
主催：都筑クラブ 共催：横浜市交通局
後援：横浜市都筑区役所、横浜市教育委員会、横浜市芸術文化振興財団
協賛：横浜交通開発、横浜都市みらい(サウスウッド) 、神奈川中央住宅、

都筑区商店街連合会、ヨネヤマプランティション、本間弦楽器、
クラシックミューズの会、井伊桃子ヴァイオリン教室、
レッスンルーム「シャンテ」

協力：ほのぼの駅コン運営委員会
サポート：星コンを支える会
選挙に行こうキャンペーン：都筑区明るい選挙推進協議会

★昨年度のカンパ金のお礼とご協力のお願い★
昨年のコンサート当日のカンパ金は165,995円でした。ありがとうございました。

音響費の一部とさせていただきます。皆様のお気持ちと、今年も協賛くださる皆様のご厚意
に感謝し、ご期待にお応えできるよう頑張ります！
そして、これからもずっと続けていけるよう、新しい力の参加をお待ちしています！！

星空のコンサート開催には、毎回８０万円の経費が必要です。
経費にかかる前回（Vol.1７）収入の内訳です。
協賛金 (3６0,000円) 、 前年度カンパ金 (１６５,９９５円)

合計 (５２５,９９５円) 不足分はボランティアで支えています。
19回、20回...と続けていけるよう、皆様のご協力をお願い致します。

※ 昨年度はDanceDanceDance@YOKOHAMA2015公募サポート事業として
助成金を頂きました。

日時： 2016年 8月27日（土）
18：４0 ウェルカムイベント 19：00 開演

場所： 横浜市営地下鉄センター南駅 「すきっぷ広場」
（雨天時 都筑公会堂）

Vol. 18
DREAM of CLASSIC「星空のコンサート」に寄せて 都筑区長 畑澤 健一

「第１８回 星空のコンサート」の開催を心からお喜び申し上げます。
夏の終わりの夜、星空の下で素適な音楽を楽しめる「星空のコンサート」は、
長年にわたり区民の皆様に親しまれ、愛されている素晴らしい催しと感じてお
ります。これまで、ご尽力いただいた皆様に、心から敬意を表します。
昨年初めて会場にまいりましたが、後半小雨の降り出す中でも続けられた演奏
や歌曲に客席も一体となって聴き入っていた光景が本当に感動的でした。
今年は「横浜音祭り２０１６」として、横浜市全域でさまざまな音楽イベント
が開催され、「星コン」もパートナー事業の１つとして開催されます。
これからも、都筑区のまちの雰囲気に包まれた夏の風物詩として、「星コン」
のさらなる発展をお祈り申し上げます。

主催者よりのご挨拶 都筑クラブ 会長 杉本 周子

「身近な場所で質の高いクラシックの生演奏をご家族みんなで、お友達同士で
気軽に楽しんで欲しい…」 をテーマに、例年夏休み最後の土曜の夜、すきっぷ
広場で開催してきました 「星空のコンサート（星コン）」も、今年で１８回目
を迎えます。 毎年、２０００人を超す都筑の皆様にお越しいただき、夏休み最
後の風物詩にもなってきております。この街に定着したこのコンサートを通じ
て、人とひととがふれあい、喜び合い、星空のもと音楽の力で都筑がより一層
元気な街になれれば・・・と私ども都筑クラブも願っております。夏の夜のひ
と時、星空の下での素敵な時間を存分にお楽しみいただければ幸いです。

愛を届ける「星空のコンサート」 企画運営委員長 井伊 桃子

都筑区の皆様を始め、近隣のファンの方々に愛されてきた「星空のコンサー
ト」も、お陰様で１８年目を迎える事が出来ました。
今年はウェルカムイベントとしてクラシックバレエとピアノカルテットとのコ
ラボレーションによるオープニングです。星空のコンサートのプログラムも盛
り沢山で楽しんでいただけると思います。どうぞフィナーレの『見上げてごら
ん夜の星を』の大合唱まで今宵もご一緒に楽しんで下さいね。
これからもまた１９、２０年と続けていけますよう、皆様の応援、ご支援を
お願い致します。
コンサートの感動が星空に届きますように☆

