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主催 小田原市（文化政策課・図書館） 

運営･運営 かもめコンサート実行委員会 

 



 石井歡さん寄贈ピアノについて 

 1921年（大正10年）3月30日、舞踏家の父・石井漠と女優の母・八重の長男として浅草に生まれる。

名付け親は山田耕筰。作曲家の石井眞木は弟、作曲家の石井五郎は叔父にあたる。 

 5歳の頃よりピアノを始め、1936年より石井漠舞踊研究所にて、ピアノ伴奏と舞踊曲の作曲を手がけ

る。1952年に西独ミュンヘン国立音楽大学に留学。カール・オルフ氏に作曲法、フリッツ・レーマン氏

に指揮法を師事。帰国後、楽壇の各方面で活躍。また、創設期の桐朋学園音楽大学で、作曲科主任教

授、図書館長を務め、その後、愛知県立芸術大学音楽学部教授、学部長、名誉教授として創設時より教

育並びに大学運営にあたる。1955年頃より約45年間にわたって社団法人全日本合唱連盟に携わり、合唱

資料センターの開設、おかあさんコーラスの普及、合唱運動の向上など音楽文化の振興に寄与してい

る。小田原市板橋に居を構え、小田原の音楽文化向上のために格別に力を尽くした。2000年の「第1回

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、創作童謡詩コンクール最優秀詩を作

曲した。2009年11月24日、肺炎のため死去。享年88歳。 

 

＜主な役職＞ 

愛知県立芸術大学名誉教授、玉川学園学術教育研究所客員教授、（社）全日本合唱連盟名誉会長、東京文

化会館・東京芸術劇場運営審議会委員、名古屋フィルハーモニー交響楽団理事、日本オペラ振興会理

事、世界クラシックバレエ＆モダンダンスコンクール大会実行委員長、（社）全日本ピアノ指導者協会理

事、小田原・城下町大使、小田原音楽連盟名誉会長 

 

＜主な作品＞ 

管弦楽曲「前奏曲」（毎日新聞音楽コンクール第1位） 

   「シンフォニア・アイヌ」（芸術祭賞） 

     今上上皇「皇太子ご成婚祝典序曲」他 

オペラ 「袈裟と盛遠」「役の行者」「カントミ」 

    「女はすてき」他 

バレエ 「神とバヤデーレ」「まりも」「令嬢ジュリー」他 

合唱曲   男声合唱組曲「枯木と太陽の歌」 

         混声合唱「風紋」 他 

その他、器楽作品、吹奏楽作品、映画音楽など 

 

＜主な著書＞ 

『舞踊詩人 石井漠』（未來社・1994年） 

 

 作曲家の故・石井歡（いしいかん）先生は、小田原市板橋に居を構え、

「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られる

など、小田原市の音楽文化高揚のため尽力されました。ふじやまと呼ばれ

る海の見える高台にあった家は、先生の人柄を慕って市内の演奏家や音楽

愛好家が通い、時には集ってサロンコンサートを開催するなど、ピアノを

囲んで音楽を楽しむ和やかな場所だったそうです。 

 平成21年2009年にお亡くなりになられた後、そのままにされていた愛用

のグランドピアノ（KAWAI製・特注品）は、平成24年に遺族と関係者によ

り、小田原市に寄贈されることになりました。市ではピアノの寄贈を受

け、かもめ図書館視聴覚ホールに設置、小田原市の文化資源として保存

し、活用することで石井歡さんの功績を次代へ引き継ぐこととしました。 

＜主な受賞歴＞ 

1984年 紫綬褒章 

1989年 秋田県民栄誉賞、中日文化賞 

1993年 ポーランド共和国一級勲章 

      「国家功労・黄金十字章」 

      東海テレビ文化賞 

1994年 勲三等瑞宝章 

 プロフィール 

１ 



♪ 出演 

ピアノ 永井 李枝 

 

♪ プログラム 

ショパン ～祖国への思い～ 

・華麗なる大ワルツ 変ホ長調 作品18（ショパン） 

・ノクターン 変ホ長調 作品9-2（ショパン） 

・子犬のワルツ 変ニ長調 作品64-1（ショパン） 

・マズルカ イ短調 作品17-4（ショパン） 

・マズルカ ハ長調 作品24-2（ショパン） 

・軍隊ポロネーズ イ長調 作品40-1（ショパン） 

・ノクターン 嬰ハ短調 遺作（ショパン） 

・革命のエチュード ハ短調 作品10-12（ショパン） 

日時 平成25年9月23日（月･祝）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 108名  

 第1回のかもめコンサートには、小田原出身のピアニスト永井李枝さんに出演いただき、ピアノの音色

を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ１ 

 永井李枝ピアノリサイタル 

２ 

♪ プログラム 

１．開会 

２．列席者紹介 

３．贈呈者挨拶   伊集院 朱美さん  (石井 歡さん長女) 

