
日時： 201９年 ８月３１日（土）

18：30 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. ２１
DREAM of CLASSIC

★【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/

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
協賛：横浜交通開発株式会社・AOKIホールディングス・岩崎学園

神奈川中央住宅・ ヨネヤマプランテイション・ 本間弦楽器
協力：ほのぼの駅コン運営委員会・都筑クラブ
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に集まったカンパ金は208,616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。
本日のコンサートでもカンパ箱を置かせていただいておりますので、今後も続け
ていけるよう、皆様のご協力、ご支援を何卒お願い申し上げます。

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

「星空のコンサート」に寄せて 都筑区長 中野 創

「第２１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。
今年、都筑区は区制25周年を迎えます。この間、区民の皆様ならびに関係者の皆様にお
かれましては、このコンサートをはじめとした素晴らしいイベントを通じて、文化的側面
から都筑区の発展に大きく貢献いただけましたことを、心から感謝申し上げます。
これからも、都筑区の魅力や資源を最大限に活かした、区民の皆様に親しまれる夏の風物
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

主催者よりの挨拶

都筑区商店街連合会 会長 木伏真治

星空のコンサート開催にあたり、一言ご挨拶させて頂きます。この「星コン」は今回で
21回目を迎えます、都筑区が誕生してから今年で25周年となりますので、ほぼ都筑区誕
生と共に開催してきたということになります。このように続けてこられたのも、皆様が毎
年この「星コン」を楽しみに見に来て頂いているからこそと感謝しております。今後もこ
の「星コン」を毎年開催できますよう主催者一同考えておりますので、皆様のご協力、ご
支援をお願い申し上げます。それでは、今宵も素晴らしい音楽をご家族で存分に楽しんで
下さい。ありがとうございました。

星空のコンサート運営員会 代表 山田 美千子

昨年のアンケート用紙に書かれていた、
「いつも感激して帰路につきます。来年も宜しくお願い致します。」という多くの皆様の
お声とカンパ金で、今年も続けることができました。
「横浜丘の手」で一味違うイベントを目標に、共に主催となる都筑区商店街連合会、共催
の横浜市交通局、後援の都筑区と連携し、企画の先生方と一緒に今後も運営してまいりま
す。また、星コンの趣旨に賛同し、快く協賛いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
今宵も恒例の「見上げてごらん夜の星を」を皆様と一緒に歌えることに感謝いたします。

星空のコンサート運営委員会 企画委員長 井伊 桃子

21年目の星空コンサート
遠い銀河の果てから、何年もかかり地球に届く夜空の光…
(どうか雨が降りませんように)と祈り続けて21年目を迎える星空のコンサートです。
古典派のベートーヴェンなど色あせることのないクラシック音楽からアフリカ音楽まで。
今年も素敵な音の天の川のメロディを皆様にお届け出来る事を幸せに思います。
多くの皆様のお力と情熱があってのコンサート。
心より感謝を申し上げます。



７時～ 星空のコンサート

６時３０分～ 星空ウェルカムイベント
sabou mando(サブマンド)

１ 弦楽デュオ
清水唯史 (チェロ) 川上拓人(ビオラ)

♪ チェロソナタ1 ．2楽章 ヴィヴァルディ
♪ メガネ ベートーヴェン

２ トランペット・ソロ with サポートメンバー
田尻 大喜(トランペット)

サポートメンバー：菅野大地(ピアノ)
河野友哉(ギター)
鯉沼彰(パーカッション)

♪ ラルゴ ヘンデル
♪ ヴォカリーズ ラフマニノフ
♪ ツキノミタマ オリジナル
♪ Life                                                                       オリジナル

３ 声楽
吉田 美咲子（ソプラノ）二瓶 純子（メゾソプラノ）白取 晃司（ピアノ）

♪ 花の二重唱 オペラ『ラクメ』より ドリープ
♪ ハバネラ オペラ『カルメン』より ビゼー
♪ ダッタン人の踊り オペラ『イーゴリ公』より ボロディン
♪ 侯爵様、あなたのようなお方は

オペレッタ『こうもり』より J・シュトラウス2世
♪ 乾杯の歌

オペレッタ『こうもり』より J・シュトラウス2世

４ ピアノ・ソロ
岩倉 孔介 （ピアノ）

♪ イゾルデ愛の死 オペラ『トリスタンとイゾルデ』より ワーグナー=リスト
♪ ピアノソナタ第23 番「熱情」へ短調 作品57 より第1 楽章 ベートーヴェン

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

♪出演者プロフィール♪♪プログラム♪

ピアノ 岩倉 孔介 （いわくら こうすけ）

ピアノ 白取 晃司（しらとり こうじ）

司会 加藤千佳 加藤かな子

sabou mando（サブマンド）」ギニア人と日本人のパーカッショング
ループ 横浜市金沢区在住、西アフリカ・ギニア出身マリンケ族のド
ラマークルマンケと、その妻でアフリカンバレエを踊る美帆、2 人が

