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本日は、ご来場頂きあ りがとうござい志した。初めから私事で申し訳ございませんが、私の

最も敬愛する作曲家は」.S.Bachで あ ります。

Bechは 、「音楽の父」と0乎 称され、西洋音楽の歴史において後世の作曲家に大きな影響を与

え 、近代音楽の基礎を構築した作曲家でした。Bachの すごさは 、対位法的なポリフォニー音

楽と古典派以降主流とな った和声的なホモフォニー音楽にまたがり、音楽の基盤を作り上げた

ことです。

とりわけ際立 っているフーガ技法は、古典派のソナタにも比するべく、論理性と崇高なまで

の音楽性を持つものです。

後世の作曲家が 、こぞってフーガを作曲していますが 、Bachの フーガがあまりにも素晴 ら

しいからで 、フーガの巨匠としても名高しヽのも頷けます。

また、現代においてもなお 、新鮮さを失うことなく、ポップスやジャズにいたる意であらゆ

る分野の音楽に応用され 、多くの人々に束」激を与え続けています。

Bachは 偉大なる作曲家ですが 、当時は作曲家よリオルガンの名手として名高く、特に即興

演奏の大家として広く認識されていました。 ドレスデンにおいてフランスの神童と謳われたル

イ ・マルシャンと対戦することになった際 、マルシャンはBachの あまりに卓越 した演奏に恐

れをなして対戦当日に逃げ出してしまったという有名な逸話があるほどでした。

Bachは 教会のオルガニス トを務める他 、聖歌隊の指導もし、その為に数多<の コラールを

作曲しました。それ故、彼の作品は神と密接なものとな っています。

好きなだけに長々と書いてしまいましたが、今日の定期演奏会で一緒に出演して頂く、BB∨

の皆様は 、ゴスペルという音楽ジャンルの方々です。宇都宮を拠点にし、県内外で演奏活動さ

れ 、多くの方々の支持を得ている実力のある素晴らしい団体です。ゴスペル |ま 、ご存 じのよう

に教会で歌われる賛美歌を黒人音楽として発展させたもので、神を称え賛美する歌です。

プログラム前半のチェ□の音から醸し出されるB achも 、後半のゴスペルから祈る歌声も 、

皆様の心の神に響 き届き、心がひとつになってこのひとときだけでも心が救われれば幸いです。

神に感謝しつつ…

栃木チェロ協会会長 富日 豊

本日は、誡におめでとうございます。素敵なご縁から今日のこの素晴らしい演奏会に参カロさ

せて頂くことになりまして、メンバーー同心から感謝の思いでいっぱいです。ありがとうござ

います。

チェ□のオーケス トラの皆さんとのコラボということで、日頃ゴスペルを歌ってお ります私

達にとっては初めての経験であり、皆様 と一緒に音楽を奏でる瞬間を、とても楽しみにして参

りました。

お越 じ下さいました皆様にも、チェ□の音色と人の声との融合を楽しんで頂けます様、意た、

この素敵な機会に、そして皆様との出会いに感謝を込めて、思い切り歌わせて頂きたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願い致し意す。

Brown Blessed Voice 代表 山中陽子



1.G線上のアリア

2.シャコンヌ

3.ブラジル風バッハ No.5

」。S.バ ッハ作曲

」。S。 バッハイ乍曲

エル トル・ヴィラ=ロボス 作曲

～ 休 憩 ～

4. Amazing Grace

5. Total Praise

6. Give tthanks

ワ. One

8.アヴェ 。マリア

9.0昌歌の四季

10.讃歌

ジョン・ニュー トン 作曲/山田栄二 編曲

リチャー ド・スモールウッド作曲/山田栄二 編曲

ヘンリー・スミス 作曲/山田栄二 編曲

宮原Panda裕子 作詞/山中陽子 作曲/山田栄二 編曲

ジュリオ・カッチーニ 作曲/山田栄二 編曲

三善 晃 作曲/山田栄二 編曲

クレンゲル 作曲

第13回 定期演奏会を終えて



指   揮

ゲ ス ト

ビ ア ノ

出 演 者

宮田  豊

細野 尚美

三戸 明美

増山 一成

佐山 栄子

荒木 朋子

日下部杏奈

小林 茂雄

鈴木 孝敏

平尾由美子

山越 繁男

阿部 夏織

市村 売太

多田 磨美

郷間 令子

鈴木 泰子

辰巳美弥子

橋本 弘美

吉森あけみ

(ソ プラノ)

