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ドルチェ邦楽合奏団

第 9回 神奈川定期公演
神奈川県立音楽堂

+pkze+l 1El2a(E)
13:30開演 (13:00開場)

入場無料 (整理券有り)
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編曲八木節・:坂田誠山編由■■

■主催 :ドルチェ邦楽合奏団 神奈川支部
■後援:相模原市教育委員会 神奈川新聞社 NPO法人全国邦楽合奏協会

ドルチェ邦楽合奏団 千葉支部・東京支部0埼玉支部
【整理券取扱い/問い合せ先】
ドルチェ邦楽合奏団 神奈川支部 須田朗山 (事務局)〒252-0334相 模原市南区若松1-13-9

TEL/FAX 042-748-6284 e― Fna‖ :Sudatakeshi(ppawohi― ho.neJp

部 坂田誠山 (代 表)〒 263-0023千葉市稲毛区緑町1-2-17

TEL/FAX 043-241-3142 e―rrlail:info@dolce“hgosakura.ne」p
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||《新作初演》

■「題未定J

《委嘱初演》



<出演者>

坂田 誠山

須田 朗山

堀  保之

田村 円山

中沢 兼山

野口頌翁山

星  秦山

森田 天山

(代表 。指揮・尺八)

(事務局長・尺八)

(総務・尺八)

(演奏会担当・尺八)

(ジュニア担当 。尺八)

(尺八 )

(尺八 )

(尺八)

奥田恵美子 (総務 。
|´七絃等)

西澤 文代 (会計・等 )

清水 泰子 (ジュニア担当 。等)

岩倉 恵子 (三絃・等 )

田口 典子 (等 )

竹円 保子 (等)

田嶋つか子 (竿)

長瀬寿賀子 (等)

平林 容子 (筆 )

■東京支部団員■

真田 豊山 (尺八)

冨田 翰山 (尺八)

森 佳久山 (尺八)

鬼島 爾良 (争 )

山口喜久子 (等 )

渡邊 澄子 (等 )

阿南 磨采

清水 愛実

瀧本 結衣

佐藤たまき

清水 希実

菅原 員汐

堀  菜海

上武ティナ

碓井 彩音

■埼玉支部団員■

野瀬 嶺山 (尺八)

一般参加者■

清水利輝斗 (事/高 2)

舟久保明香 (尺八/大 2)

永野 紘子 (尺八/大 3)

中野 豊耕 (尺八/大 4)

土屋 智樹 (三絃/大 4)

碓井由希 F(争/一般)

■神奈川支部団員■ ■ジュニア

(筆/小 3)

(竿/小 3)

(等/小 3)

(第/小 5)

(竿/小 5)

(筆/小 5)

(筆/中 1)

(争/中 2)

(第/高 1)

■千葉支部団員■

村石 遥山 (尺八)

梅田佳予子 (等)

大久保千秋 (十七絃竿)

鹿島  葵 (― |―ヒ絃等)

神山さよ子 (三絃 。十七絃等)

五月女 雅 (筆 。ニ ト絃等)

■司会 :井沢 英子

■舞台 :五味楽器店

■チラシデザイン :坂下 実
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<代表挨拶 >

NPO法人 ドルチェ邦楽合奏団理事長 坂田誠山

ドルチェ邦楽合奏団は 1997年に千葉邦楽合奏団が発足し、その後 5年毎に東京、神奈川、埼玉と発足、そして今年の 5月 に

NPO法人が認可され、新たな歩みを踏み出しました。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。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、邦楽器の持

つ魅力は充分に世界に通用する事を実感しております。我々の法人化は和楽器の音楽がより広く普及していくことにより ^層拍車

を掛ける事が大きな日的です。来年、当団は千葉 20、 東京 15、 神奈川 10、 埼玉 5周年の大きな節日を迎えます。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、いつも大ホールを超満員にしてきた実績を誇ります。邦楽界では他に類の無い大き

な出来事として、我が団員はこの事を大きな自信として、来年の周年記念演奏会に向けて大きな期待を抱きつつ夢を広げていると

ころです。

さて、今年の演奏会のメインは石井由希子の新曲「鎌倉彩景」です。 3年前に神奈川から委嘱された「横浜物語」の時と同じように、

今回は鎌倉の名所を何力所か巡り、最後には江ノ電に乗り車窓に浮かぶ江ノ島の風情に見入りながら、その印象から新曲が生まれ

ました。しっとりと落ち着いた神社のたたずまいや、打ち寄せる静かな波の音を耳にしながらイメージが膨らんでいったのでしょ

う。素敵な曲が出来 上がりました。又、今年のジュニアとの曲も楽しんで頂けると思います。去年から引き続きのジュニアは相当

腕を上げてます。今年初めてのジュニアも短期間の練習にも拘わらず、大人に混じり立派な演奏してくれてます。

「邦楽って楽しいの ?」 「もちろん !」 が我々のモットーです。是非ご来場 ドさいまして、邦楽をお楽しみ頂ければさいわいです。

NPO法人 ドルチェ邦楽合奏団 個人正会員 (団員 )・ 賛助会員 募集中

「邦楽つて楽 しいの ?」 「もちろん !Jを モットーに

「魅力ある曲を増やし、魅力ある演奏を提供 しようJを実践中

更に活性化の輪を広げるには演奏で参加する人 作品を提供する作曲家

全体の活動を支える個人及び団体多くの皆様の力を結集 して

より効果的な活動が必要

皆さんの力と共に 多くの作品を『 1に生み出し 邦楽界に活力を :

●会費

個人 :iE会員 3,000円 (毎月)賛助会員 3,000円 (年 )

団体賛助会員 一日 10,000円 (年、何口でも)

賛助会員の会費は、主に作曲家への委嘱料に使用させていただきます。

ドルチェ邦楽合奏団 お問い合わせ先 (httpプ/dolce― hg.org/)

本部事務局 (森 佳久山):丁EL 03-3712-9493

千 葉 支 部 (出沼 智山):丁EL 043-484-8788
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■ 」R・ 市営地下鉄「桜木町J駅 (南 北改札西日)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J駅から徒歩 20分

東 京 支 部 (黒武者光文):丁 EL04-7149-9641

埼 玉 支 部 (大り|1 隆司):丁 EL0480-58-8139
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