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ごあいさつ

本日は、栃本チェ□協会第11固定期演奏会にご来演頂き、誠にありがとうござい志す。

夕1年 ですと、定期演奏会は「海の日」に行う事になっており志したが、今年は新たなる出発の第

1 l EOIを 記念し、海の日よリー足早く 11日 に開演することになり訣した。

さて、昨年は第 10回記念演奏会を盛大に開催し、大成功を収める事ができました。これも、皆さ

まの温かなご支援のお蔭と、深く感謝申し上げます。 10年を一つの節目として、これからは次の 10

年に向けて更なるステップアップを目指したいと願っており志す。

本日の演奏会は、それに向けての思いも新たに、奏でる響きが皆様の心に深く届くことを願って、

会員―同楽しみながら演奏したいと思います。皆様にも、寛いだ雰囲気の中で音を楽しんで頂けたら

幸いです。

オーケス トラで、チェ□は低音域を担当する事が主ですが、主旋律のヴァイオリンの伴奏として土

台を支えたり、対旋律を弾いて愛のデュエットを奏でたり、同じ旋律を弾いてあたかもヴァイオリン

のごとく同化したりもします。

それぞれの弦楽器を血液型にたとえると、ヴァイオリンはA型 、第2ヴ ァイオリンはAB型 、ヴィ

オラは B型のように思われます。では、チェ□は何型でしょう?もう、お気付きと思いますが一そう

ですね、残る血液型○型です ||○型は、どの血液型にも輸血できる程、同化能力のある血液型です。

どの楽器にも寄り添うことができるチェ□は、演奏者の血液型も選びません。チェ□は、何型の人が

弾いてもスムーズに溶け込むことができる、万能楽器でもあるのです |||

本日、このステージにいるメンバーは、セクシ∃ンごとに分かれて座っていますが、それぞれのセ

クシ∃ンはどんな音域を担当しているのでしょうか ?皆さまのお矢□り合いの方はどのセクシ∃ンで弾

いていらっしゃいますか?それによって、血液型を推 )貝lす る事が可能かもしれ志せん。演奏をお聞き

になりながら、お楽しみ下さい |

今回、協演して頂く未矢□のサウン ド∪PAの皆様は、マリンバを中心にいろいろな打楽器を用いて、

素晴らしく多彩な曲を毎EOIの定期演奏会で披露されている、人気の高い団体です。本日の演奏会では、

チェロ マリンバ他、打楽器が奏でる未矢□のハーモニーをお聴き頂くことができます。私達もどんな

音色が開場に響き渡るのか ?と っても楽しみに、耳を澄ませながら演奏したいと思い志す。皆さまも、

それぞれの楽器の醸し出す性格を感じながら、かつて経験したことのないサウン ドをお楽しみ下さい。

栃木チェ□協会を支えてくださる多くの皆さ志のお蔭で、今EOIも 第 11固定期演奏会を開催する事

ができ志した。関係者の皆様 、いつも温かく見守って励ましてくださるファンの皆様、今日、この演

奏会にご来演くださった全ての皆さ志に、心から深く感謝申し上げます。これからも、音楽が皆さ志

の日々と共にあることを願いつつ栃本チェ□協会を末永くご支援頂けますよう、宜しくお願い申し上

げます ♪



1。 パッサカリア (ヘンデル)

2.サルダナ (カ ザルス)

3。 シャコンヌ (バ ツハ)

～ 休 憩 ～

4。 “ベルガマスク組曲"よ リ パスピエ (ド ビュシー)※

5.夢の後に (フ ォーレ)※

6。 “マ・メール・ロワ"よ り 女王の陶器人形レドロネット (ラ ヴェル)

7.亡き王女のためのパバーヌ (ラ ヴェル)

8.“ レクイエム"よ リ アニュス・デイ (フ ォーレ)※

9。 “子供の領分"よ リ ゴリウォーグのケークウォーク (ド ビュシー)

10。 讃歌 (ク レンゲル)

(※ 山田栄二 編曲)