★ 星コン・スタッフ ★

井伊、宮地、加藤、杉本、横手、徳田、佐波、木村、河島、小谷、網島、河合（公）
山本、沼田、今西、小泉、山田

★【星コンを支える会】のご案内★
星コンの継続を願う方々の会です。
問合せ先 星コン事務局

加藤 / 050-3553-2114
ホームページ

http://tsuzukiclub.net/

ご支援をこちらでも承ります！
ゆうちょ銀行 口座名称 都筑クラブ
郵便振替口座番号 １０２９０－９３９３９８７１

みずほ銀行 港北ニュータウン支店
店番号７４３ 口座番号１２４４３２７
口座名称 都筑クラブ



１９：００～ 星空のコンサート

鈴川慶二郎（バスバリトン）

飯田彰子（ピアノ）森崎美穂（トランペット）

西岡あかね（フルート）

藤田哲志（フルート）

♪出演者プロフィール♪♪プログラム♪ 司会 宮地 里実

１８：４０～ 星空ウェルカムイベント
～ “音”の冒険 ～

「バレエ」＆「音楽」の融合

神田梓（ピアノ）

東京音楽大学、同大学院修了。在
学中特待奨学金生。卒業、新人演
奏会出演。ピティナG級全国大会決
勝入選。ショパン国際ピアノコンクー
ルin Asiaアジア大会金賞。メディア
にてピアノ演奏出演。 ソロリサイタル
を3度開催、好評を博す。演奏活動
の他、劇団や多数の演奏会に楽曲
提供など、積極的に作曲・編曲活動
している。横浜市民広間演奏会会員。
みどりアートパーク登録アーティスト。

常盤木学園高等学校音楽科、洗足学
園音楽大学器楽科を卒業。同大学で
優秀賞を受け卒業演奏会に出場。横浜
市青葉区新人演奏会、ヤマハ新人演
奏会に出場。横浜市消防音楽隊を経て
現在、各種イベントでの演奏、レコーディ
ング、オーケストラ・吹奏楽など様々な
ジャンルで活動中。後進の指導にも力
を注いでいる。宮城県管打楽器ソロコン
テスト金賞受賞。トランペットを森岡正典、
津堅直弘、高橋敦各氏に師事。

玉川大学芸術学部卒業。在学中学内
オペラにてモーツァルト作曲「フィガロの
結婚」フィガロ役、「魔笛」ザラストロ役な
どで出演。プッチーニ作曲「ラ・ボエー
ム」コッリーネ役でデビュー。又、”町田イ
タリア歌劇団”公演、ヴェルディ作曲「椿
姫」ドゥフォール役、「Il Trovatore」フェラ
ンド役で出演。2011年「日本クラシック
音楽コンクール」、2012年イタリア文化
会館主催「コンコルソMusicarte」、両コン
クールで入賞。第三回音楽大学フェス
ティバルに出演。両毛チェントロリリコ会員。
柿沼伸美氏に師事。

佐々木華（フルート）

玉川大学芸術学部卒業。昭和音楽大
学大学院ピアノ科進学。これまでピアノ
を石井由朗、國土浩子、八木原由夏、
小佐野圭の各氏に師事。声楽を柿沼
伸美氏に師事。大学卒業時、芸術学
部長賞と学長賞を同時に受賞。
声楽では、日本イタリア協会主催第６
回Concorso Musica Arteステッラ部
門、本選出場。ピアニストとしてオペラ
公演に参加する他、稽古ピアニストや
コンサートの伴奏者として研鑽を積む。
両毛チェントロリリコ会員。

Ai Fiori
大川彩子（ピアノ）
フェリス女学院大学演奏学科ピアノ専攻
卒業。高文連ソロ・コンテスト優勝。横浜
市新人演奏会、神奈川県立音楽堂推
薦音楽会に出演。カールスルーエ国際
ピアノアカデミー参加。黒川浩、Claudio 
Soaresの各氏に師事。2000年渡米、
James Boyk氏に師事。L.A.にてリサイタ
ルを開催。K-MOZART "Sundays Live 
Music" にソロて出゙演、生放送される。
2007年帰国。演奏活動の傍ら、後進の
指導にも力をいれている。都筑区在住。

