２０２２年１月１６日（日）＠フィリアホール
フィリアホール （横浜市青葉区民
文化センター）

今度の「青葉区民音楽祭」は NEW YEAR’S CONCERT
New Face２団体を加えた器楽部会８団体が晴れ舞台に集います

昨年の青葉区民音楽祭
はコロナ禍で開催が危ぶ
まれましたが、関係者の
熱意と周囲の協力で何と
か開催にこぎつけること
が出来ました。今年は新
型コロナウイルスの感染
拡大への対応策としてワ
クチンの接種が進み、そ
の効果が期待されていま
す。また、マスク着用な
ど基本的コロナ感染防止
対策は広く周知されコロ
ナ禍の生活様式が定着し

16

的な音響特性を備えており
音に包まれたように感じら
れる臨場感があって素晴ら
しいと評価されています。
今年は新しく２団体が器
楽部会に参加してくれまし
た。８団体がそれぞれの魅
惑の音色を皆様にお届けい
たします。コロナ禍で少な
くなったライブ演奏をぜひ
お楽しみください。

青葉区民芸術祭運営委員会
の中で、器楽合奏をする団体
の集まり。（他に、コーラス
のつどい・芸能祭・作品展な
どがある）
毎年 月に開催される区民
音楽祭（今回は１月開催）を
中心に、９月～ 月に行われ
る所属団体の演奏会を「青葉
音楽百景」と称し、企画運営
冊子の発行を行っている。

１９９５年１月青葉区奈良北団地在住のメ
ンバーにより発足、今年で 年目を迎えた同
好会です。発足当初は団地住民のみでしたが
今では地域を越えてオカリナ好きが集まって
来ています。「楽しくオカリナを吹こう」を
モットーに、オカリナの持つ素朴で温かな音
色を大切にしながら、団地集会所等で月３回
の練習を行っています。
現在会員は 名。人々との出会い、ふれあ
いを大切にしながら、地域の
イベント出演や福祉施設等へ
の訪問演奏、青葉公会堂で開
催する「あおばチャリティコ
ンサート」や各種コンサート
への出演等、積極的に演奏活
動を続けてきました。
また、定期的に自主コンサ
ートを開催しており、２０１
９年２月にはフィリアホール
に満席のお客様を迎えて「
周年記念コンサート」を成功
裡に終えることができました。
今回伝統ある「青葉区民音
楽祭」に参加することができ
て、メンバー一同大変張り切
っています。

⑦⽔分補給を除く飲⾷はご遠慮ください
（ホール内は不可）

⑧客席での私語・会話はお控えください

「発汗」して紅葉坂を上ってでも、彼の放つ
「発露」をライブで感じ取れ‼

てきています。
そこで、昨年のコロナ禍
での開催経験を活かしてコ
ロナ対策を万全にした上で
今年の区民音楽祭を開催す
ることを決めて準備に取り
掛かりました。
また、今年はコロナ対策
のみならず、青葉公会堂が
工事で休館となり、代替会
場探しという大きな課題も
発生しましたが、青葉区民
文化センター・フィリアホ
ールで開催できることにな
りました。例年の秋開催は
無理であったものの、年明
け早々の１月 日（日）に青
葉区民音楽祭を開催いたし
ます。
フィリアホールはクラシ
ックの本格的コンサートホ
ールで、国内外のトップア
ーティストによるコンサー
トが行われています。本格

１９９４年、当時緑区のミニコミ誌に掲
載された「リコーダーアンサンブルを一緒
に楽しみませんか」という小さな記事から
リコーダーコンソート青葉は始まりました
最初は８名だったメンバーも今や 名を超
え、小中学校で使われるソプラノリコーダ
ー、アルトリコーダーに、それより音の高
いソプラニーノ、音の低いテナー、バス、
グレートバス、コントラバスを加えた、リ
コーダーオーケストラに成長しました。
リコーダーがかつて盛んだったルネッサ
ンス時代、バロック時代の作品はもとより
クラシック、ジャズ、ポピ
ュラー音楽の編曲、さらに
リコーダーオーケストラ用
に作られた現代曲など、時
代や国のジャンルを超えた
幅広い音楽に挑戦していま
す。
１年半～２年ごとに演奏
会を開催し、その合間にロ
ビーコンサートやボランテ
ィア演奏などを行ってきま
した。現在のコロナ禍で演
奏の機会が減ってしまいま
したが、青葉区の音楽祭に
参加させていただくことに
なりました。

