
NPO法人ドルチェ邦来合奏団定期演奏会

第24回 千葉定期公演
千葉市美浜文化ホ…ルメインホール

2022年 10月 28日 (金)14:00開演 (13:30開場)

…般 :3′000円 ノ学生 :1′000円 ノ動画配僣チケツト:2′000円
(こ の公演は 9月 17日開催予定であつた公演の代替公演です。前のチケツトも有効です )

「Seven Doors」 (作曲 :石丼由希子)

目回回日
「きく」(作曲 :コ リーン・シユムコー)

「編曲 平和への祈り (編曲 :石井由希子)

「幻舞三章」 (作曲 :牧野由多可)

「傘寿の瞑想」(作曲 :坂田誠山)

E到認圧園
「邦楽器合奏と語りと歌によるわらしべ長者」

～今昔物語集 《長谷に参りたる男観音の助けによりて富を得たること》より～

(脚本。作詞 :西日豊子 作曲 :石井由希子)
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石澤徹

委嘱初演

委嘱初演

一般

学生

3′000円
1′ 000円

勁画配信チケ ッ ト

2.000円

チケッ ト案内 QRコ ー ド
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■ 主催 :NPO法人 ドルチェ邦楽合奏団

■ 協賛 :タ マチエ業株式会社

■ 後援 :(公社)日 本尺八連盟・NPO法人全国邦楽合奏協会

■ お問い合わせ先 (ド ルチェ邦楽合奏団 )

