ごあいさつ
本日はシグマギタースクール第 20 回発表会にご来場くださいまして、誠にありが
とうございます。昨年の発表会から早くも一年が経ち、本日第 20 回目の発表会を迎
えることになりました。ご来場いただきました皆様はじめ、多くの関係者には心よ
りお礼申し上げます。
ここ数年の発表会は夜の開催でしたが、第 20 回目でようやく午後の開催（コンサ
ート用語では“マチネー”といいます）となりました。その上、ギターコンサート
には絶好の「大田文化の森ホール」で開催できたことはこの上ない喜びです。ぜひ
最後まで、ごゆっくりとお楽しみください。
さて、今年は第 20 回目です。発表会を始めてから 20 年の歳月が流れました。シ
グマギターがようやく成人になった感慨を覚えます。今年の発表会も例年通りの独
奏・重奏・弾き語り・合奏を用意していますが、今年はエレキギターの発表もあり
ます。エレキギターレッスンは毎週火曜日に宍戸 悟先生が担当し、かねてから念願
であった発表会参加が実現しました。ぜひご期待ください。また、近年子供たちの
レッスンも増えてまいりました。第 2 部では子供たちの演奏にもご注目ください。
なお、今年は 12 月 13 日（日）にアプリコ小ホールでザ・ステア クリスマスコ
ンサートを企画しています。いつもバッハを練習しているグループですが、この日
は多様なジャンルに挑戦します。こちらも入場無料です。ぜひご来場ください。
さて、それではシグマギタースクール第 20 回発表会を開催します。どうぞ最後ま
でお楽しみください。そして、今日まで一生懸命練習してきた出演者に暖かい拍手
をお願いします。尚、お手数とは思いますが、ご意見・ご感想などアンケートにご
協力をよろしくお願い申し上げます。本日の発表会が演奏者・ご来場いただきまし
た皆様にとって楽しい思い出になればと願っています。
最後になりましたが、ザ・ステア、土曜合奏団の皆さんはじめ、発表会の役員を
お引き受けくださいました方々にこの場を借りてお礼申し上げます。
2009 年 9 月 20 日（日）シグマギタースクール 加藤繁雄

第 20 回発表会プログラム
【第 1 部】独奏
１．岩村チヨ
２．小野伊智雄
３．森田文子
４．豊島定清
５．近田和人
６．早山玄一
７．松井謙治
８．大澤隆雄
９．望月敬志
10. 太田登希子
11. K.ラモス
12．山本洋司
13. 伏見晃司
14. 臼田直哉

● ラリアーネ祭（L.モツアーニ）
● 荒城の月変奏曲（滝廉太郎～加藤編）
● コンドルは飛んで行く（D.A.ロブレス～加藤編）
● 前奏曲第 1 番（H.ヴィラ＝ロボス）
● 黒いオルフェ（L.ボンファ～佐藤正美編）
● 朱色の塔（I.アルベニス～早山玄一編）
● Tomorrow never knows（Mr. Children 桜井和寿）
● Georgia On My Mind（H.カーマイケル～大澤隆雄編）
● 笑点のテーマ（中村八大～加藤編）
● 「コンポステラ組曲」より カンシオン（F.モンポウ）
● 朝方ムーンライト（桑田佳佑～田嶌道生編）
● 「スペイン組曲」より グラナダ（I.アルべニス～加藤編）
● フーガ BWV1000（J.S.バッハ～近藤敏明編）
● Felicidade（悲しみよさようなら）
（C.ジョビン～R.ディアンス）
【第２部】重奏（キッズ・エレキ・弾き語り・アンサンブル）

15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

重原ファミリー（大一・公・佳栄）加藤繁雄 ● メリーさんの羊・ちょうちょ（童謡～加藤編）
蝶野太河・加藤繁雄
● どんぐりころころ（簗田 貞～加藤編）
森山幼菜・加藤繁雄
● 気まぐれロマンティック（いきものがかり 水野良樹～加藤編）
森山ファミリー（Vn：奈保 G: 啓子）加藤繁雄 ● ロング ロング アゴー（T.H.ベイリー～加藤編）
山林史知・加藤繁雄
● 獣の奏者エリン主題歌“雫”
（スキマスイッチ～加藤編）
井手雄一・宍戸 悟
● パイプライン・ダイヤモンドヘッドメドレー（ベンチャーズ～宍戸編）
鳴島かお里・宍戸 悟 ● ディープ・パープル メドレー（Deep Purple～宍戸編）
小島靖彦・宍戸 悟
● A・Blues（宍戸 悟）
さとう GO
● 終点、蒲田（作詞・作曲：佐藤 豪）
大木雅也・加藤繁雄
● ああ人生に涙あり（木下忠司～安藤由布樹編）
田中友季子・加藤繁雄 ● Over The Rainbow（H.アーレン～加藤編）
友田明文・加藤繁雄
● サウンド・オブ・サイレンス（P.サイモン～加藤編）
吉澤順子・加藤繁雄
● 迷い道（渡辺真知子～加藤編）
木村美紀子・加藤繁雄 ● アルフォンシーナと海（A.ラミレス～A.モンテス編）
SSQ（望月敬志・千葉由紀）加藤繁雄 ●星空のピアニスト（P.センヌヴィル & O.トゥッサン～加藤編）
【第 3 部】合奏