４．目録（ピアノ）贈呈 

５．謝辞    小田原市教育長 前田 輝男 

６．石井歡さんの映像 ホームコンサートの様子 

７．小田原医師会合唱団による記念演奏 

 ・ゆりかごの歌（北原白秋作詞・草川信作曲） 

 ・箱根八里 （鳥居 忱作詞・滝廉太郎作曲） 

 ・赤とんぼ （三木露風作詞・山田耕筰作曲） 

８．ソプラノ 山田 浩子、ピアノ田端 ゆみによる記念演奏 

 ・花     （北原白秋作詞・石井歡作曲） 

 ・五ツ木の子守歌（九州地方民謡・石井歡作曲） 

 ・おみやげ  （宮沢章二作詞・石井歡作曲）  

 ・カトレアの詩 （中村千栄子作詞・石井歡作曲） 

日時 平成25年7月7日（日）14:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 117名  

 石井歡さんのご遺族からピアノを寄贈いただく式典。石井歡さんの在りし日の映像や、寄贈にご尽力く

ださった医師会合唱団、山田浩子さんによる記念演奏も合わせて開催いたしました。 

 ピアノ寄贈式典＆記念コンサート 



♪ 出演 

ピアノ 柾本 遂也 

 

♪ プログラム 

・アラベスク第1番（ドビュッシー） 

・ロマンス作品12（メリカント） 

・ピアノソナタ第2番作品22（シューマン） 

・組曲「イベリア」より トリアーナ 

      ポーロ 

      マラガ（アルベニス） 

日時 平成26年6月22日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 101名  

 第3回のかもめコンサートには、小田原在住のピアニスト柾本遂也さんに出演いただき、ピアノの音色

を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ３    

 柾本遂也ピアノリサイタル 

３ 

♪ 出演 

チェロ ピーティ 田代 櫻 

ピアノ 半澤 佑果 

 

♪ プログラム 

・イタリア組曲より イントロとセレナータ（ストラヴィンスキー） 

・無伴奏チェロ組曲第1番より プレリュード（バッハ） 

・森の静けさ（ドボルザーク） 

・チェロソナタより1楽章、3楽章（ラフマニノフ） 

・エレジー（フォーレ） 

・無伴奏チェロ組曲（ヒンデミット） 

・熊蜂の飛行（リムスキー＝コルサコフ） 

・感傷的なワルツ（チャイコフスキー） 

・白鳥（サン=サーンス） 

日時 平成26年3月16日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 135名 

 第2回のかもめコンサートには、大磯出身のチェリストピーティ田代櫻さんに出演いただき、チェロと

ピアノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ２ 

 ピーティ田代 櫻チェロリサイタル 



日時 平成27年1月31日（土）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 95名  

 第5回のかもめコンサートには、小田原ゆかりのクラリネット奏者本濱寿明さんに出演いただき、クラ

リネットとピアノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ５  

 本濱寿明クラリネットリサイタル 

♪ 出演 

クラリネット 本濱 寿明 

ピアノ   岡本 知也  

 

♪ プログラム 

・５つの小品（G.フィンジ） 

 １：序奏 ２：切なさ ３：さえずり ４：陽気な踊り 

 ５：遁走曲 

・コンクールのための独奏曲（A.メサジェ） 

・クラリネット・ソナタ より第２楽章（J.レイ） 

・クラリネット・ソナタ作品167（C.サン＝サーンス） 

 第１楽章：やや快活に 第２楽章：明るく元気よく 

 第３楽章：ゆっくり 第４楽章：とても早く 

４ 

♪ 出演 

ヴァイオリン 小澤 麻里 

ピアノ   片山 朗らか子  

 

♪ プログラム 

・ヴァイオリン・ソナタ KV301（モーツァルト） 

・ロマンス 第２番 ヘ長調 作品50（ベートーヴェン） 

・ブーレ（バッハ） 

・ガボット（ゴセック） 

・タイスの瞑想曲（マスネ） 

・ソナチネ 作品137 第１番（シューベルト） 

・ツィゴイネルワイゼン 作品20（サラサーテ） 

日時 平成26年9月28日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 88名 

 第4回のかもめコンサートには、小田原出身のヴァイオリニスト小澤麻里さんに出演いただき、ヴァイ

オリンとピアノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ４ 

 小澤麻里ヴァイオリンリサイタル 



♪ 出演 

ヴァイオリン 小野 唯 

ピアノ   早川 枝里子  

 