玉川 克

(Cb)

稲葉 由華

國丼 文子

佐藤 国子

竹田 俊明

広瀬  徹

渡辺 雅子

石原 綾乃

伊藤 瑠美

荻原美智子

佐瀬亜紀子

須見 照代

舘野 静枝

藤田 千尋

渡遷 貴子

町田 正行 染谷 春菜 (Vc)

共 演  BrOwn Blessed Voice

岩上祐未子

黒川 実咲

佐藤 達売

中山 秀子

細野 美樹

石渡涙乃亜

宇賀神美佐保

神谷 淳子

柴崎 豊和

関  文子

手嶋 裕子

北條友美子

川脇 賀子

郡司和華奈

佐山 栄子

萩原  宏

松尾  登

石渡 八代

遠藤八重子

神山 恵理

鈴木志津江

高橋 美和

手塚 真史

増田 由美

川脇  大

小林幸太郎

菅間 康夫

鳩山 責之

松本 亜優

市川 幸子

大石由美子

黒羽 容子

鈴木 勝介

高橋 由美

戸室有紀子

山中 陽子

長 期 優 良 住 宅 の
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♪ 網野尚美 (ソ プラ ノ)

宇都宮大学教育学部音楽科卒。ミラノ市アカデミアリリカイタリアー

ナ修了。2005年ロッケッタリグレ国際声楽ヨンクール入選。

声楽を名倉省三、片岡真理、タティアナ ・シバーロヴァ、故ピエー

ル・ミランダ・フェッラー□の各氏に、演奏法をマルツィオ・フッリン、

ルチアーノ・ベレンゴ各氏に師事。

栃木県オペラ協会会員、ユニ音楽協会会員。

現在、演奏活動の他、ボイス トレーナー等指導者として活動 している。

宇都宮文星女子高等学校非常勤講師。

♪ Brown Blessed Voice

私達BROWN BLESSED∨ 01CEは 2000年 6月 に結成されま

した。

代表 ・山中陽子の「一緒にゴスペルを歌いませんか ?」 とい

う呼びかけに、同 じ気持ちを持 つた仲間達が集ま り、現在は約

70名 にて宇都宮を中心に活動 しています。年齢層の幅も広 く、

高校生～70代のメンバーで構成されており、職業も様々ですが、

ゴスペルを歌う喜びで一つになり、熱い思いを響かせてしヽるグ

ループです。

結成当初は宇都宮市でのイベン ト活動が中心でしたが、2002年 11月 に「第3回全国ゴスペルク

ワイヤフェスティバル」にてグランプリを受賞したことにより、活動の範囲が広がりました。

翌2003年4月 には宇都宮市民賞を受賞、また、2003年 11月 に東京 ドームでの “消防庁55周

年記念
"イ ベン トで「つのだ☆ひろ」 と共演、同 じく 11月 に栃木県総合文化センターにて

“NH K60周 年宇都宮ジャズフェスティバル
"で 「渡辺貞夫」と共演、 12月 には「NY八―レムゴ

スペルクワイヤ」の宇都富コンサー トで前座を務めるなど、さまざまなアーティス トとの共演も果

たしています。

2003年 11月 30日 には l stアルバム「0∩ e」 をmichtam recordsよ り発売。初のオリジナル曲

「0∩ e」 を含む全6曲。「0∩ e」 |ま 指導者であるゴスペルグループCOCORO*COの 宮原panda裕子

さんが歌詞を提供、代表の山中が作曲をした曲で “愛と平和を歌う日本語のgOspel so∩ g"です。

また、2005年 6月 には “Brow∩ Blessed∨olce～ Gos pel LI∨ e∨ ol Ⅵ～"にてオリジナル曲2

