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ごあいさつ 

 

本日はシグマギタースクール第25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 25 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。 

 

今年は9月20日に加藤繁雄サロンコンサートVol.3を大田文化の森ホールで開催し、多くの方々

にご来場いただきました。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。サロンコンサートでは私の

ソロのほか、デュオからクインテットまで様々なギターの響きを楽しんでいただきました。本日の

発表会でも独奏、重奏、合奏の魅力を存分にお楽しみいただけることと思います。 

 

今年は例年以上にプログラムも多く、4 部編成となりました。25 回記念の発表会で、多くの参加

者を得て開催できるのは大変ありがたいことです。合奏ではベテランのザ・ステア、シニアの味を

醸し出すヴィンテージ、アットホームなプリマヴェーラ、それぞれが違った個性で演奏します。恒

例の合奏トライアルも行います。第1 部の独奏、第2 部・第3 部の重奏も充分楽しめる内容と思い

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。また、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。 

 

2014 年11 月3 日（月・祝）シグマギタースクール 加藤繁雄 

 

第25回発表会プログラム 

【第1部】独奏（12：30～13：25） 

01. 萩原洋一    ● 聖母の御子（カタロニア民謡～M.リョベット編） 
02. 島村愼一郎   ● アラビア風奇想曲（F.タレガ） 
03. 辰野 悟    ● ロシータ（F.タレガ） 
04. 松井謙治    ● ファンタジー（S.L.ヴァイス） 
05. 三巻 弘    ● エチュードOp.6-11（F.ソル） 
06. 武井直樹    ● 2つのメヌエット（J.P.ラモー～小胎 剛編） 
07. 豊島定清    ● 哀しみの礼拝堂（V.ゴメス） 
08. 安田喜久男   ● ウィリアム・テルより湖上の月（G.A.ロッシーニ～横尾幸弘編） 
09. 金山茂弘       ● エチュードOp.6-6（F.ソル） 
10. K.ラモス    ● 鐘の音（J.ペルナンブーコ） 
11. 太田登希子   ● 組曲イ短調～ジーグ（伝S.L.ヴァイス／M.M.ポンセ） 
12. 伏見晃司        ● ブエノスアイレスの冬（A.ピアソラ～S.アサド編） 



 

【第２部】重奏1（13：30～14：40） 

13. 橋本光由・橋本京子・加藤繁雄  ● エーデルワイス（R.ロジャース～加藤編） 
14. 塩川里彩・塩川素子・加藤繁雄  ● 主よ、人の望みの喜びよ（J.S.バッハ～加藤編） 
15. 塩田彩桜・塩田美智子・加藤繁雄 ● 『アナと雪の女王』より Let It Go（A.ロペス＆R.ロペス～加藤編） 
16. 渡邊英子・加藤繁雄  ● 『アラジン』より A Whole New World（A.メンケン～加藤編） 
17. 小森喜矢太・加藤繁雄 ● 黄昏のビギン（中村八大～加藤編） 
18. 宮治 忠・加藤繁雄  ● 神田川（南こうせつ～加藤編） 
19. 小林健太・加藤繁雄  ● 青いベンチ（北清水雄太～加藤編） 
20. 森田文子・加藤繁雄  ● 愛の讃歌（M.モノ～加藤編） 
21. 山之内敏子・加藤繁雄 ● 『マイ・フェア・レディー』より 踊り明かそう（F.ロウ～加藤編） 
22. 友田明文・加藤繁雄  ● 卒業写真（荒井由実～加藤編） 
23. 森山幼菜・加藤繁雄  ● 奏（かなで）（常田真太郎～加藤編） 
24. 大野明日子・岩村チヨ ● メヌエット（L.ボッケリーニ～加藤編） 
25. 吉沢順子・加藤繁雄  ● シェルブールの雨傘（M.ルグラン～小胎 剛編） 
26. 蝶野太河・加藤繁雄  ● 村の娘（E.ラザーロ～加藤編） 
27. 塩田彩桜・加藤繁雄  ● 『うる星やつら』より Dancing Star (小林泉美～加藤編） 
 

