♪音楽のおもちゃ箱♪主催

第八回チャリティーコンサート

クラシック音楽中心の出前コンサート、合唱団、ホームコンサート、チャリティコンサートを企画、
今年で1４年目を迎える「音楽のおもちゃ箱」の第八回チャリティコンサートです。
美しい、親しみのある曲目を、歴史的建造物「京都文化博物館・別館ホール」にて演奏します。
多くの方々のお越しをお待ちしております！

Over The Hills And Far Away ／ろうけつ染め・立松功至

日

時：2017年10月21日(土曜日)

15時開演（開場14時半）／17時半終演

会

場：京都文化博物館・別館ホール(京都市中京区三条高倉 TEL.075-222-0888)
地下鉄「烏丸御池駅」下車【5】番出口から三条通りを東へ徒歩3分

入

場：入場無料ですが、義援金のご協力をお願いします

主

催：「音楽のおもちゃ箱」

後

援：京都市・京都市教育委員会・京都新聞社会福祉事業団・
全日本ピアノ指導者協会 (ＰＴＮＡ)

【会場アクセス】
地下鉄「烏丸御池駅」

京都府文化博物館

②立松沙菜 (ヴァイオリン ) 小澤まり子 ( ピアノ )
エルガー…愛の挨拶 マスネ…タイスの瞑想曲
③高山幸子 ( メゾソプラノ ) 独唱と大岡公子 ( メゾソプラノ ) との二重唱 小林美智 ( ピアノ )
シューベルト…
「冬の旅」
より 凍結・菩提樹 ブラームス…海
④中野幸代 ( フルート ) 有田可恵 ( ピアノ )
ドップラー…ハンガリー田園幻想曲 草川 信…夕焼け小焼け
⑤ブルーメンシュトラウス女声合唱団
ディズニーソングより、チムチムチェリ―・星に願いを・いつか王子様が・ビビディバビディブー・美女と野獣
⑥中田浩隆 ( バリトン ) 北爪かおり ( ソプラノ ) 二重唱 安立麻里 ( ピアノ )
青の三部作（群青・青の絆・青の軌跡）小田美樹作曲 / 福島県南相馬市立小高中学校平成 24 年度卒業生作詞（構成・小田美樹）
⑦立松佐喜子
（ピアノ）
ラヴェル…夜のガスパールより
「オンディーヌ」
（朗読：高畑園子）

地下鉄「四条駅」
阪急「烏丸駅」

高倉通

《出演者と演奏曲目》

〒

東洞院通

烏丸通

スターバックス●

⓵北山いちばん星児童合唱団
やなせたかしの詩による
「ひざっこぞうのうた」
より、
希望の歌、
すてきなおじいさん
女声合唱団と合同で 「ビリーブ」
「小さい秋見つけた」