曲目となる「希い～NEG AI～」を初披露。「0∩ e」 と共にこれから 10年、20年 と年を重ねても力

強く歌い続けていきたいと願つています。

BROWN BL巨SSED∨ 01CEは これからも「生きる喜び、生きる力、平和への願しヽ」を込めてど

こまでも歌い続けます。

編曲者紹介

♪山田 栄二

1948年  宇都富に生まれる 宇都宮短期大学作曲科卒業

「殺生石物語」「歌法師蓮生」円Б須野巻狩り」「/jヽ 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。



曲目解説

♪ G線上のアリア                           」。S。 バッハ 作曲

アリア=「美しい旋律のゆっくりとした舞曲」を意味し、バッハが36、 7歳の頃管弦楽組曲第3番二長調 、

B1/V∨ 1068の第2曲 として書かれたものが原曲です。

バッハが生きてしヽたころは評判にならず没後 100年ほど後に発掘され演奏されるようになってからやっ

とこの曲にスポッ トライ トが当てられました。

バッハがヴァイオリニス トとして地位を築いてきた頃、G線だけで演奏するということが話題になってい

たようです。現在では、日本でもテレビのCMな どで長く使用されているだけに、皆様にも何度も耳にした

ことのあるおなじみの曲となっているのではないでしょうか。

第 3チ ェロ :君B司 和華奈

♪ シャコンヌ                              」.S.バ ッハ 作曲

シャコンヌは古い舞曲で変奏曲の形をとっています。一時衰退じ表したが、バロック時代に再び作曲さ

れるようにな りました。今回演奏するのはバッハ作曲、無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番の終

曲です。いまではシャコンヌといえばこの曲、というくらい存在感のある曲です。本来バイオリン奏者が 1

人で演奏するのですが、多彩で複雑な音が極めて精密に書かれています。そのためブゾーニ編曲のピアノ

独奏版、野平一郎編のビオラ四重奏版 、ス トコフスキー編のオーケス トラ版などが生まれましたが、今日

はラツー□・ヴァルガによるチェ□四重奏版を演奏します。

演奏はかな り難しいですが、チェ□の豊かな響きによりさ志ざ表なメロディーやリズムがいきいきと舞

い上がり、この世紀の名曲がさらに豪華に皆さんの耳に届<こ とでしょう。そして後日原曲の無伴奏バイ

オリンで聴かれるときにはその美しさが倍増すると思います。これ以上の言葉は不要でしょう。耳を傾け

て<ださい。

第 1チ ェ□ :菅問康夫

♪ ブラジル風バ ッハ No.5 エルトル・ヴィラ=ロボス 作曲

ヴィラ=ロ ボスは、バッハの音楽こそが全ての民族に通じると信じていて、バッハ音楽とブラジル音楽

を合わせたのがブラジル風バッハ。全部で9曲書かれたが、その中でこの5番は最も有名な作品である。

1ア リア (カ ンティレーナ)AttaiCa∩ tl e∩a、 2.踊 り (マ ルテロ)Da∩saMar栓 oの2つの楽章から成る。

ソプラノ独0昌 と8つのチェ□のための作品で 、アリアの楽章は、チェ□のピチカー トにのって歌われるソブ

ラノの美しい歌声が聞きどころ。踊 りの楽章は烏たちの鳴き声をヒン トに書かれている。以下は歌詞の不□

訳 です 。

第 2チ ェ □ :佐山裕樹

メ ア リア (カ ンテ ィレーナ)