30. 合奏トライアル

● 野ばら（H.ウェルナー～加藤編）
● 禁じられた遊び（スペイン民謡～加藤編）
【メンバー】山林史知・森山啓子・早山玄一・吉澤順子・友田明文・大木雅也・望月敬志・千葉由紀
【バック】加藤繁雄・原 静雄・吉田利克・伏見晃司・鈴木大三郎
31．土曜合奏団

● オブラディ・オブラダ（ビートルズ～加藤編）
● 手紙～拝啓十五の君へ～（アンジェラ・アキ～佐藤 豪編）
1st. 佐藤 豪・丹尾知子 2nd. 山本洋司・林 清實 3rd. 丹尾 淳・所 秀展・加藤繁雄
4th. 青沼酉子・岩村チヨ Bass G. 大野明日子

32．ザ・ステア ● ハープシコード協奏曲 BWV1054 全 3 楽章（J.S.バッハ～加藤編）
Solo 加藤繁雄・原 静雄 Alto G. 吉田利克・太田登希子・金山茂弘・赤尾政登
Prim G. 伏見晃司・木村美紀子・沖 真人 Bass G. 鈴木大三郎・松井謙治・鶴田至道
☆プレゼント演奏 加藤繁雄

日本ギター合奏連盟・日本ギター連盟主催

第 21 回日本ギター合奏フェスティバル
2009 年 11 月 3 日 (火・祝) 13:00（開場 12:30） 全 23 団体出場 入場無料
きゅりあん大ホール（JR 京浜東北線・東急大井町線・りんかい線／大井町東口徒歩 1 分）
○リバースアカデミー師友塾ギターアンサンブル
○ギターアンサンブル・ミューズ
○アンサンブルヴェルデ
○奏人（そうじん）
○東京ギターアンサンブル
○岸田ギター合奏団
○VIVA 高崎ギターアンサンブル
●シグマギター土曜合奏団
○ファーマーズ・ギターアンサンブル
○日立神奈川ギター部
○ギターラ・アモローソ
○東京ギターアンサンブル M

○ラ・ヴィタミーナ
●ザ・ステア
○ファナギターアンサンブル
○高崎経済大学ギタークラブ
○ピアニシモ・ギターアンサンブル
○渋谷ギター合奏団「ドルチェ」小編成
○慶應義塾大学クラシカルギタークラブ
○佐野ギターアンサンブル
○ハッピネス・ギターアンサンブル
○大東文化大学ギタークラブ＆
第一高等学校ギター部
●アンサンブル OZ

Special Program
2009 年度日本ギター合奏連盟委嘱作品
冨山詩曜作曲
アンサンブル

MOON

をアンサンブル

OZ が初演！

OZ ：加藤繁雄・篠原正志・中島晴美・大橋正子・クアトロパロス（四名）

The Stairs

Christmas Concert

ザ・ステア クリスマス・コンサート
2009 年 12 月 13 日(日)18：30〜入場無料
アプリコ小ホール（蒲田駅東口徒歩 3 分）
■賛助出演：土曜合奏団・SSQ・さとう GO
■演奏曲：チェンバロ協奏曲（J.S.バッハ）BWV1065・1054
クリスマスメドレー・手紙・星空のピアニスト etc.

∑シグマギタースクール 生徒募集中!!!
ギターが弾けたらいいなぁ…と思ったら電話ください。
初歩からていねいに指導します。
【クラシック・アコースティック・エレキ・ベース・アンサンブル・コード理論】
JR 大森駅東口徒歩 3 分 ミルパ商店街内（11：00−22：00）

〒143-0016 東京都大田区大森北 1-35-1 増尾ビル 3 階
TEL&FAX：03-3761-6719 kato@sigumaguitar.com
ホームページ：http://www.sigumaguitar.com/