御池通

●ニチコン

大丸京都店
●三井住友BK ●

三条通

●ファミリーマート

■公園
四条通

地下鉄
「烏丸御池駅」
下車
【5】
番出口から三条通りを東へ徒歩 3 分
阪急
「烏丸駅」
下車
【16】
番出口から高倉通りを北へ徒歩 7 分

【お問い合わせ】

♪音楽のおもちゃ箱♪代表／立松 佐喜子
〒606-0916

京都市左京区松ヶ崎三反長町 1-11

TEL/FAX. 075-705-2476
info@omotyabako.com
http://omotyabako.com

出演者プロフィール
（出演順）
丁子 充

高畑 園子

京都市立芸術大学声楽科、京都教育大学大学院音楽教育専修修了。これ

京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻卒業。ソロリサイタル、宗教曲ソロ、ア

までに「ジャンニ・スキッキ」
「ラ・ボエーム」
「アッティラ」
「ドン・カルロ」

ンサンブルなどで活動。コール真声会京都ヴォイストレーナー。

Michiru Choji … 児童合唱団指揮

Sonoko Takahata … 女声合唱団指揮

「ラ・トラヴィアータ」各オペラ、特にヴェルディの作品は「オテロ」
「リ
ゴレット」
「シモン・ボッカネグラ」
「マクベス」等、精力的に出演。

中田 浩隆

Hirotaka Nakata

立松 沙菜

… バリトン

大阪音楽大学音楽学部声楽学科卒業。聖イエス会ロゴス神学院聖書科・

Sana Tatematsu … ヴァイオリン

神学科卒業。ボランティア演奏家グループ「ミュージック・エナジィ」

大阪教育大学教育学部教養学科芸術専攻音楽コース卒業。これまでに

を主催、チャリティ・コンサート「モーツァルト レクイエム」を企画・

戸上和代、杉江洋子、西川節子、池川章子、稲垣美奈子、浦川宜也、

演奏し、施設に寄付金を贈るなど社会貢献に取り組む。教会音楽・バ

森悠子、泉原隆志、G. プーレの各氏に師事。

ロック音楽を中心に活動している。京都バッハ合唱団、大阪音楽大学
演奏員、声楽アンサンブル「Voice=Spective」などに所属。聖イエス

小澤 まり子

会嵯峨野教会しののめ聖歌隊指揮者。聖イエス会しののめ合唱団に所
属し、アメリカ、カナダ、イスラエルなど海外ツアーに参加している。

Mariko Ozawa … ピアノ
京都市立音楽高等学校卒業。京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻を
経て、同大学院音楽研究科修士課程修了。ドイツ・フライブルク音楽
大学修了。これまでに宮部敦子、神谷郁代、F. ゴットリープ各氏に師事。

高山 幸子

北爪 かおり

Kaori Kitazume … ソプラノ
京都女子大学文学部教育学科音楽教育学専攻卒業。同大学大学院修了。

Sachiko Takayama … メゾソプラノ
同志社大学心理学専攻卒業。2013 年リサイタルを行う。同年日本ド
イツリート協会ウィーン夏期講習会、2015 年ドイツにてマスターク
ラス夏期講習会受講及びコンサート出演。小玉晃氏に師事。日本ドイ
ツリート協会会員。小玉晃の音楽学校２回生在学中。

第 30 回兵庫県新人演奏会出演。ソリストとしてプラハにて「上田益 レ
クイエム」CD 収録、
ドヴォルザークホールにてプラハフィルハーモニー
管弦楽団と共演、シュテファン大聖堂、アッシジ大聖堂等で演奏。
Voice=Spective、The TARO Singers、京都バッハ合唱団所属。毎日文化
センター、神戸いのりのとき合唱団、コルス・シンフォニアクス等で指導。

安立 麻里

大岡 公子

Mari Anryu … ピアノ

Kimiko Ooka … メゾソプラノ

大阪音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。これまでに石川登志

小玉晃の音楽学校２回生在学中。

子、上原興隆、十河りつ子、富田優香各氏に師事。

小林 美智

立松 佐喜子

Michi Kobayashi … ピアノ
同志社女子大学卒業。同大学音楽学会《頌啓会》特別専修生修了。奏
楽堂日本歌曲コンクール優秀共演者賞、京都芸術祭京都市長賞などを
受賞。ムジカ A 国際音楽協会会員、京都リラの会ピアニスト。

Sakiko Tatematsu … ピアノ
京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業。ジョイントリサイタル・
室内楽コンサートに多く出演。自ら企画した「紫陽花コンサート」を
10 年間続行。その後音楽のおもちゃ箱を設立。京都音楽家クラブ・
ピティナ会員。

中野 幸代

Sachiyo Nakano … フルート
京都市立堀川高校音楽科を経て京都市立芸術大学音楽学部卒業。関西
を中心に活発な演奏活動を行う。神戸山手女子高校音楽科、ドルチェ
ミュージックアカデミー講師。ユニバーサルフルートオーケストラ
ジャパンメンバー。

２年前に設立。
楽しく元気に歌いたい小さな子供達の合唱団です。
お友達のよう
な先生のご指導で、
いつかいちばん星のように輝く合唱団になりたいと頑張っ
ています。

有田 可恵

Yoshie Arita

北山いちばん星児童合唱団

女声合唱団 ブルーメンシュトラウス

… ピアノ

5 年前に設立。
美しい花束のような歌声を夢見て、
地道に練習を重ねてきまし

京都市立堀川高校音楽科を経て京都市立芸術大学音楽学部卒業。吉富真

た。
ボランティアからコンサートホール迄、
先生のご指導と多くのステージ経験

弓、下村和子、荒 憲一、クラウス・シルデの各氏に師事。

のお陰でだんだん成長してきました。
これからも、
更に高嶺を目指します。

♪音楽のおもちゃ箱♪ http://nanairo.omotyabako.com

〒606-0916 京都市左京区松ヶ崎三反長町 1-11 立松方 TEL＆FAX 075-705-2476
Mail info@omotyabako.com

