
主催：星空のコンサート運営委員会・都筑区商店街連合会
共催：横浜市交通局
後援：横浜市都筑区役所・都筑区医師会
協賛：横浜交通開発株式会社・AOKIホールディングス

（株）ハウゼ ・ 本間弦楽器・ヨネヤマプランテイション
協力：都筑クラブ・ほのぼの駅コン運営委員会
サポート：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

■「星空のコンサート」は横浜交通局主催「ほのぼの駅コン」8月開催を兼ねています。

★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 195,498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、今年も協賛下さる
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！
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。
不足分はボランティアで支えています。

今後も続けていけるよう、皆様のご協力、ご支援をお願い申し上げます。

日時： 201８年 8月2５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」
（雨天中止）

Vol. ２０DREAM of CLASSIC
「星空のコンサート」に寄せて 都筑区長 中野 創

長年区民の皆さまに親しまれている「星空のコンサート」が今年で２０回目という節目を迎えら
れますこと、心からお喜び申し上げます。
夏の終わりの夜、星空の下で素敵な音楽を楽しめる「星空のコンサート」は、都筑を代表するすば
らしい催しとなっています。加えて、今年は、３年に１度のダンスの祭典、「Dance Dance
Dance ＠ YOKOHAMA 2018」の年です。「星コン」も連携プログラムとして、例年以上に都
筑を盛り上げていただいています。
このように、多くの方に愛されている素晴らしいイベントを継続して開催されてきたのも、関係

者の皆様の御尽力によるものと、心から敬意を表します。
都筑区のまちの雰囲気に溶け込んだ、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。

星空のコンサート運営委員会 役員
代表 山田 美千子
副代表 木村 格 副代表 河島 眞吾
事務局長 佐波 利昭 会計 加藤 若恵
企画委員長 井伊 桃子 企画副委員長 宮地 里実
監事 木伏 慎治 顧問 栗林 一夫

ご支援をこちらでも承ります！

横浜銀行港北ニュータウン南支店支店
店番号３７８ 普通預金 口座番号６１５１５１１
口座名称 星空のコンサート運営委員会

主催者よりの挨拶

都筑区商店街連合会 会長 栗林 一夫

第20回星空のコンサートに皆様をお招きできましたことを嬉しく思います。
星空のコンサートは20年にわたり、区民の皆様に親しまれているコンサートでございます。

歴史ある「星コン」を今年度より都筑区商店街連合会は星空のコンサート運営委員会と共催をさせ
ていただく事になりました。都筑区商連は夏の風物詩として根付いた「星コン」を今後も大いに盛
り上げていきたいと思っております。これまでに開催された「星コン」にご協賛・ご協力・運営に
ご尽力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。
一年に一度のクラシックコンサートです。今宵も素晴らしい音楽を充分にお楽しみくださいませ。

星空のコンサート運営員会 代表 山田 美千子

私は、昨年までの主催者、都筑クラブ会長も兼ねております。
数回目の開催後、観客の方の一言から、カンパ金をいただくことになり、継続を応援いただく力と
なっておりました。
今年から都筑区商店街連合会の心強い応援をいただく体制となり、さらに継続可能となったこと

に感謝申し上げます。
今後も、都筑区が誇れる夏のコンサートを目標に、心を合わせて運営いたします。各方面からの、

さらなる応援をよろしくお願いいたします。

星空のコンサート運営委員会 企画委員長 井伊 桃子

都筑区の夏を彩る風物詩、星空のコンサートは、皆様の温かなご支援に支えられ記念すべき
20回を迎える事が出来ました。
夜風に吹かれながら気軽に本格的なクラシック演奏を届けたい！…

全てはこの想いが20年頑張って続けようと私達スタッフのエネルギーとなってきました。
これからも演奏者とお客様が一体となり、煌めく星々に、平和と愛のメロディが届きますよ

