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ごあいさつ 

 

本日はシグマギタースクール第24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 24 回目の発表会を迎えることになりました。ご来場

くださいました皆様はじめ、多くの関係者には心よりお礼申し上げます。 

 

今年は新合奏団プリマヴェーラ（イタリア語で“春”）が誕生しました。10 月 27 日の合奏フェ

スティバルが初ステージでしたが、アットホームな雰囲気で演奏できました。重奏ではラ・メリエ

ンダ（スペイン語で“おやつ”）が初ステージです。ベテランのザ・ステア、シニアの味を醸し出す

ヴィンテージ。そして恒例の合奏トライアルも行います。ステアカルテットは今年2 つのステージ

をこなし、ご好評を頂いています。第 1 部の独奏や第 2 部の重奏も充分楽しめる内容と思います。

今年の発表会は一段とバラエティ豊かなプログラムになっています。どうぞ最後までごゆっくりお

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。 

例年同様アンケートにも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

くださいました皆様にとって楽しい思い出になりますよう願っています。 

 

最後になりましたが、ザ・ステア、プリマヴェーラの皆さんはじめ、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。 

 

2013 年11 月23 日（土）シグマギタースクール 加藤繁雄 

 

第24回発表会プログラム 

【第1部】独奏（12：30-13：35） 

01. 島村愼一郎   ● 盗賊の唄（カタロニア民謡～M.リョベット編） 

02. 佐藤宏美    ● Over The Rainbow（H.アーレン～加藤編） 

03. 豊島定清    ● 亜麻色の髪の乙女（C.ドビュッシー～J.L.ゴンザレス編） 

04. 辰野 悟    ● ニ長調のワルツ（F.ターレガ） 

05. 安田喜久男   ● 小さな喫茶店（F.レイモンド～小山 勝編） 

06. 太田登紀子   ● マヒーヘ（A.バリオス） 

07. 松井謙治    ● ベネズエラワルツ第1番・第2番・第3番（A.ラウロ） 

08. 塚田邦男    ● 月光（L.V.ベートーベン～F.ターレガ編） 

09. K.ラモス       ● Europa（C.サンタナ～南澤大介編） 

10. 大澤隆雄    ● カーニバルの朝～イパネマの娘（L.ボンファ/C.ジョビン～大澤編） 

11. 臼田直哉    ● リブラ・ソナチネ第3楽章フーコ（R.ディアンス） 

12. 伏見晃司        ● フーガBWV1000（J.S.バッハ～C.ラゴスニック編） 



 

【第２部】重奏（13：45-15：04） 

 

13. 塩川里彩・塩川素子・加藤繁雄  ● 4羽の白鳥の踊り（P.I.チャイコフスキー～加藤編） 

14. ラ・メリエンダ（太田登希子・木村美紀子・田中孝子） ● 秋の風（L.リゾ） 

15. 塩田彩桜・塩田美智子・加藤繁雄 ● ドレミの歌（R.ロジャース～加藤編） 

16. Dragon Hearts（辰野陽子・辰野 悟・加藤繁雄） ● 月光（F.ソル～加藤編） 

17. 小倉義雄・加藤繁雄  ● さざんかの宿（市川昭介～加藤編） 

18. 森山幼菜・加藤繁雄  ● 桜（コブクロ～加藤編） 

19. 佐藤梨恵子・加藤繁雄 ● 春よ、来い（松任谷由実～加藤編） 

20. 森田文子・加藤繁雄  ● シバの女王（M.ローラン～加藤編） 

21. 吉沢順子・金山茂弘  ● 飛んでイスタンブール（筒美京平～加藤編） 

22. 友田明文・加藤繁雄  ● やさしさに包まれたなら（荒井由実～加藤編） 

23. 山之内敏子・加藤繁雄 ● Tonight（L.バーンスタイン～加藤編） 

24. 大野明日子・岩村チヨ ● 追憶（M.ハムリッシュ～加藤編） 

25. 蝶野太河・加藤繁雄  ● フニクリ・フニクラ（L.デンツァ～加藤編） 

26. 千葉由紀・望月敬志  ● 赤いスィートピー（呉田軽穂～加藤編） 

27. 菊池將裕・加藤繁雄  ● 太陽がいっぱい（N.ロータ～加藤編） 

28. 渡邊英子・加藤繁雄  ● 時代（中島みゆき～加藤編） 

29. 塩田彩桜・加藤繁雄  ● となりのトトロ（久石 譲～加藤編） 

 