主催するドラムとダンスワークショップに集まる生徒さんで構成され
たグループ。更にクルマンケの従弟サイオンと、同じくギニア人ダン
サー兼ドラマーのウスマンが加わり、ギニア色の濃い演奏が魅力。
横浜市を中心にダンスとドラムのワークショップを主催する等、ギニ
アの音楽をメインとした文化発信を行っている。グループ名「サブマ
ンド」とはマリンケ語の古い言葉で、直訳は「チャンスは小さくない」。

神奈川県出身、4歳からチェロを始める。中学2年で
ジュニア フィルハーモニックオーケストラ入団。以後東
京芸術劇場・サントリーホール等での演奏会に毎年参
加。2009年第5回ミユーザ川崎こどものための音楽コン
テスト中学生ソロ部門で教育委員長賞受賞（2位相当）。
ＮＨＫ・Ｅテレ・スクールLive Show 高校生オーケストラ
を作ろうにチェロ首席で出演、東京フィルと共演。桐朋
学園大学音楽学部入学、2016年卒業。在学中ダーヴィ
ド・ゲリンガス氏マスタークラスを受講、京都・国際音楽
学生フェスティバルに桐朋学園大学代表として出演。
2016年アルネア・カルテットのメンバーとしてサントリー
ホール室内楽アカデミー第４期生となり研鑽を積む。ザ
ルツブルク＝モーツァルト国際コンクール

桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教
室、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）、桐朋
学園大学音楽学部卒業。桐朋学園大学音楽学部
研究科、桐朋オーケストラアカデミー修了。ヴァイオ
リンを森川ちひろ、辰巳明子、バロックヴァイオリン
を寺神戸亮、戸田薫、ヴィオラを佐々木亮、室内楽
を磯村和英、店村眞積などの各氏に師事。「サント
リーホール チェンバーミュージック・ガーデン」にて
ヘーデンボルクトリオと、「昭和音楽大学研究発表」
にて小森谷巧氏と、「デビュー30周年記念竹澤恭
子の室内楽」にて竹澤恭子、川本嘉子、横坂源の
各氏と共演。

ソニーミュージックエンターテインメイト「STAND
UP!CLASSIC」所属。熊本県に生まれ、父の仕
事の都合により一家でケニア共和国に移住。父
の手ほどきを受けトランペットを始める。帰国後
は、東京音楽大学のトランペット科に入学。18
歳でプロ活動を始める。卒業後は、トランペッ
ターとして活動する傍ら、桃尻大喜として作曲
活動も行う。2015～2018東京芸術劇場にて芸
劇ウインドオーケストラ団員として研修を積む。
都内を中心アニメ、CMなどのレコーディング参
加。アーティストのサポートなども行う。

サポートメンバー 菅野大地（ピアノ）
河野友哉（ギター）
鯉沼彰（パーカッション）

東京音楽大学声楽演奏家コース首席卒業、
同大学院声楽専攻オペラ研究領域を特待奨
学生で修了。新国立劇場オペラ研修所第18
期修了。同研修所在所中にANAスカラシップ
によりミラノ・スカラ座及びミュンヘン国立歌劇
場にて海外研修を積む。大学在学中、学内
オーディション合格者による定期演奏会ソロ
部門、成績優秀者による卒業演奏会、第79回
読売新聞社主催新人演奏会、YAMAHAホー
ル音楽大学フェスティバル等に出演。オペラ
では公益財団法人としまみらい文化財団

東京音楽大学大学卒業。学内ピアノ部会卒業演
奏会に出演。同大学院鍵盤楽器研究領域(伴奏)
修了。新国立劇場オペラ研修所及び合唱団にお
いて稽古ピアニストとして国内外の指揮者のもと
で研鑽を積む。あおい音楽コンクール声楽部門伴
奏者賞。草川宣雄、水谷真理子、ダルトン・ボー
ルドウィン、アントワーヌ・パロック、ビリー・エイ
ディの各氏に師事。渡仏を重ねフランス歌曲の研
究、演奏に力を注いでいる。東京国際声楽コン
クール公式伴奏者を務めるなど声楽伴奏者として
広く演奏活動を行っている。現在、東京音楽大学
非常勤講師。