うに。星空のコンサートが永遠に紡いでいけますように。

皆様の応援を宜しくお願い致します。



７時～ 星空のコンサート

１ 管楽器アンサンブル Le vent （ル・ヴァン）
クラリネット 赤木 智美 ホルン能瀬 愛加 ピアノ 反保 沙季

♪ トップ·オブ·ザ·ワールド /  カーペンターズ
♪ 間奏曲 『カヴァレリア·ルスティカーナ』より /  マスカーニ
♪ ゴリウォーグのケークウォーク 『子供の領分｣より / ドビュッシー
♪ カンタータBWV.208 羊は安らかに草を食み /  J.S.バッハ

２ 声楽
ソプラノ 阿部 祥子 ピアノ 吉田 純

♪ 私はスペインから来ました サルスエラ『ユダヤの子』より /  ルーナ
♪ 私のお父さん オペラ『ジャンニ・スキッキ』より /  プッチーニ
♪ 夢やぶれて ミュージカル『レ・ミゼラブル』より /  シェーンベルク
♪ 熱きくちづけ オペレッタ『ジュディッタ』より /  レハール

３ ピアノソロ
ピアノ 島田 彩乃

♪ きらきら星変奏曲 /   モーツァルト
♪ アラベスク ホ長調 /   ドビュッシー
♪ 子犬のワルツ /   ショパン
♪ 革命のエチュード / ショパン

４ アンサンブル ステラータトリオ
ピアノ 内田 ゆう子 ヴァイオリン白濱 櫻子 チェロ 磯部 朱美子

♪ ハンガリアン舞曲第6番 / ブラームス
♪ ガーシュウィンメドレー /   ガーシュウィン
♪ トワイライト・フラッシング / 内田ゆう子
♪ 黒い瞳 /   ロシア民謡

５ フィナーレ 《 会場の皆さんとご一緒に 》

♪ 見上げてごらん夜の星を

ソプラノ 阿部 祥子

♪出演者プロフィール♪♪プログラム♪

６時4０分～ 星空ウェルカムイベント
ハーラウ・フラ・オ・キリノエ・ア・アロハ

1. Kuʻu Lei Awapuhi
2. Haʻa heo
3. Ka Uluwehi O Ke Kai

ピアノ 内田 ゆう子

ピアノ 島田 彩乃

ピアノ 反保 沙季

ホルン 能瀬 愛加

ピアノ 吉田 純

ヴァイオリン 白濱 櫻子

都筑区北山田にあるハワイアンショップアネラウィンク
内にスタジオがあるハーラウ・フラ・オ・キリノエ・ア・アロ
ハです2016年のクリスマスに幕張で行われたももいろ
クローバーZ「ももいろクリスマス2016 ～真冬のサンサ
ンサマータイム～」、2日で4万人という大規模なステー
ジでも踊らせて頂くなど多数のイベントにも出演させて
頂いてます。日々支えてくれる家族や仲間～OHANA
達への感謝とALOHAの心を胸に、エレガントで心に届
くフラを皆さまにHawaiiの風にのせてお届け致します。

クラリネット 赤木 智美

福島県出身。東京学芸大学卒業。同大学
院修了。声楽を小林大作、塩田美奈子の
各氏に師事。第60期二期会オペラ研修所
マスタークラス修了。第33回ソレイユ音楽

コンクール入選。渡西しスペイン歌曲の研
鑽を積む。オペラでは「カルメン」フラスキ
ータ役、「魔笛」侍女1、「こうもり」アデーレ
役等で出演。恵泉女学園オペレッタ部、
東京農業大学第一中等高等学校講師・
合唱部コーチ。
二期会スペイン音楽研究会、二期会会員。

横浜市生まれ。3歳よりピアノを始める。
桐朋女子高等学校音楽科首席卒業。

パリ国立高等音楽院、エコールノルマル音
楽院、ライプツィヒ音楽大学にて研鑽を積
む。13年にわたる欧州生活の間、数々のコ

ンクールにて優勝、入賞。また、ヨーロッパ
各地、南アフリカ、中国等で演奏活動を展
開する。2011年東京に拠点を移し、ソロリサ
イタル、オーケストラとの共演、室内楽、CD
録音等、精力的に活動している。
上野学園大学講師。