本部 :TEL043-241-3142 info@dolce― hg.sakura.ne.jp

千葉支部 (出沼智山):TEL 043-484-8788 東京支部 (黒武者翔山):TEL 04-7149-9641

神奈川支部 (堀 保之):TEL 0462-34-6554 埼玉支部 (星野憧山):TEL 048-593-0458

翻



代表挨拶

前口の ドルチェ邦楽谷奏日千葉支部の演奏会は、今わえ年 9月 8日 に21ロ ロを開催 し、その後コロナの影響で休上状態が続き、今年漸 く

開催出来る運びとなりました。 3年 に及ぶ永い活動休上は、谷奏日の活動に多えな影響が生 じているのは否めません。その間、演奏活動が出

来なければ創作活動に重点を置いた活動をと、文化庁の助成事業などで訴作の創作活動で補助を受け、当日にネ っては数多〈の財産、13働 の

新作が生ま,ltま した。

中でも特華すべきは「竹案 ものがたり」に匹敵する人苗となっている「 ′ヽ口典―物語」の創作です。

この山の脚本を担当して頂いている西口女史によると「21世紀を生きる子ども逹に最も必要とされる資質とは、国境や言語、民族やえ化な

どすべてのミいを乗 り建え
'Lネ

に生きる仝ての人や生命と摯が り、深 くて暖かな共感を条き、 リスベクトを持 って支え合う、真にグローパル

なれ点と豊かな感性です。

この作品のモチーフとなる日本人上木・水利表師ノ`口典~(1886～ 1942)こ そは、100年以上も前の日本統治下の台湾において、日難な政

治・社会情勢にも′蜃することなく、彼の地に生きる名 もなさ人々の真の幸福に生涯を捧げ尽 くした「人間愛」の人。本作は、現在 日本では郷

る人 も殆ど纂ヽヽ彼の足跡に光を当て、現代の日本とアジア、そして全ての子ども達に、その夢と情熱と沐い人間愛を伝えることを目指す新企

画。ファミリーで楽じめる歌 と語 うのコンサー トオペラの,′ で、典―とその姜タト代樹 (と よき)の 愛の物語を、事・尺入を発めとするネ楽オー

ケス トラの美しくもダィナミッタな新苗にのせ、お属けするものです。」と.ι されてヽヽます。

この作品は来年の ドルチェ井楽合奏団 25月 キ記念 (2023年 7月 23日 なかの圧RO夫ホール)で演奏ヽヽたします。 この様な作品を演奏す

る事で ドルチェ邦楽谷奏日の活動を本来の状態に戻せるように、活動を盛 う上げていきたいと思っています。

さて、今回の演奏会も新作が 3働並びます.1由 はテレビにも率 り上げられているアメリカ人の女性で二味象も嗜む日本人好 きな作綺家コ

リーン・ シュムコーさん、 日本の俺び寂を面にしたような作品です。尺人の持つ独特な表現を意識 したえ入独奏綺、えにもう一面は、子供に

も楽しんで賞おうと、 日本の童話を駆 り上げ、語 うと邦楽器に依る作品です。

泉退薇向にある邦楽を活性化させるには、子ども逹が興味を持 ってく久るような作品の創作が怠務です。語 うとのコラボは敷居が高いと思

わ,Itて ヽヽる邦楽の世界へ、皆様を気軽に誘 う事が出来るのでは無いかと思っております。

秋の午後のひととき、皆様と楽しいひとときを共有できなば大変を しく思います。

NPO法人 ドルチェチF楽合奏団理事長 坂口誡 lL

出演者

◆千葉支部◆

坂田 誠山 (指揮・尺八)

出沼 智山 (総務・尺八)

鹿島 綾子 (会計・筆)

井上 憲二 (尺八)

梅田佳予子 (等 )

大久保千秋 (十七絃筆)

岡部 節子 (筆)

鎌 直美 (等 )

神山さよ子 (十七絃答・三絃)

五月女 雅 (筆)

中島 純子 (等)

榛沢とも江 (寧・十七絃筆)

◆応 援◆

く東京支部>
黒武者光文 (尺八)

真田 豊山 (尺八)

山口喜久子 (等 )

渡辺 澄子 (筆 。三絃)

<埼玉支部>
中野 兆山 (尺八)

野瀬 嶺山 (尺八)

星野 憧山 (尺八)

<協力会員>
森 住久山 (尺八)

■ゲスト:コ リーン・シユムコー (作曲・三絃)石澤 徹 (俳優)

■司会 :井沢 英子 ■舞台監督 :金子 宣宏 ■舞台 :五味楽器

<新型コロナウィルス感染症予防対策についてご来場いただける皆さまへお願い>
皆さまに安心してご来場いただくために必ず下記をご確認いただき、ご同意の上ご来場くださ

いませ。より安全な環境の維持に一層のご協力を賜りたく、ご理解の程お願い申し上げます。

・本公演当日、ご自身の体調や状況について、以下ご確認をお願い致します。

1、 本公演当日、外出前にご自宅にて検温し、37.5度未満であること。

2、 咳・下痢・味や匂いを感じない等の症状がないこと。

3、 現在、新型コロナウィルス陽性判定を受けていない、また医師に自宅待機指示を受けてな

いこと。

4、 新型コロナウィルス感染症陽性者との濃厚接触がないこと。

5、 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

・館内では必ずマスクを着用してください。

・館内でのお客きま同士の舗 よ 最′」ヽ限にとどめていただきますようお願いいたします。

・こまめな手洗いや消毒液での手指消毒、咳エチケットヘのご協力をお願いいたします。

・ご入場の際に、検温を実施いたします。検温の結果、375度以上の発熱が確認された場合、

ご入場をお断りさせていただきます。

・出演者への花束や差し入れの贈呈はご遠慮ください。また、応援は拍手にてお願いいたします。

勝部 祐子 (女優)若 月 宣宏 (打楽器)

■動画配信 :嘉藤 恵 ■チラシデザイン :星 千奈津

【電車】JR京葉線「検見川浜駅」より徒歩 8分

【バス】JR総武線「新検見川駅」よリバス 10分

「美浜区役所前」下車

りR京葉1線

MAP ●

」R総武線

糧雷回田口
“

浦 湾岸習志野 lC

, メ東京方面から

京成線

囲

●

至
東

至
宮
野
木
て

●●|

国道 14号

国道 357号

NPO法人至」レチェ邦楽全豊団__正会員・賃助全員墓集中

●正会員 :ドルチェ邦楽合奏団 4支部の何れかに所属する。月 3回の合奏練習に参加し、常に新しい作品に出会えて邦楽の楽しさを体感しつつ、年

1回の定期演奏会に向けて、技術面、音楽面の向上を図る.5年毎の周年記念演奏会では大ホール満杯の中での演奏が体験できます。

●賛助会員 :ドルチェ邦楽合奏団が推し進めている邦楽活性化の柱、新しい魅力を創造する活動に賛同して頂き、側面からご協力頂くことで、正会

員と共にこの活動を更に推し進め、活性化の勢いが高まることを期待しております。 (詳細は事務局へ)

新検見川駅

海浜嘉張駅
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