
東京支部主催

ドルチェ邦楽合奏団
第14回東京定期公演

2017年 6月

開場13:30
11 日 (日 )

開演 14:00
四谷区民ホール 佃谷区民セ多み-9陶

お問い合せ先

ドルチェ邦楽合奏団

ドルチェ邦楽合奏団

東京支部 黒武者翔山 (事務局)

本  部 坂田 誠山 (代 表)

入 場 無 粕 要入場整理券 )

坂田誠山
(音楽監督・指揮・尺八)

主催 :ドルチェ邦楽合奏団 東京支部

後援 :ドルチェ邦楽合奏団 千葉支部 。神奈川支部・埼玉支部

NPO法人全国邦楽合奏協会

,  こF葉県我孫子市 1-8-17 TEL04-7149-9641

千葉市稲毛区緑町 1-2-17 TEL043-241-3142



ドルチェ邦楽合奏団 代表 坂田誠山

ドルチェ邦楽合奏団は来年、千葉 20、 東京 15、 神奈川 10、 埼玉 5周年の大きな節目を迎えます。過去を振り返ってみますと、

5年毎の合同周年記念演奏会は、共に大ホールを超満員にしてきた実績を誇りますc他に類の無い大きな出来事として、我が団

員はこの事を大きな自信として、今後に向けて新たに大きな踏み出しを検討しております。

その一つはNPO法人化です。私は邦楽界の活性化を大きな柱に長年尺八の演奏活動を進めて参 りました。若い頃は日本音楽

集団に在籍し、当時邦楽界を代表する演奏家に揉まれ、大いに鍛えられました。又、その当時、演歌界の大御所、美空ひばりに

認められ、舞台を共にしながら彼女の歌唱力を目の当たりにして、その素晴らしさを邦楽に取 り入れようと試みたりもしてみま

した。その後、洋楽界の世界的な大御所、ヨーヨーマとも共演するなど、その度に彼らにも大きな感動を与え、お互いにリスペ

クトしながら様々な体験を通して、尺八の持つ魅力は充分に世界に通用する事を実感しております。

こんな尺八の世界も大きく云えば邦楽界もですが、今衰退気味です。その大きな理由は世の中に素晴らしいと思えるモノが氾

濫していて、尺八はその中に埋没気味だからでしょう。

しかしドルチェ邦楽合奏団は前述のtElく 、周年記念は大変な成果を上げています。「ハサミは使いよう」と中します。尺八は

切れないハサミではなく、素晴らしい楽器ですが、全体的に見れば、今は充分に使いこなせていないのだと思いますЭ使いよう

によっては世界を驚かすことも出来る楽器なのですЭ ドルチェ邦楽合奏団は邦楽合奏に於いて、正にこの事を念頭に置きながら

練習を積み重ねております。

NPO法人化を目指す理由は、より多くの邦楽愛好家にこのノウハウをお伝えし、より大きな力で邦楽活性化に尽力しようと

の思いからですc会員だけで無く外部の方のお力も頂ければ活動にも拍車が掛かります。皆様のお力もお借りし、邦楽活性化に

向けて今後も精力的に活動を進めていく所存でおりますので、よろしくお願い申し上げます。

「邦楽って楽 しいの ?J「 もちろん !Jが我々のモ ットーですc足非 ご来場いただき邦楽をお楽 しみ頂ければ幸いです。

団員募集中 |

ドルチェ邦楽合奏団では、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、竿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支部事務局・団員にお問

い合わせ下さい。

ドルチェ邦楽合奏団 お問合せ先
ドルチェ邦楽合奏団本部 :TEL 043-241-31421∩ fo@chlba― e∩.com
本部事務局 (森  佳ス山):TEL 03-3712-9493

◆東京支部◆

坂田 誡山 (指揮・尺八) 山口喜久子

黒武者翔山 (総務・尺八) 岡田喜代子

真田 豊山 (会計 。尺八) 鬼島 爾良

亀澤 信山 (尺八)    菊地 莉早

渋谷賀洋山 (尺八)    宮田美智子

千島舟静山 (尺八)    吉 |¬ 麗子

冨田 翰山 (尺八)    渡辺 澄子

森 仕久山 (尺八)

<出 演 者 >

◆応 援◆

(争代表)   <千 葉支部>
(十 L絃)  出沼 智 |(尺八)

(等)    鹿島 綾子 (竿 )

(竿)    鹿島 葵 (十七絃)

(十七絃)  中島 純子 (等 )

(争)    <神 奈川支部>
(竿 。二絃) 長瀬寿賀子 (争)

<lllI支部>

大川ネL峰山 (尺八)

中野 兆山 (尺八)

鷲見 咲山 (尺八)

<代 表 挨 拶 >

◆ジュニアとの共演コーナー参加者◆

酒井あまね (筆/小 3)豊 田はづき (等/高 1)

伊東 ′い美 (筆/小 4)伊 藤茉梨乃 (争/大 3)

春日咲葵子 (管/小 4)永 野 絃子 (尺/大 3)

坂本 翼 (等/小 4)中 村 豊耕 (尺/大 4)

鈴木 凛咲 (筆/小 4)土 屋 智樹 (二/大 4)

音松 紗香 (竿/小 4)山 口さずか (筆/一般)

熊崎 陽葵 (筆/小 6)松 井美智 f(笛/一般)

豊田ひなの (等/高 1)

■特別ゲスト:石沢 徹 (語 り)

■ゲスト:若月 宣宏 (打楽器)

■司会 :井沢 英子

バス停

東京メ トロ丸 ノ内線   「新宿―丁 目」
「新宿御苑前」■     ●

●

「新宿歪『目」 谷区民ホール

大木戸門 ■

新宿御苑 トンネル

丸ノ内線「新宿御苑前」より徒歩5分
品 97新宿駅西ロー品川車庫

「新宿―丁目」下車
住  所 新宿区内藤町 87番地

神奈川1支部 (堀  保之):TEL 0462-34-6554
埼 玉 支 吝:(大川礼峰山):丁EL 0480-58-8139

■
東京メトロ丸ノ内線

「新宿御苑前」

新宿御苑

交通案内 (地下鉄 )

(都バス )

支

支
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葉

東

千

部 (黒武者翔山):TEL 04-7149-9641
音:(出沼 智山):TEL 043-484-8788