京都府出身。京都市立音楽高等学校(現
在京都市立堀川音楽高等学校)、同志社
女子大学音楽学科を卒業。東京藝術大
学音楽学部別科を修了。第28回ヤマハ
管楽器新人演奏会に出演。クラリネット
を海川雅富、十亀正司、濱崎由紀の各
氏に師事。室内楽を小畑善昭氏に師事。
オーケストラや室内楽での演奏や吹奏
楽部の指導など、多方面で活動している。

東京芸術大学音楽学部器楽科卒業 同大
学院修士課程修了。ベルリンに留学。フィン
ケ氏(元ベルリンフィル首席奏者)に師事。帰
国後は室内楽を中心に活躍する。ヤマハ
ミュージックメディアより「チェロレパート
リー・ポピュラー＆クラシック」「コンサートで
弾く日本の名曲」「スタジオジブリ作品集」な
ど数々のチェロ曲集を監修している。ソロア

ルバム「Peaceful Songs」(2009)「Be My 
Love」（2014）をリリース。

http://www.sumikoisobe.com

チェロ 磯部 朱美子

東京芸術大学音楽学部付属高校
器楽科ヴァイオリン専攻を経て同大
学卒業。
現在はフリーのヴァイオリンニストと
してソロや室内楽を中心に、又オー
ケストラや合奏団のゲストコンサート
マスターとして、コンサートのみなら
ず数多くの音楽番組にも出演。

2016年にソロアルバム「Love for
love」をリリース。

国立音楽大学ピアノ科卒業。ドイツ、デュッ
セルドルフでクラシックピアノ、ニューヨーク
ではジャズピアノ、スタンフォード大学ジャ
ズワークショップにて研鑽を積む。クラシッ
クからジャズまで、作曲、編曲も手がけるピ
アニストとして、幅広い音楽活動を展開中。
楽譜仕事人 PAG 代表。ヤマハぷりんと
楽譜、アット・エリーゼにて毎週アレンジを
配信。

CD「REUNION再会」「パープルレクイエ
ム」ほかリリース。

http://uchidayuko.com 都筑区在住

東京音楽大学卒業。東京学芸大学大学
院修了。様々な歌手、ミュージシャンと共
演、クラシックからジャズまで多岐に渡る
音楽活動をしている。横浜音楽振興会の
代表を務め「フレッシュ横浜音楽コンクー
ル」の運営、審査に携わっている。2016

年月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディショ
ン2位受賞。現在、アリオーネ音楽教室(

横浜青葉台)主催。全日本ピアノ指導者
協会正会員。

2017年CD「My Romance」リリース。

https://junyoshida.jimdo.com/

司会 今若 美香

ANNIVERSARY
20th

石川県出身。12歳よりホルンを始める。

小松市立高等学校芸術コース、東京藝
術大学音楽学部器楽科卒業。同大学大
学院音楽研究科修士課程修了。これまで
にホルンを松田浚良、日髙剛、西條貴人
、伴野涼介、五十畑勉、石山直城の各氏
に師事。室内楽を古賀慎治、日髙剛、和
久井仁、山本正治、岡崎耕治、東誠三、
五十畑勉、齋藤和志の各氏に師事。 現

在、フリーランスの奏者としてオーケスト
ラ、吹奏楽、室内楽などの演奏活動や、
中高生への指導などを行なっている。

北海道札幌市出身。 第1回デザイン

国際ピアノコンクール一般の部第３位
。平成29年度札幌市民芸術祭新人

音楽会にて大賞など数々のコンクー
ルにて入賞。 東京藝術大学音楽学

部器楽科を経て同大学院修士課程を
修了。修士課程学位審査会にて、カ
ワイ表参道ジョイントコンサート出演
者に選抜される。 自らの演奏活動の
他、後進の指導にも力を注いでいる。