⑨出演者の出待ち、プレゼントの受け渡しはご
遠慮ください

、

⑥来場者カードの記⼊（⽒名・電話番号）提出
をお願いします

⼤内友哉・井上初美のハーモニカユニ
ット。2002年アジア太平洋ハーモニカ
⼤会in厚⽊で、デュオ部⾨⾦賞を受賞
し
し、キングレコードよりメジャーデビ
ュ
ュー。その後、数々のTVやラジオに出
演
演している。

⑤⼊館時に座席消毒グッズをお渡ししますので、
着席前に各⾃で消毒をお願いします

ＢＯＭ × ＢＯＡ

④プログラムは各⾃お取りください
（⼿渡しは⾏いません）

ハーモニカユニット

フレデリック・L・ヘムケ博⼠の薫陶を受け、
第39回ジュネーヴ国際⾳楽コンクール⼊賞
賞
を始め、数々の受賞歴がある。⼜、ウィーン
フィルのジャパンツアーやサイトウキネンオーケ
ケ
ストラ等、国内外オーケストラや有名指揮者
者
との共演をこなす世界的なサクソフォン奏者
者の
雲井⽒が、横浜緑吹奏楽団のソリストとして登場する。
登場す
今回の演奏曲⽬は、難曲・ドビュッシー作曲アルトサク
ク
ソフォンとオーケストラのためのラプソディー♬

③体調不良、⾃宅待機を要請されている場合は
ご来場をお控えください

雲井 雅人

⑩ＬＩＮＥコロナお知らせシステムをご利⽤く
ださい
（会場に掲⽰のＱＲコードを読み込んでください）

⻘
⻘葉⾳楽百景ではおなじみのゲストだが
この2⼈の超絶技巧をライブで体験できる
百景ファンは2022年超〜ラッキーな年に
なること間違いなし!!

雲井雅人サックス四重奏団
ホームページ
ジ

2021年10月10日
年 月 日 横浜緑吹奏楽団

2022年1月16日
青葉台ジョイフル
フレンズハーモニカ

②施設⼊館時に⼿指消毒と検温をお願いします
※発熱（37.5℃を⽬安）が確認された場合
は、ご⼊場をお断りします

アルト・サクソフォン奏者

２０２０青葉区民音楽祭
横浜緑吹奏楽団

青葉区民音楽祭では下記の対策を実施します。
何卒ご理解と、係員の指示へのご協力をお願いします。

①マスク着⽤にご協⼒ください

※今年の⾳楽祭は⾃由席、事前申し込みなしで
⾏います。

⑥リコーダーコンソート青葉

オーケストラの醍醐味
オーケストラは、弦楽器、木管楽器、金管楽器に打
楽器を加えた演奏団体の総称です。その語源は、古代
ギリシアの円形劇場の舞台と観客席との間に設けられ
た空間を意味する言葉 オ(ルケストラ で)、空間で演奏
する合奏団そのものがオルケストラと呼ばれるように
なったものです。そして、ベートーヴェンが活躍した
世紀初頭には現代のオーケストラに近い形となりま
した。では、オーケストラの魅力は何でしょうか？な
んといっても多彩な楽器が奏でる音
楽表現の豊かさにあります。大勢の
人数で一つの音楽を創り出す醍醐味
はとても壮大で何とも言い表せませ
ん。こんな音楽大好き人間が集まる
緑交響楽団は、アマチェアオーケス
トラとして、職業・性別・年代実に
バラバラですが、「週末音楽家」
とし
て毎週日曜日練習に励んでいます。
是非、演奏会においでください。