書旨 揮 宮田  豊

グ ス ト 三戸 明美  玉川  克  町田 正行  増山 一成

協    演  U.P.A(宇 都宮打楽器協会 )

辻田 睦子  山口 智子  増渕 明美

飯島 浩美  増渕 千和

栃木チェロ協会

秋草 吉雄  伊澤 恵美子 稲葉 由華  岩上 祐未子 上田 宏

江面 順子  鎌田 茉莉子 神山 浩行  川脇 賀子  川脇 大

國丼 文子  郡司 和華奈 小玉 典子  小林 茂雄  左川 京子

佐藤 国子  佐藤 達亮  佐山 栄子  佐山 裕樹  菅間 康夫

鈴木 孝敏  鈴木 直伸  竹田 俊明  谷川 昭   坪水 敏夫

中村 俊太郎 萩原 宏   平尾 由美子 広瀬 徹   別府 あすか

細野 美樹  松尾 登   宮堀 宏恵  山越 繁男  柳田 輝男

横田 誠治  渡辺 雅子

♪宇都宮パーカッションアソシエーシ∃ン (utsunOmiya Percussion Associa■ on)

∪PAの愛称で呼ばれてしヽるこの団体は、元日本フイル八―モニー交響楽団の打楽器奏者の佐藤英彦氏

により、 1982年倉」立され、栃木県内の打楽器奏者、愛好家によつて結成された。幾度かのメンバーチエ

ンジをしながら、現在は 14名のメンバーが在籍 している。打楽器を通 して音楽の輪を広げ、打楽器に親

しんでもらおうと地元小・中学校での音楽鑑賞教室や各地のイベン トなどにも積極的に参加している。

これまでの主な参カロイベン トは、石川県国民文化祭 (1992)、 栃木県国民文化祭 (1994)、 倉」作楽器

で楽しもう (東京代々木国際青少年オリンピックセンター)(1996～ 98)、 マロニエフエステイバル大

阪 (1996)、 緑化祭 (2000・ 2008)、 とちぎ文化フェスティバル、栃木県庁マロニエコンサー ト

(2009)など。

また、定期演奏会はこれまでに23回 を数え、マリンバオーケス トラとして様々なクラシック作品をア

レンジしての演奏や、既製の作品にとどまらず委嘱初演を積極的に行い、常に新しい打楽器音楽・舞台を

発表してしヽくプログラムには、類を見ないアンサンブルグループとして評価を上げている。

♪  ♪  ♪

チェ□とマリンバ、打楽器の初共演。

マリンバが入ることで音の響が豊かになり、リズムを感 じ、演奏者もお客様方も楽しんでいただけたら     |

幸しヽです。                                                 ,

編曲者紹介

♪山田 栄二

1948年宇都宮に生まれる 宇都宮短期大学作曲科卒業

「殺生石物語」「歌法師蓮生」円『須野巻狩り」「小山物語」など県内のオペラを数多く手掛けている。

1999年栃木県文化奨励賞を受賞。作曲、編曲多数。



♪コンサー ト情報 ♪

☆林 峰男 デュオ・ リサイタル

2010年 7月 24日 (土)開演 18:00

場所 :国分寺市立いずみホール

☆宮田 大 チェロリサイタル

2010年 7月 31日 (土)開演 14:00
場所 :東京文化会館小ホール

☆読売日響サマーフエスティヴアル 〔三大協奏曲〕

ドボルザークチェ□協奏曲・・・・宮田 大

2010年 8月 18日 (水)開演 18:30

場所 :サン トリーホール

☆若き才能のコンチ ェル ト

江副育英会 国際コンクール優勝者の競演

カバレフスキーチェ□協奏曲第 1番 ・・・・宮田 大

2010年 8月 24日 (火)開演 18:30

場所 :サン トリーホール

☆会館30周年記念行事

東京 フィル八一モニー交響楽団演奏会

ゲス ト出演・・・・宮田 大

2010年 11月 6日 (土 )

