ごあいさつ
本日はシグマギタースクール第 22 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 22 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。

本日は３月１１日の東日本大震災からちょうど９ヶ月目です。未だに震災の爪痕
が多く残る中、困難に立ち向かう人々の姿に勇気と感動を覚えます。また、被災者
を励まそうと多くの音楽家やタレント・スポーツ選手などが現地に赴きました。
音楽で活躍したのは手軽に持ち運びできる ギター です。ギターの音を聞き、
ギターで歌うことでどれだけ多くの人が癒されたのでしょう。
「心の琴線に触れる」
という言葉がありますが、琴線＝弦は魂に訴える音を出すのではないかと思います。

今年の発表会は例年通り独奏・重奏・合奏の 3 部構成で、合奏では 2 月に結成し
たヴィンテージの演奏も楽しめます。50 歳以上のメンバーで結成されたシニアアン
サンブルですが、人生の愉しみをギターに託したパワフルな合奏団が、発表会初ス
テージに挑戦します。ぜひご期待ください。

それではシグマギタースクール第 22 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。また、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。

2011 年 12 月 11 日（日）シグマギタースクール 加藤繁雄

第 22 回発表会プログラム
【第 1 部】独奏
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

窪田真理
萩原洋一
豊島定清
小野伊智雄
比江島誠
塚田邦男
松井謙治
木村美紀子
太田登紀子
臼田直哉
沖 真人

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

牧人ひつじを（賛美歌 103 番 2 編 242 番〜加藤編）
夜想曲（C.ヘンツェ）
前奏曲第 3 番（H.ヴィラ＝ロボス）
ビギン・ザ・ビギン（コール・ポーター〜小胎 剛編）
マラゲーニャ（F.ターレガ）
アルハンブラの思い出（F.ターレガ）
ブエノスアイレスの夏（A.ピアソラ〜B.ベニーテス編）
パッサカリア（S.L.ヴァイス〜阿部保夫編）
スペインセレナータ（J.マラッツ〜加藤編）
サウダージ第 3 番（R.ディアンス）
アストリアス（I.アルベニス〜F.ターレガ編）
【第２部】重奏

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

蝶野太河・加藤繁雄
● チキチキバンバン（シャーマン兄弟〜加藤編）
塩川彩花・加藤繁雄
● 旅立ちの日に（坂本浩美〜加藤編）
森山幼菜・加藤繁雄
● あとひとつ（川村結花〜加藤編）
三巻 弘・加藤繁雄
● 月光（F.ソル〜加藤編）
友田明文・加藤繁雄
● 遠く遠く（槙原敬之〜加藤編）
森田文子・加藤繁雄
● 黒いオルフェ（L.ボンファ〜小胎 剛編）
山之内敏子・加藤繁雄 ● すみれの花の咲く頃（F.デーレ〜加藤編）
大野明日子・加藤繁雄 ● イパネマの娘（A.C.ジョビン〜江部賢一編）
吉沢順子・金山茂弘
● 紫陽花（莉 燦馮）
辰野陽子・加藤繁雄
● 対話風小 2 重奏曲第 2 番ラルゴとロンド（F.カルリ）
千葉由紀・望月敬志・加藤繁雄
● Mr. Lonely のテーマ（G.アラン & B.ヴィントン〜加藤編）
辰野陽子・辰野 悟・加藤繁雄
● オーソレミオ・ヴェニスの謝肉祭（イタリア民謡〜伊東福雄編）
【第３部】合奏

24. SSQ（加藤繁雄・望月敬志・吉沢順子・千葉由紀） ●黒猫のシータ（ロドリゲス／パガーノ〜加藤編）
25. 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・比江島誠・森山幼菜・渡辺英子・山之内敏子・辰野陽子
【応援】加藤繁雄・原 静雄・金山茂弘・伏見晃司・鶴田至道

26．ヴィンテージ

● 第三の男（A.カラス〜加藤編）
● コーヒールンバ（J.M.ペローニ〜加藤編）
1st：加藤繁雄・臼田直哉・三巻 弘
2nd：辰野 悟・森田文子・安田喜久男
3rd：小野伊智雄・與儀達喜・萩原洋一 4th：豊島定清・塚田邦男

27．土曜合奏団
● 夢をあきらめないで〜負けないで（岡村孝子／織田哲郎〜加藤編）
1st：加藤繁雄・丹尾 淳 2nd：山本洋司・岩村チヨ
3rd：所 秀展・丹尾知子 4th：青沼酉子・大野明日子・沖 真人
28．ザ・ステア ● ハープシコード協奏曲 BWV1058

全楽章（J.S.バッハ〜加藤編）

Solo：原 静雄・加藤繁雄 Alto：赤尾政登・太田登希子・金山茂弘・鳴島かお里
Prim：伏見晃司・木村美紀子・安田喜久男・沖 真人 Bass：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

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

日本ギター合奏連盟が丹念に作り上げた新シリーズ第 2 弾！

やさしいギターアンサンブル第２集 世界のうた 〔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・他 6 名
収録曲（全 15 曲）
●ハッピーバースデー ●聖者の行進 ●夢見る人 ●シェリトリンド（美しい空） ●愛のロマンス
●ロンドンデリーの歌 ●グリーンスリーヴス ●オーソレミオ（私の太陽） ●ヴェニスの謝肉祭変奏曲
●野ばら ●ローレライ ●気のいいあひる ●おお牧場はみどり ●Sto Lato〜森へ行きましょう
●ロシア民謡メドレー
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

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/
«Quattro Ritornelli» per insieme di chitarra di 4 parti (Shingo Fujii)

藤井眞吾作曲 ４つのリトルネッロ
（日本ギター合奏連盟 2011 年委嘱作品）

YouTube 動画配信中!!!
http://www.youtube.com/watch?v=QM64NuusDT0 または Shingo Fujii 検索
演奏：アンサンブル OZ
加藤繁雄・高橋 力・篠原正志・楠 幸樹・中島晴美・萩野谷英成・伊東福雄・斉藤泰士
2011 年 10 月 8 日（土）きゅりあん大ホールで初演