コーヒーの産地として知られる「グアテマ
ラ共和国」。
実は「マリンバ」と縁のある国とご存知でし
ょうか。
マリンバは、アフリカが発祥といわれてい
ます。アフリカから中米に渡ったマリンバは
十九世紀にグアテマラでドレミ の
…音階に並
んだ楽器となりました。現在もマリンバはグ
アテマラの国民的楽器として愛され、街中で
市民楽団の演奏する姿が見られるそうです。
「マリンバ」を介して地球の裏側にある「グ
アテマラ共和国」との繋がりを紹介出来るの
は嬉しいことです。
私達「マリン マリン」も、青葉区の街中
にマリンバの温かい音色を響かせるシンボル
的な存在に成長したいと願っています。

世界マリンバ紀行 〜グアテマラ共和国編〜
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たて笛がリコーダーに変わるとき

⑧横浜緑吹奏楽団

今は昔、小学校に職を得て初めて「たて笛」に出
会った。子ども達と楽しく吹いていたが、ある時、
大阪の千里第一小の卒業記念というレコードを聴い
て、目から鱗。普通の学級でこうも美しいアンサン
ブルが出来るのかという驚きと感動。音楽之友社か
ら「ふえはともだち」シリーズを出しておられる柳
生力氏の指導によるものと後に知った。この時から
私の中でたて笛が「リコーダー」に変わったのだっ
た。
私を変えたレコードがもう一枚ある。Ｆ・ブリュ
ッヘンの「涙のパヴァーヌ」である。リコーダーが
最も活躍したというバロック・ルネッサンス期の音
楽世界に深く誘われることになった。ロマン派、古
典派と時代を遡るに連れて色彩が次第にそぎ落とさ
れて、素朴な人々の生き方さながらに、純朴な音の
世界が広がって、何とも心地良いのだった。
出会いからすでに半世紀 リコーダーは、一人で
行く山歩きや旅の良き相棒でもある。そして今、
「リ
コーダーコンソート青葉」に
に参加してリコーダーアンサ
ンブルの多彩で芳醇な響きに
包まれる至福の時を毎回過ご
しているのである。（杉澤寛治）

竹に魅せられて

１５：３５～１６：０５
１６：０５～１６：１５
１６：１５～１６：４５
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（オカリーナ、オカリナ）あれこれ
Ocarina
音管から小さい高音管ま
で複数の種類の管を用い
て三重奏や四重奏を楽し
んでいます。

緑吹とラーメンの話
緑吹にはラーメン部という秘密組織が存
在している。ラーメンを愛し、ラーメンに
愛された者たちが集う少数精鋭の組織だ。
秘密組織なのでもちろん表立ってメンバー
募集はしていない。ラーメンに愛されてい
そうな団員を見つけたら密かに声を掛け、
無理矢理入部させる合意を得て入部しても
らう。活動内容はシンプルで、２ＪＳと呼
ばれる２つの活動がメインである。ＪＳ①
は情報収集。これは非常に重要な任務で、
どこに美味しいラーメンを提供する店があ
るか調査および情報共有
し、本当に美味しそうか
を総力をあげて解析する
のだ。ＪＳ②は実食。コ
ロナ禍のため複数の部員
で潜入捜査を行うことが
難しく、今は単独捜査が
中心となっている。
音楽活動とは関係ない
話になったが、音楽を楽
しみつつ様々な活動を通
して交流を楽しんでいる
緑吹なのである。興味を
持たれた方は一度問い合
わせてみてほしい。見学
もできる。
ラ
※ーメン部のみの見学は不可。

♬ ハーモニカは舌トレ
複音ハーモニカでは舌をよく使いま
す。ハーモニカを広く銜え、目的の音
以外の穴は舌で塞ぎ鳴らないようにし
ます。舌を器用に動かしベース奏法、
マンドリン奏法、分散和音奏法等が可
能になり、独りで主旋律と伴奏をこな
すことができるのです。
自分の思った所に舌を置くとか、同
じ所で保持して動かさないことは中々
難しい。でも、練習で脳の運動系学習
回路を鍛えれば、舌を自由自在に操れ
るようになります。
２０１９年 月に「舌（ベロ）トレ
で万病予防」という特集がＮＨＫで放
送されました。健康なベロは口を閉じ
た状態で上あごについていますが、筋
肉が衰えると下あごに下がった「落ち
ベロ」になり、「口呼吸」になって病
気を招く危険性があるそうです。口呼
吸対策には舌を鍛える「ベロトレ」が
効果的で、風邪予防や介護予防にも繋
がるそうです。
ハーモニカを沢山練習することは、
舌が鍛えられて万病予
防に繋がると思われま
すが、如何？