夕暮れ 、美しく夢見る空間に

透き通 ったバラ色の雲がゆったりと浮 く

無限の中に月がやさしく夕暮れを飾る

夢見がちに綺麗な化粧をする

情の深い乙女のように。

美しくなりたいと心から希 いながら

空と大地へありとあらゆる 自然がOlぶ
|

その哀 しい愁訴に鳥たちの群も黙リ

海はその富のすべてを映す

優しい月の光はいま目覚めさす

笑いそ して泣く 、胸かきむじる郷愁 を

夕暮れ 、美しく夢見る空間に

透き通 ったバラ色の雲がゆったりと浮 く

(詩 :ル ー ト コレーア)

月 踊 り (マル テ ロ ー槌 のひび き ― )

イレレ 、カ リリの山里のノ」ヽ鳥よ
イレレ 、わたしの道づれよ 、どこか で彼女を見 なかったか

わたしのいい人は どこに 、マ リアはどこに ?
ああ 、ギターつまびく歌 うたいの悲しいさだめ l

ああ 、その愛 を歌 っていたギター もな <し て l

ああ 、その□笛はお前の イレレの笛 とそ っく り

お前の 山里の笛が鳴るとき

ああ 、人びとは失くした 恋に悩む のだ

ああ 、お前の歌があち らの森の奥 からきこえ てくる

ああ 、心をなぶ り和 らげる微風の ように |あ あ !

イレレ 、お前の歌を放て 、もっと 、もっと歌え 1

カ リリの里を思い出させよ !

歌えカンバシラ !歌えジュ リティ l歌 えイレレ l

歌え 、なやみ を。パタテ ィヴァ !ベ ンテヴィ !

目ざめ よマ リア 、夜は明 けた

みんな 一斉に歌うのだ

山里の小鳥たちよ
ベンテ ヴィ 1サ ビア !

ラ 、リア 、リア 、リア 、リア |

森の歌 い手サビア よ l

リア 、リア 、 リア 、リア !

ラ 、リア 、リア 、リア !

森の哀 しいサビア よ !

お前の歌が森の奥 からとどいてくる

心をな ぶ り和らげる微風の ように…

(詩 :マ ヌエル バ ンデイラ)



♪ Amazing Grace               ジョン・ニュートン 作曲/山田栄二 編曲

黒人奴隷を輸送する奴隷貿易に携わり富を得ていたジ∃ンニュー トンは、1748年、イングラン ドヘ向か
う途中、嵐に遭遇し、沈みそうになる船の中で、初めて心の底から神に祈り助けを求めました。

祈るしか他にすべもない苦しみの後 、運良く難を逃れ命拾いしたニュー トンは、その後船 を降り牧師に

なりました。

かつて黒人奴隷貿易に関わったことへの悔恨と、それでも赦しを与えてくれた神の愛に対し、感謝を込
めて彼が作ったのがこの曲「素晴らしき恩寵」アメイジンググレイスです。

暗闇の中に射す、ひとすじの希望の光が見えてくる様な美しいメロディは 、たくさんの人達を魅了し、
多くの人々に歌われている、ゴスペルの代表白勺な曲とも言えます。

♪ Total Praise             リチャー ド・スモールウッ ド作曲/山田栄二 編曲
ゴスペルには、9ood∩ ews(よ い矢□らせ )、 福音としヽう意味があります。人種差別で不当に虐げられてい

た人々にとっては、「自分たちを救ってくれる存在」こそが福音でした。

本曲「Tttta Pralse」 でも、「あなたはわたしの生きる力」「全身全霊、わたしの全てであなたを讚美しま
す」と喜びをもって歌われ、美しい旋律が次第に高揚しながら、「アーメン (そ のようにな りますように)」