仲摩綾野（ピアノ）
名古屋市立菊里高校音楽科、フェリス女学院大学演奏
学科ピアノ専攻卒業。佐野翠、辛島伃緒子各氏に師事。
読売中部新人演奏会、Fグループコンサート等に出演。
長年にわたり、子供から大人まで様々な世代の生徒への
指導を行う。川崎市宮前区在住。

大学の同級生でデュオを結成する。これま
でに病院でのサロンコンサート、2015年
ほのぼの駅コン等に出演。精力的に活動し、
幅広い年齢層から高い評価を得ている。

パリ国立高等音楽院卒業。在学中、
ヤマハ音楽振興会、NPO財団法人イ
エロー・エンジェル奨学生。また2008
年より2年間文化庁新進芸術家海外
研修生として研鑽を積む。小澤征爾
音楽塾生として、サイトウ・キネン・フェ
スティバル、オペラ・プロジェクトに参
加。国内外の数々のコンクールでの
賞歴を持ち、現在は後進の指導を行
う傍ら、ピアニストの姉とのデュオ、
オーケストラのエキストラなどを中心
にフリー奏者として、東京、名古屋を
拠点に演奏活動をしている。

1991年生まれ。香川県出身。1才5ヶ月
より音感教育、ピアノ、電子オルガン、オ
カリナ等の音楽教育を受け、12才よりフ
ルートを始める。東京藝術大学 を卒業。
フルート教則本「フルート上達ブック」を監
修、CD演奏収録。ピアニスト、キーボー
ディストとして、日本テレビ「ミュージックド
ラゴン」にサポー トメンバーとして出演。ク
リスタルキングと「大都会」「愛をとりもど
せ」等を共演。作曲・編曲等も手掛け、ウ
インズスコア社よりフルート三重奏を出版。

東京藝術大学音楽学部器楽科フルート
専攻卒業。フルートを菅原潤、菅原寿惠、
神田寛明、高木綾子、竹澤栄祐に、フラ
ウト・トラヴェルソを前田りり子に師事。日
本フルートコンヴェンション2013 アンサン
ブル部門第３位、他多数入賞。現在ソロ
や室内楽、プロオーケストラへの客演な
どの他、演奏指導、ピアノ伴奏、フルート
アンサンブルへの編曲など多方面でも活
動している。 ダルトン・ボールドウィン、渡
辺玲子、エヴァルト・ダネルらとそれぞれ
共演。

１ ピアノデュオ
Ai Fiori 仲摩綾野（ピアノ） 大川彩子（ピアノ）

♪ 剣の舞 /  ハチャトゥリアン
♪ 仮面舞踏会より、「ワルツ」 / ハチャトゥリアン
♪ ミッキーマウス・マーチ ～ ジャズ・アレンジ ～
♪ 夏メドレー （日本の歌）
♪ リベルタンゴ / ピアソラ

２ 声楽
鈴川慶二郎（バスバリトン） 神田梓（ピアノ）

♪ 雪 / レスピーギ
♪ 不幸なお前！この美しくて無垢な百合を

歌劇【エルナーニ】より、シルヴァのアリア / ヴェルディ
♪ 落葉松 / 小林秀雄
♪ Stars － 星よ －

『レ・ミゼラブル】より、ジャベールのアリア / M・シェーンベルク

３ フルートトリオ
佐々木華（フルート） 西岡あかね（フルート） 藤田哲志（フルート＆ピアノ）

♪ フルートトリオ 作品１３ /  クーラウ
♪ アヴェ・マリア /   グノー
♪ ニュー・シネマ・パラダイスより /  モリコーネ
♪ 星空キャンドル /   藤田哲志

４ トランペット
森崎美穂（トランペット） 飯田彰子（ピアノ）

♪ 夜空のトランペット /   二二・ロッソ
♪ サマータイム / ガーシュウィン
♪ イエスタデイ・ワンス・モア /    カーペンターズ
♪ スペイン /    チック・コリア

５ フィナーレ 《 会場の皆様 ご一緒に 》

♪ 見上げてごらん夜の星を

バレエ シグネット・クリスタルウイング
音楽 加藤かな子（ヴァイオリン１st） 井伊桃子（ヴァイオリン２nd）

小堀まやか（ヴィオラ） 行本康子（チェロ）
加藤千佳（ピアノ）

チャイコフスキー 「くるみ割り人形」 ワルツ
マーチ

「眠りの森の美女」 ワルツ


