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◆主催 :ド ルチ ェ邦楽合奏団 神奈川 支部
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◆チケ ット取 り扱い /問 い合わせ先
(ド ルチェ邦楽合奏日本部
〒 263‑0023 千葉 市稲毛区緑町 1217 坂田誠
TEL/FAX 043‑241‑3142 einail:info@chiba― en.com
(神 奈川邦楽合奏団事務局)
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<出 演者 >
■神奈川邦楽合奏団団員■

■ジュニ ア参加者■

坂出 誠 IJ(代 表 。指揮 。尺八)奥 出恵美子 (総 務 。十七絃筆 )
石井由希子 (作 山)
長瀬寿賀子 (演 奏会担当 。争)
4(ジ ュニア担 当・ 争)
。
須田 朗山 (事 務局長 尺八)
清水 泰 」
堀
保之 (総 務 。尺八 )
岩瀬 洋子 (￨七 絃筆 )※
中沢 兼山 (ジ ュニア担 当・ 尺八)岩 倉 忠子 (三 絃・ 竿

清水
瀧本
本間

清水 希実
佐藤 たまき
堀
菜海
八島 咲宙
田中 陽奈
ゞ
清71く 利輝「

)

池澤笙健山 (尺 八)※
田村 円山 (尺 八)
野口頌翁山 (尺 八)
星
秦山 (尺 八)
森日 天 l lJ(尺 八)

田嶋つか子 (等
竹田 保 子 (争 )
円日 典子 (争 )

)

西澤
平林

文代 (争 )

容子 (竿 )
山脇 直美 (筆 )※

■千葉邦楽合奏団団員■
功 /J 幾山 (尺 八)

2)
2)
3)

(小 4)
(小 4)
(小 6)

(小 6)
(小 6)
(高 1)

(※ 印欠演者)

■東京邦楽合奏団団員■

梅田佳予子 (等 )
大久保千秋 (十 七絃等 )
鹿島 葵 (十 七絃等 )
鹿島 綾子 (竿 )
五月女 雅 (等 )
中島 純子 (争 )

愛実 (小
結衣 (小
菜那 (小

真田 豊山 (尺 八)
冨田 輸山 (尺 八)
森 佳久山 (尺 八)
米山 良山 (尺 八
4(争 )
山口喜ク、」

■司会 :井 沢

英子

■舞 台 :五 1未 楽器 店

)
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<代 表挨拶 >
ドルチェ邦楽合奏団代表 坂田 誠山
今年 の 7月 17日 、新潟県上越 市の上 越文化会館 人ホールで「竹取 ものがた り」が演奏 され ま した。 この 曲は初演時、邦楽界 に
ある種の衝撃を与えた山ですc停 滞気味 の邦楽界 のアピールが 出来 る曲 として全 国の様 々な場所で演奏 しようと働 きかけてお りま
すが、編成が大 きいので中々簡単 には実現 してお りませんで したc今 回は上越市 の尺八愛好家のグルー プが、私が常 々 「邦楽界 の
活性 fヒ はお客様がブ
、勢集 まるような演奏会を各地 で行わない限 り実現 しないJと 主張 していることに賛 同 して くれ、 3年 掛か りで
実現 した演奏会で した。 この 曲は演奏 して してい る人を も喜ばせて くれ る曲で、当初 は邦楽 との共演 に余 り乗 り気では無か った
コー ラスの人たちが、練習が進むにつ れ積極的な状 況 に変わ って くる姿が正 にそれを物語ってお りま した。 この演奏会は 1500人
の大ホールが超満員 の大成功 の演奏会 とな りま した。そ の要因は実行委員会の熱意、素晴 らしい作品及び出演者、 マスコ ミの協力
等、全ての人たちの理想的な力が旨 く噛み合 い、皆 の苦労が報われる大イベ ン トとな りました。アンケー トも 350通 近 く寄せ られ、
邦楽 のイメージが変わったな ど小学生か らの感想 も多 く含 まれ、邦楽活性化の理想型を見た様な感 じで した。 この事は ドルチ ェ邦
楽合奏団の今 までの活動実 績が少なか らず影響を与えていることと思いつつ 、今後 も積極的 にこの路線で活動を進めて参 りたい と
思 ってお ります。
さて、今回のジュニ ア コー ナー は ミュージカルの 曲を集めました。ノ リの良い、迫 力 のある演奏をお届け出来 ると思います。又、
今 回の演奏会 の トリは、石井由希子作山 の木漏れ 日の 中で しっか り根を張 って遅 しく生 きる樹木の姿を謳 っている「木漏れ 日の 中
でJで す。木漏れ 日とい うと爽やかなイメー ジですが、そ の 中で どっ しりと勇壮 にも見 える樹木が大地 の鼓動を感 じなが ら共生 し
ている姿に子供の成長を被せ、退 しく育 って欲 しい との願望を込めての曲のように思います。
「邦楽 って楽 しいの ?J「 もちろん

りや甲響摯 団 員 募 集

!Jが 我 々のモ ットー です。是非 ご来場下 さいまして、邦楽をお楽 しみ頂ければさい わ いです。
!鬱 曽 υ 貯 υ

ドルチ ェ邦楽合奏団グループでは、尺八、筆、十七絃
筆、三絃な ど随時団員を募集 しています。
現代曲を中心 に、尺八譜、筆譜な ど従 来譜 に加 え、五
線譜 での指導 も有 り、やがては五 線譜 での演奏 も可能
にな ります。合奏の 幅広 い楽 しみ を味わいませんか。
入団に際 しての詳細は各合奏 団事務局 0団 員 にお問 い
合わせ下 さい。
ドル チ ェ邦楽合奏団 お問い合わせ先
本 音F事 務 局 (森 佳久 山):丁 EL 03… 3712‑9493
千葉邦楽合奏団 (出 沼 智 山):丁 EL 043‑484‑8788

守二 ￨
■ JR・ 市営地 ド鉄 「桜木 ‖
JJ駅 (南 改札 西日、北改札西 口)か ら徒歩 10分
■ 京浜急行 「 ロ ノ出町J駅 か ら徒歩 13分
■ みな とみ らい線 「みな とみ らい=駅 か ら徒歩 20分

東京邦楽合奏団 (黒 武者光文):丁 EL04‑7149¨ 9641
埼玉邦楽合奏団 (大 川 隆司):丁 EL0480‑58‑8139