右手のメロディーに左手の伴奏、スイッ
チの切り替えや風の送り方により様々な
音色を奏でるアコーディオンは『一人オ
ーケストラ』とも言われています。また
和音を意味するアコードにかけて「和音
を奏でる箱」が語源との説もあります。
気が付くとテレビドラマやコマーシャル
のＢＧＭでアコーディオンの軽やかな音
色が流れていることが少なくありません
貴方も魅惑の世界に浸ってみませんか！

「
探求 右手と左手の 迷宮」
アコーディオンの世界

ゲストBom×Boaの演奏も
期待してください。

⑦緑交響楽団

⑤青葉台ジョイフルフレンズ・ハーモニカ

✜่ߩ࠹ࡑ
ࠠࡖࠝࠞ
ࠪࡖࡦ࠰ࡦࡔ࠼
ંޓޓޓޓޓޓޓޓޓ

ᣤ㑇ਏ⇈ৼ
ࠨ࠙ࡦ࠼ࠝࡉࡒࡘࠫ࠶ࠢ
ᣤᧅ᳄⻧ࡔ࠼ંޓ

休憩

１４：５５～１５：２５
１５：２５～１５：３５

竹は世界に約１２００種類、そのうち日本には６００種類が生育
すると言われています。春の筍堀り、七夕の短冊飾り、正月の門松
等、四季折々の日本の暮らしに欠かせない竹。素材としても丈夫で
弾力性があり、細工し易い竹は、古くから籠や釣り竿、弓道の弓や
竹馬に使われる他、笛や尺八等の楽器としても利用されてきました
しかし最近では竹製品はプラスチックや金属製に置き換わる場面も
増えました。
今回演奏するアンクルンはインドネシアの黒竹で作られた打楽器
で、２０１０年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。カラ
カラと涼しげな音が心に響きます。インドネシアでは子供のための
教育楽器として、また脳卒中のリハビリの一貫とし
て音楽療法にも利用されています。ハンドベルの様
に音を分担し大人数で演奏する程、音が重なる壮大
なハーモニーが生まれます。日本でも福祉施設等で
普及されるよう願い、今後も活動を続けていきたい
と思います。

ṷᄽᦜ

休憩

④マリンＢＡマリン
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休憩

１４：１０～１４：４０
１４：４０～１４：５５

“りょくすい”の愛称で親しまれる横浜緑吹奏楽団は今年で結成から３８年。
毎年春の「青葉こども音楽まつり」＆秋の「定期演奏会」を主軸とし、地域に
根ざした音楽活動を行っています。
創立３９年目の歴史あるハーモニカサークルです。青葉区民音楽祭の他、
ボランティアの演奏等を行っています。練習は毎週火曜日、プロ奏者の
大内先生に指導をお願いしています。メンバーは十数名で、いつも笑い
が絶えることなくハーモニカを楽しんでいます。
１９６７年１月に結成、創立５５周年に突入した歴史を持つ会です。アコーディオンの独奏のみ
ならず合奏や歌伴奏にも取り組み、各種福祉施設等への訪問などを通じてアコーディオンの懐か
しい音色を届けています。

休憩

③横浜アコーディオン愛好会

ṷᄽᦜ
土を焼いて作る壺状の
土笛は古代からありまし
たが、 世紀半ばにイタ
リアのジュゼッペ・ドナ
ーティが、西洋音階を吹
ける陶製楽器として発展
させました。彼は、この
楽器を Ocarina
（イタリア
語で小さなガチョウとい
う意味）と命名し、仲間
と共にヨーロッパ各地を
演奏して回りました。そ
れが現代のオカリーナの
普及の始まりです。
日本では１９４８年に
明田川孝が半音階を正確
に出せる 穴式オカリー
ナを 完成させ普及が始ま
ります。１９８６年にＮ
ＨＫ特集「大黄河」でオ
カリーナ奏者であり製作
者の宗次郎が音楽を担当
すると、その澄んだ音色
に惹かれて爆発的に愛好
者が増えました。
また２００５年に波多
野杜邦によって三連管オ
カリーナが考案されると
単管では１オクターブ半
の音域が３オクターブま
で拡がり、より楽器とし
てのポテンシャルが高く
なりました。
私たちのグループでは
三連管を含め、大きい低
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１３：２５～１３：５５
１３：５５～１４：１０

