
Ⅱ 石井歡先生ゆかりの演奏家たち ～石井歡作品の演奏

トーク 山田浩子 ・ 白井英治 ・ 伊集院朱美（石井歡先生 長女）

風紋 （岩谷時子 作詞 ・ 石井歡 作曲 ）

小田原医師会合唱団 ・ 指揮 山田浩子

中原中也の詩による三題より「Ⅰ春と赤ん坊」 （石井歡 作曲） ほか
ソプラノ 西由起子 ・ ピアノ 中根希子

歌劇「袈裟と盛遠」より「人の世は」 （石井歡 作曲）

ソプラノ 菊地貴子 ・ ピアノ 中根希子

ヴィオラ ソナタ （石井歡 作曲）

ヴィオラ 白井英峻 ・ ピアノ 田端ゆみ

枯木と太陽の歌 （中田浩一郎 作詞 ・ 石井歡 作曲）

小田原男声合唱団 ・ 指揮 村田雅之 ・ ピアノ 中根希子

フィナーレ 花 （北原白秋 作詞 ・ 石井歡 作曲）

出演者全員で

＊未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。出演者・曲目等変更となる場合がございます。

石井歡（いしいかん）先生は１９２１年３月３０日東京都で生まれました。作曲家として、管弦楽曲、
合唱曲、歌劇、バレエ、映画音楽など幅広い分野の曲を作曲する傍ら、長い間、社団法人全日
本合唱連盟理事長を務めるなど、日本の音楽文化の向上に寄与されました。小田原市板橋に
居を構え、市制施行60周年記念事業「全国童謡フェスティバル～白秋IN小田原～」で実行委員
長を務めるなど、小田原市の音楽文化高揚のために尽力され、２００９年１１月２４日ご逝去されま
した（享年８８歳）。先生が自宅で愛用されていたピアノが２０１３年に小田原市に寄贈されました。

Ⅰ 若き演奏家たちの響演 ～かもめコンサート出演者たちによる演奏

ホルンとピアノの為のソナタ 第１楽章 （クルフト 作曲）

ホルン 都築紘子 ・ ピアノ 園田紘子

今日もひとつ （星野富弘 作詞 ・ なかにしあかね 作曲） ほか
テノール 小嶋陽太 ・ ピアノ 相原絵利那

歌劇「ミレイユ」より ２幕アリア「私の心は変わらない」 （グノー 作曲） ほか
ソプラノ 村山舞 ・ ピアノ 永井李枝

ツィゴイネルワイゼン （サラサーテ 作曲）

ヴァイオリン 舟山奏 ・ ピアノ 永井李枝

第６６回小田原市民文化祭オープニング事業

小田原ゆかりの作曲家・石井歡先生没後１０周年に、石井先生を偲ぶ記念コンサートを開催します。
コンサートを通して、石井歡先生の功績を次世代へ引き継ぐとともに、音楽の輪をひろげます。

令和元年 ９月２９日(日）１５：００開演（１４：３０開場）
小田原市民会館大ホール （小田原駅徒歩１０分）

全席自由 一般２ ,０００円 高校生以下５００円
チケット販売：小田原市民会館 ・ ハルネ小田原街かど案内所 ・ ダイナシティウエストチケットぴあ

大村楽器リベルテ ・ 井上楽器 ＊７月２日（火）チケット発売開始

主催：石井歡先生没後１０周年記念コンサート実行委員会（かもめコンサート実行委員会・小田原音楽連盟）・小田原市
お問い合わせ： 小田原市文化政策課 T E L  ０ ４ ６ ５ - ３ ３ - １ ７ ０ ９
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Horn 都築紘子 Hiroko Tsuzuki
小田原市出身。12歳よりホルンを始める。洗足学園音楽大学卒業後、
ハンガリー国立リスト音楽院留学。ホルンをこれまでに山岸博、フリード
リヒ・アダム、ゼーマン・ラースロ各氏に師事。
小田原音楽連盟会員。

Soprano 村山舞 Mai Murayama
小田原市出身。東京音楽大学声楽演奏家コース卒業。同大学院
オペラ科修了。二期会オペラ研修所マスターコース修了。本科時、
奨励賞受賞。マスタークラス修了時「新進の夕べ」に出演。二期会
準会員。 さいたまシティオペラ演奏会員、小田原音楽連盟会員。

Soprano 菊地貴子 Takako Kikuchi
国立音楽大学、同大学院オペラ科首席修了後、二期会、新日本
フィル定演等（小澤征爾等指揮）のオペラに多数出演。日伊コンコ
ルソ金賞受賞、東京文化会館オーディション合格。二期会会員。
小田原音楽連盟会員。