かずさアカデミア音楽コンクール、バルチック国際ピアノコンクール(ポーラン
ド)を始めとする国内外のコンクールに入賞及び入選。ウィーン・メロス音楽
研究所よりメロス賞受賞。東京、横浜、ベルリン、ハンブルクを始め、各地で
リサイタルを開催。2016年の帰国後より、神奈川県青葉区フィリアホール、東
京文化会館、茨城県つくば市ノバホール等にて毎年ピアノリサイタルを開催。
また2017年には、在カンボジア日本大使館、カンボジア芸術大学及び三菱
商事、全日空、KDDI等各社の後援でプノンペンにて数回のリサイタルとレク
チャーを開催。指導者として後進の育成にも力を注いでおり、武蔵野音楽大
学ピアノ科講師及び横浜市都筑区エルフラット音楽教室室長を務める他、日
本各地でマスタークラス講師やコンクール審査員としても招聘されている。こ
れまでにピアノを大島久子、山田朋子、加藤伸佳、竹内啓子、パスカル・ド
ヴァイヨン、村田理夏子、コンスタンツェ・アイックホルスト各氏に、室内楽を
トーマス・ブランディス、クリストフ・コーラー各氏に師事。
現在、武蔵野音楽大学講師、東京成徳短期大学講師、エルフラット音楽教
室室長。全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)正会員、日本ピアノ教育連盟会
員、日本演奏連盟正会員。

ソプラノ 吉田美咲子 （よしだ みさこ）

トランペット 田尻 大喜 / 桃尻大喜
（たじり たいき / ももじり たいき）

メゾソプラノ 二瓶 純子（にへい じゅんこ）

福島県会津若松市出身。日本大学芸術学部
音楽学科声楽専攻卒業。(公財)日本オペラ振

興会オペラ歌手育成部修了。藤原歌劇団団
員。2015年セイジ・オザワ松本フェスティバル

にてベートーヴェン『第九』アルト・ソリストで出
演し、同時期に開催されたロームシアター京
都竣工式にて小澤征爾指揮のもと同ソリスト
を務める。藤原歌劇団では『カルメン』タイトル
ロール、『セヴィリアの理髪師』ロジーナ役の
各アンダースタディーを務め、2017年『ルチア
』アリーサ役で本公演デビュー。その他、文京

チェロ 清水 唯史

2019 in Tokyo 第3位入賞。現在、アルル音楽教室、宮地楽器音楽教室、
ケーエムアーツ音楽教室のチェロ講師。これまでチェロを臼井洋治氏、銅
銀久弥氏に、室内楽をサントリーホール室内楽アカデミー・ファカルティメン
バー、北本秀樹、加藤知子、藤原浜雄、山口裕之、磯村和英、小森谷泉、
藤井一興の各氏に師事。

ビオラ 川上 拓人

プロジェクトQ・第16章出演。アルネア・カルテット、ヴォロンテ・クァルテット
メンバー。昭和音楽大学合奏研究員、洗足音楽大学演奏補助要員、聖
徳学園演奏支援員。昭和音楽大学附属 音楽・バレエ教室、ケーエム
アーツ音楽教室講師。サントリーホール室内楽アカデミー第4期フェロー。

オペラ「ヘンゼルとグレーテル」グレーテル役、同財団オペラ「君と見る夢」
斎藤和美役、新国立劇場オペラ研修所においては「ジャンニ・スキッキ」
チェスカ役、「コジ・ファン・トゥッテ」デスピナ役、「イル・カンピエッロ」ニェー
ゼ役等にキャスティングされ成功を収める。コンサートではフォーレ・レクイ
エム、グノー・チェチーリアミサ、モーツァルト・レクイエム等のソリストとして
出演している。

区民オペラ『カルメン』タイトルロール、OPERA NOVELLA『カヴァレリア・
ルスティカーナ』サントゥッツァ等で出演。また、豊島区制施行80周年記念

演奏会でモーツァルト『戴冠ミサ』、サントリーホール《華麗なる協奏曲と合
唱幻想曲の大祭典》でベートーヴェン『合唱幻想曲』、ミューザ川崎《夏祭
クラシックス2018》でモーツァルト『レクイエム』等のアルト・ソロで出演。12

月慶應義塾大学オペラプロジェクト『フィガロの結婚』マルチェッリーナ、来
年2月 藤原歌劇団『リゴレット』ジョヴァンナ役で出演予定。出演情報
Twitter→https://mobile.twitter.com/junkonihei

日本国内外を問わず年間160本以上のを公演を行う。2016年4月に起き
た熊本地震の復興支援団体【YELL PROJECT FOR KUMAMOTO】を結
成。「YELL～君と明日へと～」のCD売り上げを熊本への義援金として送
る活動を続けている。2017年自身初のソロアルバム「Just Sing A
Trumpet」をリリース。2017年12月27日ニューヨーク・マンハッタンにてワン
マンライブを行い好評を得る。2018年「JUST ONE WORLD PROJECT」を
立ち上げ、世界中の音楽を聴けない子供達にライブを届ける活動を行
なっている。2019年 ケニア共和国にて子供達に音楽を届けるツアーを行
い 全10公演を行う。

桐朋学園大学ピア
ノ科を首席で卒業。
同大学研究科を修
了後渡独。ベルリン
芸術大学ピアノ専
攻を卒業後、リュー
ベック音楽大学大
学院修士課程ピア
ノ専攻を最優秀の
成績で修了。

（しみず ただし） (かわかみ たくと)