と結ばれています。なお、この曲は、作者 リチャー ド スモールウッドのいとこが危篤にな り、母親まで

発作で任lれたときに、

「愛する人のために何ができるだろう」と祈る中で生まれた曲です。彼の代表作の 1つ として、今もな
お、多くの人に愛されています。

♪ Give Thanks                 ヘンリー・スミス 作由/山田栄二 編曲

「 GI∨ e Tha∩ ks」 は 1978年 にヘンリー スミスによって作曲され 、主への深い感謝が捧げられてい意す。

伝統的な賛美歌は何百年も歌い継がれますが、IEx代 においても「新しい賛美歌」が数多く生まれているの
です。

中でもこの曲は世界的に有名なワーシップ リーダーである ドン ・モーエンによってレコーディングされ
ゴール ド・メダルを獲得 、透明感のあるメロディーと美しいハーモニーでノ入ヽ々 に愛されてき訣した。

歌詞の中に『さあ、今 、弱き者たちよ□4べ 、私は強いのだと』とあるように、不完全で35い私たちは、

主が成してくださった事ゆえに強くされるのです。大いなる方への感謝の気持ちをこめて歌います。

♪ One               宮原Panda裕 子 作詞/山 中陽子 作曲/山田栄二 編曲
Brttw∩ B essed∨ olceの オリジナル第一 ;単 (2003年 発売 『○∩e』 に収録)

作詞・宮原Pa∩ da裕子 (BB∨ ヴォーカル指導)、 作曲 山中陽子 (BBV代表)。

結成から二年経ったその頃、皆で声を合わせ気持ちを合わせながら歌う中で、自然と感謝の思いに溢れ 、

満たされていく心を素直に感じるようになった私達にとって、既に掛け替えのない存在となった仲間達 、

温かい場所がそこにはありました。

その出会いの奇跡に、感訪1の思いを残したくて、この曲の市」作に取 り掛かりました。

ちょうどその頃、アメリカではテロが起き、戦争が始まり…そんな中で、歌うことにより生志れる温か

い心が、世界中に広がったら、きっと平和が訪れるはず。そんな思いと夢が、この曲の歌詞には込められ

ています。
は じ

『○∩e広い宇宙のこの小さな地球でめてり逢えた奇跡よ…』
『声よ届け宇宙の全ての闇が光に変わるように一』

私達の伝えたい思いが、た<さん詰まっている、大切な一曲です。

♪ アヴェ 。マリア              ジュリオ・カッチーニ 作曲/山田栄二 編曲
モーツァル トでもグノーでもシューベル トのでもないジュリオ カッチーニのアヴェマリア。実際には

1970年頃のソ連の音楽家ウラジミール ヴァヴィロフによって作曲されたと言われていホす。

録音も楽譜も90年代前半志で全く矢□られていなかった為 、現在出版されている楽譜は全て編曲されたも
のです。歌詞もただ “A∨e Marla"を 繰 り返すのみ。しかし、NHK大河 ドラマ “平清盛"でこのメロディ
ーを耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。カウンターテノールのスラヴァや他の多<の歌
手によってここ数年で一気に矢□名度が高まった曲です。

チェ□の音色と溶け合う歌声に皆様の心が癒され志すように。

第4チ ェ□ :國井文子



♪ 0昌歌の四季                       三善 晃 作曲/山田栄二 編曲

1986年 、東京放送児童合0昌 団の委嘱で、・編曲の名手でもある三善晃氏によって書かれた不朽の名作です。

日本の唱歌 5曲 を児童合唱と2台ピア ノのために編曲されていますが 、原曲の良さを全 く失うことなく 、

繊細かつ美しい不□声の上に流れるメロディーが実に上品で魅力的な作品です。

今回は 、山田栄二先生が4パー トのチェロアンサンブル用に更 に編曲をしてくださいました。美 しい歌声

とチェ□の奏でるアンサンブルの妙をお楽 しみ<ださい。

それぞれの曲の歌詞は以下のとおりです。

第 2チ ェ□ :細野美樹

卿 茶摘 (作詞者 作曲者不詳)

夏も近づく八十八夜              日和つづきの今日此頃を

野にも山にも若葉が茂る            心のどかに摘みつつ歌う

あれに見えるは茶摘じゃないか         摘めよ摘め摘め摘まねばな らぬ

あかねだすきに菅の笠             摘まにゃ日本の茶にならぬ

戸 朧月夜 (高野辰之作詞 岡野貞一作曲)

