
♪音楽のおもちゃ箱♪の仲間たちチャリティコンサート

主催：京都市生涯活動市民フォーラム加盟団体♪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、
　　　京都音楽家クラブ、一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
　　　《BEYOND（京都力）2020 認証事業》

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

・お電話／ FAX でお申し込み…「音楽のおもちゃ箱」TEL.090-3945-7492   FAX.075-705-2476
・メールでお申し込み…　concert@omotyabako.com
  （お名前とチケット枚数をご連絡下さい。当日、前売り代金と引き換えにチケットをお渡しします）
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♪音楽のおもちゃ箱♪

〒606-0916 京都市左京区松ヶ崎三反長町1-11

TEL.090-3945-7492 FAX.075-705-2476

http://omotyabako.com
Mail▶info@omotyabako.com

代表／立松 佐喜子

2019年11月23日（土・祝）
14:00開場／15:00開演／17:30終演
会　場：京都文化博物館 別館ホール
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大丸京都店

入場料：一般1000円、中高学生・障がい者（障がい者手帳呈示）と介護の方500円　　　 　　　　    
小学生以下無料（赤ちゃんや幼児さん入場出来ます）　※再入場可



♪音楽のおもちゃ箱♪
〒606-0916 京都市左京区松ヶ崎三反長町 1-11 TEL.090-3945-7492　FAX.075-705-2476
http://omotyabako.com　Mail▶info@omotyabako.com　Ticket▶concert@omotyabako.com

第一ステージ／ Junior Chorus
≪児童合唱団≫
なないろのふうせん J.C 　Nanaironofusen Junior Chorus
指揮：木下紀章　Noriaki Kinoshita
ピアノ：立松佐喜子　Sakiko Tatematsu
・ありがとうの花…　作詞／作曲：坂田おさむ 
・NHK 連続テレビ小説「なつぞら」主題歌 “優しいあの子”
　作詞／作曲：草野正宗
・組曲「もうひとつの京都」より
　作詞：松井五郎　作曲：葉加瀬太郎　編曲：増田真結
・「群青」　作詞：南相馬市立小高中学校平成 24 年度卒業生
　　　   　作曲：小田美樹　編曲：信長貴富

第二ステージ／Violin ＆ Piano
≪ヴァイオリンとピアノ≫
ヴァイオリン：立松沙菜　Sana Tatematsu　
ピアノ：立松佐喜子　Sakiko Tatematsu
・E. エルガー…「愛の挨拶」　Edward Elgar…Salut d'amour
・アイルランド民謡（クライスラー編曲）…ロンドンデリーの歌　
　Rish Folk Song (Chrysler) ... Londonderry Songs　他

第三ステージ／Gift Stage
≪プレゼントステージ≫
出演者と皆さんで人気の歌を楽しく歌いたいと思います。

第四ステージ／Marimba ＆ Piano
≪マリンバとピアノ≫
マリンバ：佐々木百合子　Yuriko Sasaki　
ピアノ：山田葉子　Yoko Yamada
・チャイコフスキー…葦笛の踊り　Tchaikovsky…Dance of The Reed- FIutes 
・スコットジヨプリン…ジ・エンターテイナー
　Scott Joplin…The Entertainer　他

第五ステージ／Women's Chorus
≪女声合唱≫
女声合唱団ブルーメンシュトラウス　Blumen Strauss
指揮：高畑園子　Sonoko Takahata　
ピアノ：立松佐喜子　Sakiko Tatematsu
・コダーイ ゾルタン…新年を祝う歌 　Kodály Zoltán…újesztendőt köszöntő 
・「ふるさとの四季」より　源田俊一郎 編　
　The Four Seasons of Hometown　他

第六ステージ／Flute ＆ Clarinet ＆ Piano
≪フルートとクラリネットとピアノ≫
フルート：中野幸代　Sachiyo Nakano
クラリネット：村上てるみ　Terumi Murakami
ピアノ：有田可恵　Yoshie Arita
・W.A. モーツァルト…２台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448
　W.A.Mozart …Sonata for two pianos in D major K.448

第七ステージ／Tenor Singer ＆ Piano
≪テナー独唱≫
木下紀章　Noriaki Kinosita
ピアノ：立松佐喜子　Sakiko Tatematsu
・チャイコフスキー
　…オペラ「エフゲニー・オネーギン」より　レンスキーのアリア
　Tchaikovsky…Evgenij Onegin
・貴志康一…富士山 　Kouichi Kishi …Mt. fuji　他　 

第八ステージ／Narration ＆ Piano
≪語りとピアノ独奏≫
語り : 小畑富美子 Fumiko Obata
ピアノ : 立松佐喜子　Sakiko Tatematsu
・シューマン…森の情景より 　R.Schumann… Scene of the forest

Program Profile（出演順）

『音楽のおもちゃ箱』の仲間たち“コンサートフェア2019”
ボランティアによるクラシック中心の出前コンサートを開始以来今年で16年目を迎える
京都市生涯活動市民フォーラム加盟団体「音楽のおもちゃ箱」の自主公演です。
メンバーとその仲間たちがショートリサイタルをリレー式で8ステージ展開。

「コンサートフェア」は、年層や国籍は関係なく、どなたでも、楽しく、ご気軽にお聴きいただける「音楽の博覧会」です。
観光のついでに、お買い物のついでに、是非、「音楽のおもちゃ箱の博覧会」にお立ち寄りください。

このコンサートでは、「現在も継続している西日本災害救済金」を募る為に義援箱を設置します
ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