9/20(⽇/祝) 寺⼦屋＠町⽥〜寺フェス〜にてアンク
ルン・ワークショップ開催予定。寺⼦屋町⽥ホーム
ページにてお知らせします♪ ワークショップや演
奏依頼 随時受付中。
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②奈良北オカリナクラブ
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休憩
１６：４５～１７：００
１７：００～１７：３０

休憩
１２：３０～１２：４５

①元打＆Plumeria
１２：００～１２：３０

休憩

１２：４５～１３：１５
１３：１５～１３：２５

ṷᄽᦜ

緑交響楽団は1984年当時の横浜市緑区でスタ
ートし、今年で創立37周年、団員数約50名の
団体です。年２回定期演奏会を軸に音楽活動
を行っています。
「見て聴いて楽しい！演奏してもっと楽しい!!」をモットーに、青葉区を中心に活動しているマリンバ
アンサンブルグループです。 メンバー随時募集中♪
マリンバが好き！演奏してみたい！ という気持ちがあればどなたでも大歓迎♪
奈良北団地を拠点に活動しているオカリナ同好会です。ジャ
ズトロンボーン奏者のメンバーによる編曲で、幅広いジャン
ルの曲に挑戦しています。月三回の練習、訪問演奏やコンサ
ート出演に加えて、親睦を兼ねて年一回1泊2日の合宿も行っ
ています。

開場
１１：３０

青葉区を拠点としたリコーダーだけの合奏団です。
1994年、リコーダー奏者の渡辺清美先生のもとに８名で結
成されてから、今や約20名のリコーダーオーケストラにな
りました。月２回の練習、合宿などで磨いたアンサンブル
を、ボランティアや定期演奏会で披露しています。

２０２2年１月１６日（日）
会場：フィリアホール

今年も青葉区民芸術
祭の一つである「青葉
区民音楽祭」が１月に
開催されます。器楽部
会の皆様には、音楽祭
の準備及び「青葉音楽
百景」の発行等を通じ
て、日頃より、青葉区
の文化・芸術の振興に
御尽力をいただき、厚
くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウ
イルス感染症の影響に
より、まだまだ様々な
イベントが中止や縮小
を余儀なくされる中、
主催者や来場される区
民の皆様にも感染症拡
大防止に御理解と御協
力をいただき、誠にあ
りがとうございます。
このような状況の今
だからこそ、素敵な演
奏をお楽しみいただき、
人々の心を和ませ、明
るく、前向きにしてく
れる音楽の力で区民の
皆様が心身ともに健康
でいていただきたいと
願っております。
心安らぐひとときを、
ぜひお楽しみください。

百景のオープニングコンサートは

同日開催！

♪緑交響楽団

URL

https://midorisymphony.wixsite.com/midori/

♪横浜緑吹奏楽団

URL

http://ryokusui.net

E-Mail

h-higuchi@mth.biglobe.ne.jp

TEL

045-903-2501（樋口）

URL

http://marinbamarin.web.fc2.com

E-Mail

marin_ba_marin@yahoo.co.jp

TEL

045-981-7467（藤原音楽教室）

E-Mail

nao355.honchan@gmail.com

TEL

090-9674-5530または045-988-1853

E-Mail

motoda.percussion@gmail.com

E-Mail

plumeria.angklung@gmail.com

URL

https://www.facebook.com/plumeria.angklung/

E-Mail

bone-k@kfx.biglobe.ne.jp

TEL

090-3543-4302（内田）

E-Mail

recaoba@gmail.com
♪青葉台ジョイフルフレンズ・ハーモニカ

♪マリンBAマリン

♪横浜アコーディオン愛好会

♪パーカッショングループ “元打”
＆“Plumeria”