菜の花畠に 入日薄れ

見わたす山の端 霞ふかし

春風そよふく 空 を見れば

夕月かかりで におい淡し

メ 紅葉 (高野辰之作詞 岡野貞―作曲)

秋の夕 日に照る山紅葉

濃いも薄いも数ある中に

松をいろどる楓や蔦は

山のふもとの裾模様

メ タ焼 Jヽ焼 (中村雨紅作詩 、草川信作曲)

夕焼小焼で日が暮れて

山のお寺の鐘がなる

お手々つないで皆かえろ

烏と一緒に帰りましょ

里わの人影も 森の色も

田中の小路を たどる人も

蛙のな くねも かねの音も

さながら霞める 朧月夜

渓の流に散り浮く紅葉

波にゆられて離れて寄って

赤や黄色の色様々に

水の上にも織る錦

子供が帰った後か らは

円い大 きなお月さま

小鳥が夢を見る頃は

空にはさらきら金の星

月 雪 (作詞者 作曲者不詳 )

雪やこんこ霰やこんこ             雪やこんこ霰やこんこ

降っては降ってはずんずん積る          降っても降ってもまだ降りやまぬ

山も野原も綿帽子かぶり            犬は喜び庭駈けまわり

枯木残 らず花が咲 く              猫は失撻で丸くなる

♪ 讃歌                                クレンゲル 作曲

ドイツのチェ□奏者 作曲家。彼の敬愛する指揮者アル トゥール ・三キシュの誕生日に演奏するために

作られた曲で、自分の弟子たち 11人 と一緒に演奏したそうです。

本来は 12本のチェ□のための曲で、弾き出しで下の低音から 1つ ずつ音が重なっていって12本のチェ□

全員で綺麗なハーモニーになり、そこからチェ□カルテッ ト→同じ旋律を高い音でチェロクインテッ ト→

最終的には12人 でと曲が進んでいきます。私たちは、10年 10パー トをやっています。今年も頑張ります。

第 4チ ェ□ :伊澤恵美子 平尾由美子



昨年 12月 22日 (土 )独協医科大学病院正面ロビーにて栃木チェ□協会によるクリスマスコンサ

ー トを開催 しました。

曲目は「G線上のアリア」「主よ、人の望みの喜びよ」などのしつとりしたクラシックや定番のク

リスマスソング、さらに「サザエさん」、「ひょっこりひょうたん島」など懐かしの下∨主題歌、と幅

広いプログラムでした。

コンサー トの目玉「スムース・クリミナル」では栃木チェ□協会のイケメン 2 ce los、 佐山裕樹

君と川脇大君が若さあふれるエネルギッシュな演奏でお客様を魅了 しました。キャベッジダウンで

はお客様に手拍子で参加 していただきました。

チェ□と手拍子のコラボで会場がとても楽 しい雰囲気になりました。皆さん終始笑顔で聴いて下

さつて演奏 している私たちが逆に幸せな気持ちになりました。

中にはあまり体調の良くなさそうな方もいらっしゃいましたが、演奏を聴いて少しでも元気にな

つていただけたとしたら幸いです。

これからも皆様に幸せな気持ちになつてもらえるような演奏会を開催していきたいと思います。

Brown Blessed Voice
Christimas Gospel Live

“」OY"
2013.12.8(SUN)Open・ ・・14:00 Start・・・15100@宇都宮市文化会館大ホール

丁icket…前売 2,000円  当日 2,300円  <全席自由>
☆8月 1日発売開始☆

∪RL http:wwwlフ plala.or.ip/BB∨ /

プレイガイ ド 028-634-6244

共催 :(公財 )う つのみや文化倉」造財団



医1療法1人

慈1審:会 白 澤 病 院
理事長 太 田 照男 宇都宮市白沢町 1813番地 16

併設施設 介護老人保健施設しらさぎ荘

窓  (028)673-0011

学校法人 柿の本学園  柿 の 本 幼 稚 園
子 ど も時

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

TEL&FAX 028-621-3622

応援|じ,そtヽ接|サ

=|||||||||

児童期の子 どもたちは、 柿の本坂芸術寧絞
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 028-674-2851/028-621-3622 E懸 028-674-4614

