


ごあいさつ 

 

本日はシグマギタースクール第21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21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。 

 

昨年は大田文化の森ホールで第20回の記念発表会を行い、無事成人を迎えました。

また、12 月に行った「ザ・ステア クリスマスコンサート」では多くの方々から感

動のメッセージをいただき、大変感謝しています。 

 

そして今年は第21回目。今年も例年通りの独奏・重奏・合奏を用意していますが、

昨年よりエレキギターコースの発表も取り入れています。また、近年子供たちのレ

ッスンも増えてまいりました。ぜひご注目ください。 

 

本日の発表会ですが、プログラムをご覧いただければお分かりのように大変参加

者が増え、時間内に収めなくてはならないので、ご来場頂きました皆様にはちょっ

と慌しく感じるかもしれませんが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

 

さて、それではシグマギタースクール第21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。 

 

2010年10月2日（土）シグマギタースクール 加藤繁雄 



第21回発表会プログラム 

【第1部】独奏 

01. 小野伊智雄   ● ベサメ・ムーチョ（C.ベラスケス～加藤編） 

02. 豊島定清    ● ワルツ・ショーロ（H.ヴィラ＝ロボス） 

03. 塚田邦男    ● 太陽がいっぱい（N.ロータ～加藤編） 

04. 望月敬志    ● アルハンブラの想い出（F.ターレガ） 

05. 石井敬二       ● スペイン セレナータ（J.マラッツ～加藤編） 

06. 松井謙治    ● Youthful days（Mr. Children 櫻井和寿～加藤編） 

07. 太田登希子   ● コンポステラ組曲より ムニェーラ（F.モンポウ） 

08. 早山玄一    ● セビリア（I.アルベニス～M.バルエコ編） 

09. K.ラモス    ● WAVE（A.C.ジョビン～佐藤正美編） 

10. 臼田直哉        ● ブルーゼット（J.トゥーツ・シールマンス～R.ディアンス） 

11. 伏見晃司    ● プレリュードBWV998（J.S.バッハ～近藤敏明編） 

12．山本洋司    ● 詩的ワルツ集より №1、3、4（E.グラナドス～阿部保夫編） 

13. 沖 真人    ● アラビア風奇想曲（F.ターレガ） 

【第２部】重奏（キッズ・アンサンブル・エレキ） 

14. 蝶野太河・加藤繁雄  ● 雨の日のこぶた（蝶野太河～加藤編） 

15. 森山幼菜・加藤繁雄  ● SAKURA（いきものがかり 水野良樹～加藤編） 

16. 山林史知・加藤繁雄  ● Help!（ビートルズ～加藤編） 

17. 塩川素子・塩川彩花・加藤繁雄 ●ソラシドマーチ（加藤繁雄） 

18. 千葉由紀・望月敬志  ● 津軽海峡冬景色（三木たかし～加藤編） 

19. 森山啓子・加藤繁雄  ● アヴェ・マリア（C.グノー～加藤編） 

20. 梶川 等・加藤繁雄  ● おもかげ色の空（南こうせつ～加藤編） 

21. 酒井祐次・加藤繁雄  ● Hi-D!!!（DEPAPEPE～加藤編） 

22. 森田文子・加藤繁雄    ● 2つのギター（ロシア民謡～加藤編） 

23. 田中友季子・加藤繁雄 ● キセキ（GreeeeN～加藤編） 

24. 竹田三保・加藤繁雄  ● おじいさんの古時計・You are my Sunshine（C.ミッチェル～加藤編） 

25. 友田明文・加藤繁雄  ● 怪獣のバラード (東海林 修～加藤編) 

26. 吉沢順子・加藤繁雄  ● マスカレード（L.ラッセル～加藤編） 

27. 辰野陽子・加藤繁雄  ● YaYa（あの時代を忘れない）（桑田佳佑～加藤編） 

28. 森岡 優・宍戸 悟  ● Fighting Bull（Tak Matsumoto～宍戸編） 

29. 小松将之・宍戸 悟  ● Slap Bass（小松将之～宍戸編） 

30. 井手雄一・宍戸 悟  ● ザ・ヴェンチャーズメドレー（ヴェンチャーズ～宍戸編） 

【第3部】合奏 

31. SSQ（加藤繁雄・望月敬志・吉沢順子・千葉由紀） ● Tico Tico no Fuba（Z.アブレウ～加藤編） 

 

32. 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） 

塚田邦男・山林史知・森山幼菜・竹田三保・友寄敦規・渡辺祐吉・上野勝幸・奈良理恵子・辰野陽子 

【応援】加藤繁雄・原 静雄・金山茂弘・伏見晃司・鈴木大三郎 

 

33．土曜合奏団  ● 冬の散歩道～ミセス・ロビンソン（P.サイモン～加藤編） 
 

1st. 佐藤 豪・丹尾 淳 2nd. 山本洋司・丹尾知子 3rd. 林 清實・所 秀展 
4th. 青沼酉子・岩村チヨ・加藤繁雄 C.B. 大野明日子 

34．ザ・ステア ● ハープシコード協奏曲 BWV1062 第1楽章・第3楽章（J.S.バッハ～加藤編） 
Solo 加藤繁雄・原 静雄 Alto G. 赤尾政登・太田登希子・金山茂弘・鳴島かお里 
Prim G. 伏見晃司・木村美紀子・沖 真人・安田喜久男 Bass G. 松井謙治・鈴木大三郎・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 22 回日本ギター合奏フェスティバル 
2010 年 10 月 31 日 (日) 12:30（開場 12:00） 全 25 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） 

 

ミレニアム・ギター・アンサンブル 

アデリータギターアンサンブル 

サザン Q 

ヴァンヴェール 

アンサンブルヴェルデ 

東京ギターアンサンブル 

シグマギター土曜合奏団 

ギター・ラ・アモローソ 

ファーマーズ・ギターアンサンブル 

ピアニシモ・ギターアンサンブル 

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 

ラ・ヴィタミーナ 

東京ギターアンサンブル M 

立教スペインギタークラブ OB 

ファナギターアンサンブル 

ザ・ステア 

大東文化大学ギタークラブ 

神奈川大学ギターアンサンブル部 

ＶＩＶＡ高崎ギターアンサンブル 

慶應クラシカルギタークラブ 

ギターアンサンブル“アネモス” 

日立神奈川ギター部 

高崎経済大学ギタークラブ 

 

Special Program 
2010 年度日本ギター合奏連盟委嘱作品 

Dan Cosley 作曲 Waltz Triptych をアンサンブル“OZ”が初演！ 

アンサンブル“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） 

 
日本ギター合奏連盟が丹念に作り上げた新シリーズ第 1 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 1 集 日本のうた 〔１〕 

ＣＤ・パート譜付 日本ギター合奏連盟編 現代ギター社 定価 2,940 円（税込） 

CD 演奏：加藤繁雄・原 静雄・他 4 名 
 

収録曲（全 17 曲） 
●日本のやさしい四季 ●春が来た（ロンド風） ●朧月夜 ●荒城の月 ●さくら ●この道 

●浜辺の歌 ●赤とんぼ ●赤い靴 ●里の秋 ●紅葉 ●どんぐりころころ変奏曲 ●故郷 

●月の沙漠 ●七つの子 ●竹田の子守唄 ●雪の降る街を 

 
お求めは、シグマギタースクール（03-3761-6719）まで。 

 

 

∑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/ 