♪奈良北オカリナクラブ

♪リコーダーコンソート青葉

連絡先情報
団体名

客演ソリスト
雲井雅⼈(A.Sax)
コロナ感染状況によっては演奏会が中止になる場合がございます。
その際は、当団ホームページ(下記問合せ先)にてお知らせいたします。

2021年10⽉10⽇(⽇) 14:15開場 15:00開演
会場 神奈川県⽴⾳楽堂

【演奏曲】ボレロ（ラヴェル）
ラプソディー（ドビュッシー）他
＊⼊場無料／全席⾃由

2021年10⽉10⽇(⽇) 13:15開場 14:00開演
会場 鎌倉芸術館
⼊場料1,000円／⾃由席
＊当⽇券のみ 13時から会場で販売
【演奏曲】ブラームス 悲劇的序曲
ドヴォルジャーク チェコ組曲 ニ⻑調
シューマン 交響曲第３番 変ホ⻑調「ライン」

本演奏会では、世界的サクソフォン奏者・雲井雅人氏をソリス
トに迎え、ドビュッシーの「ラプソディー」を共演します。
また、ポップスステージではラジオ番組風の楽しい演出を準備
しています。ぜひご来場ください！
緑交響楽団は１９８４年(昭和59年)当時の横浜市緑区でスタートし、
第66回の定期演奏会を開催します。場所は大船と少し遠いですが、秋
のひと時をクラシック音楽でゆったりとお過ごしください。
ご来場お待ちしております。

街からハンドソープや消毒液、マスクが
消えた２０２０年から一変し、今となっ
てはマスクはファッションの一部と化し
様々な色や素材、キャラクターが描かれ
た物、大ヒットアニメの和柄模様、スポ
ーツ用、ひんやり冷感タイプ等、用途に
合わせたマスクが店頭に並んでいる。▼
そんな中、今話題のニュースの２トップ
は「オリンピック・パラリンピック」と
「ワクチン」ではないか。どちらも賛否
両論あったと思う。何年間も準備してき
た選手や大会関係者、ボランティア、そ
して莫大な資金をかけ、この日の為に建
て替えた国立競技場や、後には新たな住
居になる選手村・・・本当なら大声援の
中行われるはずだった東京２０２０オリ
パラだが、東京開催が決まった時にはこ
んな事になるなんて誰が想像しただろう
か？▼無観客な中幕が開けたが、惜しく
も結果を残せず悔しい思いをした選手も
いると思うが、ステイホームで見るオリ
パラでも、メダル獲得のニュースは日本
中を明るくしてくれた。▼昨年に続き、
今年度も青葉区民音楽祭が開催される。
今まで経験のない感染防止対策を徹底し
た前例がない昨年に対し、コロナ禍二回
目の青葉区民音楽祭。▼初期の緊急事態
宣言下では、人と接することが出来なく
なり、新しい生活が始まり、イベントの
中止や延期が余儀なくされ、音楽ホール
やライブハウスから音が消えた日もあっ
たが、少しずつではあるが再開の知らせ
も届いてきている。私自身も中止になっ
た演奏会がいくつもあり、唯一開催出来
たのは青葉区民音楽祭だけだった。久し
ぶりに人前で演奏出来るということで練
習に熱が入った。「明日からまた頑張ろう
と思えた」「演奏を聴いて心が洗われた」「癒
された」等と嬉しい感想を頂けた。▼コロ
ナ禍で本当に心を豊かにしてくれるもの
が何かを考えた人は多いと思う。音楽が
その内の一つだと思った人は私だけでは
ないだろう。昨今ライブ配信が増えたお
かげで家に居て好きな音楽を聴けるよう
になったことはありがたいが、コンサー
ト会場で音楽に触れる機会が少なくなっ
たことは寂しい限りである。生で聴く音
には心を動かす生命力が宿っている気が
する。フィリアホールで生の演奏を是非
楽しんでいただきたい。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予告なしに公演
が中止または定員数が変更になる場合があります。

公演プログラムは予告なしに変更する場合があります。

上記事項の問合せは、「器楽部会団体問合せ先」の各団体ま
でお願いいたします。