1■||す|ば,||||1華筆|=101た 0時|を準|ギ|し

'11学

年101表し|さを31き出|します|=■■|

輻 (内1科)い |

栃 本 県 小 山 市 羽 り|1524-4
TEL0285(24)5588

平|‐饉轟1蟻1人‐科
院長 平尾 潔

宇都宮市鶴田3-1-4 容028-648-5222

○診療時間/月～金曜日 AM9:OO～PM12:OO PM2:30～ PM5:30
0水 土曜は午後体診



繹鰺籍纏'鰺鬱警攣纂t響 ずヽ鐵鯵欝鍮鬱警≫攘

紆隧隷鰺鰤鼈靱 ,

心と心が通い合った

あたたかみのある医療を

【受付時間】
○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

匡学博蜃 稲  葉
鷲32鷲 -0138寧毬富鶴英饉塚3-41-36

TttL C128(688)3?14
FAX 028(688)3?08

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

Teli028-669-2300

コープ鶴田店、

やさい&く だもの村 i桜通 り店 。江曽島店

にて直売 しています。

社会福祉法人 明誠会

河内郡上三り1町4937番地

な  0285-56-7973

弦楽器専門店鐵饉機轟警
=二
瀑職警

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、宇都富に出張・修理 してしヽます。

相模原市相模大野 3-1-14 金山ロ レ2F C/」 田ヽ急相模大即訳下車、徒歩 4分 )

TEL&FAX (042)749-4223 E― ma‖  |∩ fo@ge∩―ta∩ lkawa.co.lp
http://www.ge∩ ta∩ lkawa.co.ip

宇絋富繭―置畷8-10
隋F爽武纏宇郡寵靱J威し自より
徒歩3分

鯰FJR宇都寵駅J繭圃より
徒歩19分



=栃
木チェ□協会会員募集ホ  ~

私たち「栃本チェ□協会」は、2000年 4月 、チェ□の研究を通して、弾く人たちの親睦を図ると

共に、チェ□に関心のある人々との交流を深め 、チェ□の普及 、発展を目指すことを目的としてス

ター トしました。

主な活動は、月 1回程度の練習会 、大人のチェ□教室 、合宿 、納涼会、クリスマス忘年会、弾き初

め新年会、公開レッスン、定期演奏会やその他のチヤリティーコンサー トなどです。

チェ□を始めて間もない初心者からベテランまで 、年齢も 10代から上は…ウン10代 までと腕も年

齢層も幅広く、チェ□を通じて矢□り合った楽しい人たちばか りです。

今 日のコンサー トを観て、聴いて興味を持 っていただいた方 、やったことはないけどちょっと弾

いてみたいなあ…と思った方、いっしょにチェ□を通じて人生を充実させてみませんか?

=大
人のチェ□教室

=初心者のための「大人のチェ□教室」を、毎月第2金曜日AIN/10:00～ 12:00、 西生涯学習センター

にて無料で開催しています (く わしくは栃木チェ□協会のHPを ご覧ください)。 どなたでもお気軽

にお越しください。見学だけでも大歓迎です。

週El嘔 ! 2014年 7月 13日 (日 )

栃木チェ□協会 第 15回記念定期演奏会

栃木県総合文化センター メインホール

お問い合わせ 栃木チェ□協会 090-3060-6521(宮 田 )

ホームページ∪RL httpi//tochicello∨ elvet.ip/

演奏会の収益金の一部を義援金とさせていただきます

大人のチェ□教室 2012630宇 都宮美術館森の コンサー ト

練習会風景 コンサー ト打ち上げ

ピンク リボン洒動チャリティーコンサー ト