場所 :宇都宮市文化会館大ホール

☆林 峰男チ ェロリサイタル

2010年 11月 7日 (日 )開演 14:00
場所 :宇都宮市文化会館小ホール

栃木チェロ協会公式ホームページ

http://tochice‖ o.velvet.jp

☆一度見て下さい |

チエ□の事でためになる情報がありますよ ||
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鰊 鰤 自 澤 病 院

理事長 太田 照男 宇都富市自沢町 1813番地 16

併設施設 介護老人保健施設しらさぎ荘

容 (028)673-0011

学校法人 柿の本学園 柿 の本幼稚 園
子 も時代 を生

子どものsence of wonder

を引き出す保育です。

子どもを時間と空間の主人公にして
ほんねの 生き生きした 子どもらしい

生活をさせることを大切にしています。

〒320-0061 宇都宮市宝木町2丁 目593

質 L&FAX 028‐ 621‐3622

児童期の子どもたちは、 柿の木坂芸術学校
芸術家です。

文学・音楽・美術 。ものづくり。身体表現など

自己を表現する芸術的活動を通して

子どもたちは豊かに成長します。

〒320-0411 宇都宮市山田町278 TEL 02&674‐ 2851/02&621-3622 FAX 02&6744614

栃 木 県 小 山 市 羽 川 524-4
TEL0285(24)5588

膨鰺躊嘔ス鏃
院長 平尾 潔

宇都宮市鶴田町1093-118028-648-5222

●診療時Po3/月 ～金曜日 AM9:00～PM12:00 PM2:30～ PM5:30
●水・土曜は午後休診



隆漑灘藉=讐鬱警警購鑢讐轟鍼撃鸞惨》艤≫炒

栃隧隷蝙塚繹黎
心 と心が通い合 った

あたたかみのある医療 を

【受付時間I

O月・失・木・金曜日
AM 8:30～ 12:30
PM 3:00～  6:30

0水/土曜日
AM 8:30～ 12:30

【休診日】
日曜 .祝日
水・土曜日午後

匡学博曇 稲  葉

鶴 21-0138電 1増8肇螢懇 藤擬鷲蓼3-4業 -36
T饉 L028(688)3714
FAX 028(638)3?08

弦楽器の販売・修理・調整・製作・教室・ハープの販売・教室

′r“Cθ 8節冒′脚躍I鍵習
〒320¨ 0031宇都宮市戸祭元町3-17 TEL/FAX.028-600-1520

日本弦楽器指導者協会 。日本ハープ協会・栃木県演奏者会 窓ロ
●駐車場完備 ●関東バス停留所 徒歩1分 (中央警察署前)●商品送付ご依頼可能

ご婁会。会食ご子釣承争ます
●書―ス鵜鸞2.000湾～●本鶴築艤料難をご鷺摯下さtヽ

韓感縦鍾藤崎鹿露参轟
書畿難構T覆私奪281魯38)彗997

メデ彎ア17-ツ

宇都宮市中央2…9-10 塚田ビルlF

綸 咸黎鰊令 蠅 仄

藝

麒 鰊 鋏 趙
隆

LADIES'& MEN'S FASH10N

躙 褥薇
T324‐ 0613
栃本県那須郡那珂JiI町馬頭315

薔鑽難骰藤辣珀溺骰鰤議鰤瞼絋隆
蔚影恣輪絃はマ騨鰈鰤糠隆鰈藝釉

松島きのこ園
宇都宮市石那田町 1…292
丁el:028-669-2300

コープ鶴田店

コープおもちゃのまち店

とりせん宝木店 で直売しています

弦楽器専門店麒勒憮蝙珍
=二
夢膊鰤

輸入販売、修理、張替
馬毛の張替30分で致します。
弓、ケース、弦、その他付属品各種取り扱つています。
2週間に1回、宇都宮に出張・修理しています。

相模原市相模大野 3-1-14 金山ビル 2F1/」 田ヽ急相模大野駅下車、徒歩 4分 )

TEL&FAX(042)749-4223 巨―mail l∩ fo@9e∩ ta∩ lkawa.co.lp
http://www。 9e∩ ta∩ lkawa.co.lp