Soprano 西由起子 Yukiko Nishi
小田原市出身。小田原高校、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、
同大学院修了後ドイツで学ぶ。国際モーツァルトコンクール女声部門
第3位、日本音楽コンクール声楽部門第2位、奏楽堂日本歌曲コン
クール第3位など入賞。フェリス女学院大学、玉川大学講師。
小田原音楽連盟会員。

愛知県立芸術大学音楽学部卒業。同大学大学院在学中。第３回
宗次ホール弦楽四重奏コンクール第３位、2019年パル・ルカーチ国
際ヴィオラコンクール特別賞を受賞。ヴィオラスペース 2016 ＮＡＧＯＹＡに
出演。A.タメスティ、今井信子、百武由紀の諸氏と共演する。滝沢達
也、菅沼準二、百武由紀の各氏に師事。小田原音楽連盟会員。

Viola 白井英峻 Hidetaka  Shirai

Piano 田端ゆみ Yumi Tabata
桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業。声楽の伴奏、合唱団ピアニスト
、桐朋学園子どものための音楽教室講師をつとめる。小田原では、
３つの合唱団のピアニストを長年つとめている。小田原音楽連盟会員。

小田原市出身。武蔵野音楽大学、同大学院修了。オーストリア・
グラーツ国立音楽大学ポストグラデュエート課程修了。ドイツ、コッヘム
国際ピアノサマーフェスティバル聴衆賞、イタリア、ロベルタ・ガリナリ国
際ピアノコンクール特別賞受賞。

Piano 園田紘子 Hiroko Sonoda

秦野市出身。武蔵野音楽大学ヴィルトゥオーソ学科卒業、同大学院
修士課程修了。現在カタルーニャ高等音楽院 ESMUC (スペイン)修
士課程ピアノ専攻に在学。第６回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in 
Japan A1部門銀賞受賞(金賞なし)。福井直秋記念奨学金を授与。

Piano 相原絵利那 Erina Aihara

Piano 永井李枝 Rie Nagai
小田原市出身。北鎌倉女子学園高等学校音楽科、桐朋学園大学
音楽学部卒業。モスクワ音楽院研究科修了。第23回 かながわ音楽
コンクール シニアピアノ部門第3位受賞。第12回マリア・ユージナ国
際コンクール 大人の部 第3位受賞。小田原音楽連盟会員。

Piano 中根希子 Akiko Nakane
小田原市出身。東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業。
第4回かながわ音楽コンクール入賞、第3回長江杯国際音楽コンクー
ル第2位。ウィーンフィルメンバー・シュトイデ弦楽四重奏団、天満敦子
他著名人との共演やソロリサイタル開催。小田原音楽連盟会員。

Chorus 小田原医師会合唱団

2008年発足。小田原市で医師を中心に医療関係者で構成される。
コンサートを通じ皆様に医師会を身近に感じていただきたく活動してい
る。10回記念コンサートで、委嘱作品混声合唱組曲「みんなを好き
に」(金子みすゞ詩・大田桜子作曲)を初演する。

小田原市で1971年に創立された合唱団。現在の団員数は約40人。
ＪＡＭＣＡ（日本男声合唱協会）理事団体として日本各地で演奏。
また、海外への遠征は4回。「枯木と太陽の歌」は、1996年の第25回
定期演奏会で石井歡先生ご本人の指揮で演奏している。

Chorus 小田原男声合唱団

舟山 奏 永井 李枝村山 舞 都築 紘子 相原 絵利那 園田 紘子小嶋 陽太

Tenor 小嶋陽太 Yota Kojima
大磯町出身。東京藝術大学声楽科卒業。2016年青島広志作
オペラ「黒蜥蜴」に出演、2017年ソロリサイタル開催。
モーツァルト「レクイエム」ソリスト、グノーの「聖チェチリア荘厳ミサ曲」
ソリスト等を務める。

小田原市出身。東京藝術大学音楽学部附属音楽高校卒業、同大
学音楽学部器楽科卒業、ヴァイオリンを辰巳明子と清水高師の両氏
に師事、テンプル大学大学院にてエドワード・シュミーダー氏に師事、
2017年同大学修士課程を首席で卒業。小田原音楽連盟会員。

Violin 舟山奏 Kanade Funayama
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菊地 貴子 西 由起子 白井 英峻 中根 希子田端 ゆみ

上）小田原医師会合唱団

下）小田原男声合唱団


