアンサンブルの演奏発表です。ぜひ聴きにいらしてください！
問合せ

☎０３‐３２０８‐８３７７

音楽センターおんがく教室

カット：チラシより転写

♪松原智美アコーディオン×荒井結子チェロ ４００年の音の旅♪
日 時

201６年６月２５日（土）

会 場

両国門天ホール

１日２回公演

■１４:００（１３：３０開場）

■１７：３０（１７：００開場）

★JR「両国」駅西口より徒歩５分

出 演 松原智美（アコーディオン：大阪出身。８歳よりアコーディオンに親しむ）
荒井結子（チェロ：福井市出身。６歳よりスズキ・メソードでチェロを学ぶ）
プログラム

トッカータ（G.カサド編曲）／G.フレスコバルディ（1558～1643）

1750）

祈り op.158／C.サン＝サーンス（1835～1921）

Milonga sin palabras（無言のミロンガ）

カット：チラシより転写

アリオーソ／J.S.バッハ（1685～

ため息（アコーディオンソロ）／当摩秦久

Le Grand Tango

他

料 金 一般前売 ３０００円（学生２０００円）／当日一般 ３５００円（学生２５００円） ※学生は大学生を含みます。
チケット

e+（イープラス）ｈｔｔｐ：//eplus.jp（パソコン・携帯共通）

ファミリーマート「Fami ぽーと」で直接購入

又は松原智美まで。 PC アドレス info@matsubara-tomomi.com Tel. 090-8466-6418

♪あじさいコンサート♪ ＊２０１６年度音楽センターアコーディオン科・北部センター演奏会＊
日 時

201６年６月２６日（日）

開演：１４:００（開場 13：30）

会 場

蓮根センター レクホール（３階）

■入場無料

★都営三田線「蓮根」駅より徒歩５分

※駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください。
プログラム

トルコ行進曲

コンドルは飛んで行く ジョニーギター

≪合奏≫ポールシュカ ポーレ
★講師演奏
ゲス ト

夕やけ小やけ

★みんなで歌いましょう 等

山田千賀子（ソプラノ歌手）

指揮・音楽指導
問合せ

他

ドレミの歌 ≪アンサンブル≫河は呼んでいる

木下尊規

鶴見篤子

音楽センター教育部

☎０３‐３２０８‐８３７７

♪合唱団「道」４７周年 定期演奏会♪
日 時

201６年７月３日（日）

会 場

横浜みなとみらいホール

ゲス ト

木星音楽団（ケーナ：八木倫明ほか）＋中村初恵（ソプラノ）

指 揮

中山英雄

演 奏

バラライカ・アンサンブル・ポーレ

演奏曲目（予定）

開場：13：０0

＊横浜でロシア民謡を中心に歌い続ける＊
開演：13：30

大ホール

★みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩約３分

小坂幸世 ／ ピアノ 小坂幸世 二宮悠太 ／ アコーディオン

中山英雄

大田智美

曲目、曲順は変更する場合があります。

【第１部

愛の歌】 燃えろ私の星よ ウラルのぐみの木 川岸のベンチで

【第２部

ゲスト：木星合唱団＋中村初恵】

木星（Jupiter）

‐７‐

泉のほとり 黒い瞳 他

アルパ協奏曲《鐘つき鳥》

赤いサラファン

他

【第３部

～大胡敏夫の世界～】 私にあの歌を歌って チェルノブイリのコウノトリ バイカル湖のほとり

後 援

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団 神奈川新聞社

他

ｔｖｋ（テレビ神奈川）

問合せ Tel. ０９０‐９９２１‐８２４１（加藤） Tel. ０９０－４２０８－４８０５（朝倉）

♪ともみ ともみ！アコーディオンコンサート♪
日 時

201６年７月１８日（月・祝）

会 場

両国門天ホール

開場：1１：０0 開演：1１：30（１３：００終了予定）

★JR「両国」駅西口より徒歩５分

プログラム ≪デュオ≫ Aperture/坂田直樹 The Air Sculpture/浅井暁子 「Loose Leaf」より/田渕大次郎
「les ｌndes galantes インドの優雅な国々」より/J.Pｈ.ラモー

他

≪ソロ≫ Clockwork Lullaby/篠田昌伸
だじゃれ音楽第４番「アコーディオン独奏のための」〈お酢と納豆〉/野村誠
出 演 松原智美（アコーディオン） 大田智美（アコーディオン）

■楽器“解体”講座■ 同日開催
時 間

1４：３0～１６：００

講 師

加藤拓也（修理・調律師）

チケット

＊アコーディオンの中、すべて見せます！＊

（開場：1４：０0）

コンサート 前売 ３．５００円（学生 ２．５００円）
楽器解体講座

写真：チラシよりトリミングして転写

当日 ４．０００円（学生 ３．０００円）

前売りのみ ２．５００円（学生 １．５００円）

コンサート＆講座セット 前売りのみ ５．０００円（学生 ３．０００円）
問合せ

写真：チラシより転写

コンサート／コンサート＆講座セットには、送料１００円が必要になります。講座のみの場合は整理番号
をお知らせいたします。 じゃばら研究会 Maill: jabara.labo@gmail.com TEL：090-8466-6418
ｈｔｔｐ：//matsubara-tomomi.com からも申し込み可

支払い方法
主 催

■コンサートのみ、未就学児の入場不可

銀行振り込み（振込手数料はご負担ください）※ご入金後のキャンセルによる返金不可。

じゃばら研究会

後援

NPO 法人 日本アコーディオン協会（JAA）

実行委員募集中！！
学び合うためのコンクール『関東アコーディオン演奏交流会』は、アコーディオン愛好家の集まりです。
♪毎年秋に演奏交流会を開催しています。 ♪伴奏など、いろいろな講座を企画しています。
♪各教室・サークルとの交流、東北、大阪等様々な地域との交流を行っています。
♪情報交換、ニュースの発行を行っています。
これらの企画・実現のための実行委員を募集しています。
★ボランティアの集まりで、会員制ではありません。

ご参加をお願いいたします

★特別な参加資格は必要ありません。

❏ 月例の実行委員会は、通常月１回、日曜日の夜、都内で実施されています。まずは顔を出して、サークルや
教室やご自分のことをお話し頂くだけでも！様々な方と充実した活動を行っていきたいと思います。

「次回実行委員会」のお知らせ
会場

かわさき市民活動センター B 会議室

■伴奏講座募集について

■予算について

■ゲスト演奏者検討

■ビバアコ参加に向けて

■広告募集について

■その他

５月２２日（日）1８：０0～

★ＪＲ南武線、東急東横線「武蔵小杉」駅より徒歩３分
■チラシの活用について

‐８‐

■年間スケジュールについて