♪ プログラム 

・オペラ「3つのオレンジへの恋」より"マーチ"（プロコフィエフ） 

・オペラ「サトコ」より "インドの歌"（リムスキー＝コルサコフ） 

・交響組曲「シェヘラザード」より "アラビアの歌" 

 （リムスキー＝コルサコフ） 

・古い様式による組曲（A.シュニトケ） 

 Ⅰ.パストラーレ(牧歌的な) Ⅱ.バレエ Ⅲ.メヌエット 

 （3拍子の舞曲） Ⅳ.フーガ(対位法) Ⅴ.パントマイム 

・バレエ「白鳥の湖」より（P.チャイコフスキー） 

  "白鳥のパ・ド・ドゥ" "黒鳥のパ・ド・ドゥ"  

  "ロシアの踊り" 

日時 平成27年6月14日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 135名  

 第7回のかもめコンサートには、小田原出身のヴァイオリニスト小野唯さんに出演いただき、ヴァイオ

リンとピアノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ７   

 小野唯ヴァイオリンリサイタル 

５ 

♪ 出演 

ソプラノ 稲村 麻衣子 

ピアノ  佐野 伸子 

 

♪ プログラム 

・献呈（シューマン） 

・ばらよ、小さなばらよ（シューマン） 

・すみれ（モーツァルト） 

・春の想い（シューベルト） 

・この道（北原 白秋 作詞・山田 耕筰 作曲） 

・かやの木山の（北原 白秋 作詞・山田 耕筰 作曲） 

・待ちぼうけ（北原 白秋 作詞・山田 耕筰 作曲） 

・からたちの花（北原 白秋 作詞・山田 耕筰 作曲） 

・歌劇『ジャンニ・スキッキ』より わたしのお父さん 

 （プッチーニ） 

・カディスの娘たち（ドリーブ） 

日時 平成27年3月8日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 168名 

 第6回のかもめコンサートには、小田原出身のソプラノ歌手稲村麻衣子さんに出演いただき、歌声とピ

アノの響きを楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ６ 

 稲村麻衣子ソプラノリサイタル 



♪ 出演 

ホルン  都築 紘子 

ピアノ  金澤 亜希子  

 

♪ プログラム 

・演奏会用小品 op.94（サン＝サーンス） 

・バッハのカンタータ『泣き、嘆き、悲しみ、おののき』の通奏 

 低音とロ短調ミサの『十字架につけられ』による変奏曲 

 R.24,SW.180（リスト・フェレンツ） 

・ホルン協奏曲第4番 K.495 （W.A.モーツァルト） 

日時 平成28年3月21日（月･祝）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 103名  

 第9回のかもめコンサートには、小田原出身のホルン奏者都築紘子さんに出演いただき、ホルンとピア

ノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ９   

 都築紘子ホルンリサイタル  

６ 

♪ 出演 

ヴァイオリン 柏木 かさね 

ピアノ   渡辺 啓介 

 

♪ プログラム 

・ヴァイオリンソナタ KV454（W.A.モーツァルト） 

 1楽章：Largo-Allegro 

 2楽章：Andante 

 3楽章：Allegretto 

・フランクールの様式によるシチリアーノとリゴードン 

 （F.クライスラー） 

・ヴァイオリンソナタ"悪魔のトリル" （G.タルティーニ） 

日時 平成27年9月27日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 112名 

 第8回のかもめコンサートには、小田原出身のヴァイオリニスト柏木かさねさんに出演いただき、ヴァ

イオリンとピアノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ８ 

 柏木かさねヴァイオリンリサイタル 



 かもめコンサート第10回記念 

 若き演奏家たちの響演  

♪ 出演 

ソプラノ  稲村 麻衣子 

ヴァイオリン 小澤 麻里 

ヴァイオリン 小野 唯 

ヴァイオリン 柏木 かさね 

チェロ   ピーティ 田代 櫻 

ピアノ   永井 李枝 

ピアノ   柾本 遂也 

 