【第３部】重奏・合奏（15：14-16：31） 

 

30. ラ・メリエンダ（加藤繁雄・太田登希子・木村美紀子・田中孝子） ● オブリビオン（A.ピアソラ～加藤編） 

31. SSQ（加藤繁雄・千葉由紀・吉沢順子・望月敬志） ● 悲しき天使（G.ラスキン～加藤編） 

32. Duo Verde (辰野陽子・加藤繁雄)  ● アンクラ―ジュマン（F.ソル） 

33. ステアカルテット（加藤繁雄・原 静雄・伏見晃司・赤尾政登） 

● 序奏とファンダンゴ（L.ボッケリーニ～J.スパークス編） 

● ロータス・イータース（A.ヨーク） 

 

34. 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・佐藤 久・山之内敏子・渡邊英子・佐藤梨恵子・佐藤宏美・塩田美智子・塩田彩桜 

【応援】加藤繁雄・原 静雄・金山茂弘・伏見晃司・鶴田至道 

 

35．プリマヴェーラ  ● ラヴァーズ・コンチェルト（D.ランデル～加藤編） 
1st：加藤繁雄・所 秀展 2nd：大野明日子・友田明文・森山幼菜・常盤紀子 
3rd：菊池將裕・山之内敏子・岩村チヨ・青沼酉子 

 

36．ヴィンテージ  ● ロシア民謡メドレー（ロシア民謡～加藤編） 
1st：加藤繁雄・臼田直哉  2nd：辰野 悟・森田文子・安田喜久男 
3rd：吉田浩二・島村愼一郎 4th：豊島定清・塚田邦男 

 

37．ザ・ステア ● 交響詩《わが祖国》よりモルダウ（B.スメタナ～加藤編） 
加藤繁雄・原 静雄・赤尾政登・太田登希子・金山茂弘・田中孝子・ 

伏見晃司・安田喜久男・松井謙治・鶴田至道 

 

 

ご来場誠にありがとうございました。 



∑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……と思ったらお電話ください。 
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/ 
 

シグマギタースクール 

第 7 回忘年コンサート 
2013 年 12 月 29 日（日）16：00～ シグマギタースクール内 

～独奏・重奏・弾き語り～ 
 

 

●シグマギターで学んでいる生徒さん限定の弾き納め会です。奮ってご参加ください！ 

●座席数に限りがありますので、見に来る場合は必ずお問い合わせください。 

★お問い合せ：03-3761-6719（加藤） kato@sigumaguitar.com 

 

 日本ギター合奏連盟が丹念に作り上げた新シリーズ第 4 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 4 集 世界のおどり 〔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 3,150 円（税込）

収録曲（全 15 曲） 
 

●口笛ポルカ ●ガリアルダ ●ゴリウォーグのケークウォーク ●４羽の白鳥の踊り 

●ハンガリー舞曲 第５番 ●ソーラン節 ●うさぎのダンス ●テネシー・ワルツ 

●ラヴァーズ・コンチェルト ●シャル・ウィ・ダンス？ ●オクラホマミキサー＆マイムマイム 

●アメリカ ●黒ネコのタンゴ ●ラ・クンパルシータ ●リベルタンゴ 

 
お求めはシグマギタースクール（03-3761-6719）まで 

新シリーズ第 3 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 3集 映画音楽 〔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 3,150 円（税込） 

収録曲（全 13 曲） 

 

●上を向いて歩こう ●クワイ河マーチ 

●子象の行進（加藤編） ●海の見える街 

●愛しのクレメンタイン ●スカボロー・フェア 

●ノクターン Op.9-2 ●アニーローリー●美しく青きドナウ

●ムーン・リヴァー ●80日間世界一周 ●エデンの東

●花のワルツ 

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） 

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(加藤編) 

 