音楽のおもちゃ箱代表の立松が主宰するなないろのふうせん音楽教室の生
徒を中心とする児童合唱団です。北山いちばん星児童合唱団として活躍し
てきたメンバー有志と共に、新しい指導者を迎え、今春よりほぼ土日に楽
しく練習してきました。7 月の音楽教室発表会を一区切りとして、8 月より
新メンバーで再スタートを切りました。

児童合唱団

なないろのふうせんJ.C 
NANAIRONOFUSEN
JUNIOR CHORUS

児童合唱団指揮・テナー

木下 紀章
NORIAKI KINOSHITA

京都市立芸術大学を卒業後2004年よりウィーン国立音楽
大学研究課程声楽科へ進み、教会のソリストとして多くのミ

サを務める。2011年ヴェルディ 椿姫のアルフレード役でカヴァーで帰国中に急病代役
で鮮烈にオペラデビュー。2013年東京春音楽祭にてNHK交響楽団ワーグナー 作曲
ニュルンベルクのマイスタージンガーのフォーゲルゲザング役出演。また2014年小澤征
爾音楽塾 モーツァルト作曲フィガロの結婚に参加しドン・クルツィオ役で特別演奏会に
出演。現在京都市立芸術大学音楽研究科 博士(後期)課程在学中 東京二期会会員

「コンサートフェア２０１２」に出演以来、一歩一歩練習を重ねてきました。
一般公募の合唱団ですが、指導者や団員の熱意の結果、徐々に実力を高
めてきました。京都市北文化会館主催「市民創造ステージ　KITABUNの春」
や京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ・コンサートシリーズ「音
楽でつながる♪リレーコンサート」に公募で選ばれて出演するなど意欲的に
活動している。2020年春に第一回目の自主公演を開催予定。

女声合唱団

ブルーメンシュトラウス
女声合唱団
BLUMENSTRAUß　DAMENCHOR

女声合唱団指揮・ソプラノ

高畑 園子
SONOKO TAKAHATA

京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻卒業。卒業
後ドイツ、アメリカにて研鑽を積む。ソロリサイタル

開催の他、宗教曲ソリスト、声楽アンサンブル、邦楽楽器とのジョイントリ
サイタルなど幅広いジャンルで活動している。シリーズ「中田喜直の世界」
では連続出演し、中田氏本人の伴奏により独唱、薫陶を受ける。コール真
声会京都ヴォイストレーナー。これまでに大西多恵子、ヘンナキューゲル、
故林達次、野村恵子、神田幸子の各氏に師事。

ピアノ

立松 佐喜子
SAKIKO TATEMATSU

華頂女子高等学校音楽科を経て京都市立芸術大
学音楽学部ピアノ専攻卒業。国内外の演奏家と共

演多数。1993年より10年間「紫陽花コンサート」を企画主宰。2003年よ
り「音楽のおもちゃ箱」を始める。川村春海、貞広辰雄の各氏に師事。故E.
ザイラー氏の指導も受ける。現在、C.ソアレス氏に師事。なないろのふう
せん音楽教室主宰。京都音楽家クラブ会員。ピティナ会員。

ヴァイオリン

立松 沙菜
SANA TATEMATSU

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。2015年, ’18年 Internat iona l 

Composers Festival in UK 演奏要員。2018年ミュンヘン国際音楽セミ
ナー受講。これまでに戸上和代、杉江洋子、西川節子、池川章子、稲垣美
奈子、浦川宜也、森悠子、G.プーレ、泉原隆志の各氏に師事。

マリンバ

佐々木 百合子
YURIKO SASAKI

京都市立芸術大学音楽学部卒業。京都府立盲学
校・聾学校音楽教諭を定年退職後、京都市内を中

心に、演奏活動を続けている。ＮＨＫ新人オーデション合格。これまでに、
小川順子、多和千賀子（林千賀子）、中尾信二郎、辻吉之助、蔵田春平、村
本一洋、山口十郎の各氏に師事。現在、京都音楽家クラブに所属。

ピアノ

山田 葉子
YOKO YAMADA

 英国ギルドホール音楽院修了。

徳丸聡子、ジョン･ヨークの各氏に師事。 

現在、関西で、室内楽を中心に活動している。
大津市在住。

ピアノ

有田 可恵
YOSHIE ARITA

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。吉富真弓、下村和子、荒憲一、ク

ラウス・シルデの各氏に師事。現在は、後進の指導の他、室内楽や伴奏を
中心に活動し、2019年5月イタリア アッシジの聖フランチェスコ大聖堂
にて合唱の伴奏を務め好評を博す。

朗読

小畑 富美子
FUMIKO OBATA

左京区松ヶ崎在住。元劇団京芸女優早見栄子氏に
朗読を師事。現在、中島さよ子朗読グループ“るい”

に所属。介護施設などで朗読ボランティアをしている。

フルート

中野 幸代 
SACHIYO NAKANO

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。国内外においてソロ、フルート

デュオ、室内楽などの演奏活動を活発に行うと同時に後進の指導にも力を
入れる。現在、神戸山手女子高校音楽科非常勤講師、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。

クラリネット

村上 てるみ
TERUMI MURAKAMI

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。ドイツフライブルク音楽大学を最優秀の成績で修了。ドイ

ツ、オーストリア、スイス、各国にて研鑽を積み、マスタークラスのディプロマを取得、コンサー
トに多数出演。帰国後は、関西を中心にオーケストラ、吹奏楽団、室内楽など演奏活動を行う。
日本木管コンクールクラリネット部門入選。ドイツ国家芸術家資格試験合格。現在、京都市立
京都堀川音楽高校非常勤講師、ユリミュージックスクール講師など後進の指導にあたる。

★ ★
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