【第３部】重奏2（14：45～15：42） 

28. 千葉由紀・加藤繁雄    ● 赤いスィートピー（呉田軽穂～加藤編） 
29. 田中孝子・加藤繁雄    ● テ・バス・ミロンガ（A.フレウリ～L.ブラーボ編） 
30. 臼田直哉・鶴岡秀和（Fl)   ● タンゴの歴史～ナイトクラブ1960（A.ピアソラ） 
31. ラ・メリエンダ（※1）    ● 夜が来る（小林亜星～横山武志編） 
32. SSQ(※2)          ● エーゲ海の真珠（A.アルグエロ～加藤編） 
33. Duo Verde（※3）        ● 対話風小2重奏曲第2番Op.34-2（F.カルリ） 
34. ステアカルテット（※4）   ● 花のワルツ（P.I.チャイコフスキー～加藤編） 
35. ステアクインテット（※5） ● CANON春夏秋冬 -by J-POP- （J.パッヘルベル～加藤編） 

 

【第４部】合奏（15：52～16：34） 

36. 合奏トライアル（※6）    ● 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） 
37．ヴィンテージ（※7）   ● ベサメ・ムーチョ／ある恋の物語（C.ベラスケス／C.アルマラン～加藤編） 
38．プリマヴェーラ（※8）   ● タイスの瞑想曲（J.マスネー～加藤編） 
39．ザ・ステア（※9）       ● 弦楽六重奏第1番Op.18より第2楽章（J.ブラームス～加藤編） 
 
 
 
 

〔演奏メンバー〕 
 

※1：木村美紀子・田中孝子・太田登希子・加藤繁雄 

※2：加藤繁雄・千葉由紀・吉沢順子・松井謙治（応援） 

※3：辰野陽子・加藤繁雄 

※4：加藤繁雄・原 静雄・伏見晃司・赤尾政登 

※5：加藤繁雄・辰野陽子・原 静雄・伏見晃司・赤尾政登 

※6：佐藤 久・山之内敏子・塩田美智子・塩田彩桜・宮治 忠

渡邊英子・塩川里彩・塩川素子・蝶野太河・小林健太

〔応援〕原・金山・伏見・鶴田・加藤 

※7：臼田直哉・三巻 弘・辰野 悟・森田文子・安田喜久男・吉田浩二・

豊島定清・萩原洋一・島村愼一郎・加藤繁雄 

※8：大野明日子・所 秀展・岩崎富美子・友田明文・常盤紀子・渡邊英子・

森山幼菜・岩村チヨ・青沼酉子・加藤繁雄 

※9：原 静雄・赤尾政登・太田登希子・金山茂弘・伏見晃司・田中孝子・

安田喜久男・鶴田至道・松井謙治・加藤繁雄 

 

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 8 回忘年コンサート 
2014 年 12 月 28 日（日）PM4：00～ 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 5 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 5集 クラシック音楽 〔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 3,024 円（税込）

収録曲（全 11 曲） 
 

●フレール・ジャック（フランス民謡） ●サラバンド(G.F.ヘンデル他) 

●2 つのカノン(H.パーセル他) ●アイネクライネナハトムジーク～メヌエット(W.A.モーツァルト) 

●“子守歌”組曲(F.シューベルト他) ●結婚行進曲変奏曲(F.メンデルスゾーン) 

●ノクターン(C.ヘンツェ) ●ロシータ＆野ばら(F.タレガ他) ●ボレロ(M.ラベル) 

●タイスの瞑想曲(J.マスネー)加藤編 ●シチリアーナ(O.レスピーギ) 

 
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 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 3,240 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（加藤編） ●シャル・ウィ・ダンス？ 

●フォークダンスメドレー ●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 

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 3,240 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 