♪ プログラム 

柏木 かさね・永井 李枝 

 ・愛の悲しみ（クライスラー） 

 ・カルメン幻想曲（サラサーテ） 

稲村 麻衣子・柾本 遂也 

 ・静かに響け、私の歌よ（F. リスト） 

 ・高鳴る心 作品29-2 （R. シュトラウス） 

 ・万霊節 作品10-8（R. シュトラウス） 

 ・夏の思い出（江間章子作詞・中田喜直作曲） 

 ・歌をください（渡辺達生作詞・中田喜直作曲） 

 ・喜歌劇「こうもり」より公爵様、あなたのようなお方は 

  （J. シュトラウス） 

小澤 麻里・柾本 遂也 

 ・ルーマニア民俗舞曲（バルトーク） 

 ・ヴァイオリンソナタ 第5 番 ヘ長調 作品24 「スプリング」 

  （ベートーヴェン） 

チャイカトリオ 小野 唯・ピーティ 田代 櫻・永井 李枝 

 ・楽興の時より 第３番（シューベルト） 

７ 

日時 平成28年7月23日（土）14:00開演  

会場 小田原市民会館小ホール  

人数 179名 

 第10回記念として、今までにかもめコンサートにご出演いただいた若手演奏家によるコンサートを開催

しました。普段あまりふれあいのない市内ゆかりの演奏家たちが交流する機会となりました。 

主催 小田原市（文化政策課・図書館） 

企画・運営 かもめコンサート実行委員会 



♪ 出演・プログラム 

ピアノ 伊藤 亮平 

 ・エチュード Op.10-4（ショパン） 

 ・ポロネーズ第6番 変イ長調 Op.53 「英雄」（ショパン） 

 ・エチュード Op.10-3「別れの曲」Op.10-12「革命」（ショパン） 

ヴァイオリン 長坂 菜子・ピアノ 三友 優 

 ・ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調 第一楽章（ヴィオッティ） 

 ・森のささやき（リスト） 

 ・ユーモレスク Op.101（ドヴォルザーク） 

ソプラノ 久保寺 早紀・ピアノ 佐藤 佑麻 

 ・荒城の月（土井 晩翠 作詞・瀧 廉太郎 作曲） 

 ・かやの木山の（北原 白秋 作詞・山田 耕筰 作曲） 

 ・ゆりかごのうた（北原 白秋 作詞・草川 信 作曲） 

 ・あめふり（北原 白秋 作詞・中山 晋平 作曲） 

 ・あわて床屋（北原 白秋 作詞・山田 耕筰 作曲） 

 ・ねずみがかじる（森 さつき 作詞・石井 歡 作曲） 

日時 平成29年9月24日（日） 16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 101名  

 第12回のかもめコンサートには、将来の音楽家のたまごたちである音楽を学ぶ中高生たちに出演いただ

き、フレッシュな音を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ12   

 音楽家のたまごたち  

８ 

♪ 出演 

テノール 小嶋 陽太 ・ ピアノ  永井 みなみ 
 

♪ プログラム 

・早春賦（吉丸 一昌 作詞 / 中田 章 作曲） 

・朧月夜（高野 辰之 作詞 / 岡野 貞一 作曲） 

・さくらさくら（山田 耕筰 編作曲） 

・落葉松（北原 白秋 作詞 / 平井 康三郎 作曲） 

・この道（北原 白秋 作詞 / 山田 耕筰 作曲） 

・無言歌 第30番 「春の歌」Op.62-6（メンデルスゾーン） 

・カバがんばる（工藤 直子 作詞 / 永井 みなみ 作曲） 

・Aprile 4月（ パッリアーラ 作詞 / トスティ 作曲） 

・春（バンヴィル 作詞 / レイナルド・アーン 作曲） 

・春の信仰（ウーラント 作詞 / シューベルト 作曲） 

・Stand alone（小山 薫堂 作詞 / 久石 譲 作曲） 

・はっか草（野呂 昶 作詞 / 千原 英喜 作曲） 

・万霊節（ギルム 作詞 / R. シュトラウス 作曲） 

・すてきな春に（峯陽 作詞 / 小林 秀雄 作曲）  

日時 平成29年4月23日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 134名 

 第11回のかもめコンサートには、大磯在住のテノール歌手小嶋陽太さんに出演いただき、歌声とピアノ

の音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ11 

 小嶋陽太テノールリサイタル  



♪ 出演 

ヴァイオリン  舟山 奏 

ピアノ    稲生 亜沙紀  

 

♪ プログラム 

・愛の挨拶（エルガー） 

・トロイメライ（シューマン） 

・ヴァイオリンソナタ第3番 ニ短調（ブラームス） 

・タイスの瞑想曲（マスネ） 

日時 平成30年4月21日（土）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 111名  

 第14回のかもめコンサートには、小田原出身のヴァイオリニスト舟山奏さんに出演いただき、ヴァイオ

リンとピアノの音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ14   

 舟山奏ヴァイオリンリサイタル 

９ 

♪ 出演 

ピアノ   相原 絵利那 

 

♪ プログラム 

・１２の練習曲より１、７、９（ドビュッシー） 

・ナゼルの夜会（プーランク） 

・夜想曲第１９番 ホ短調 作品７２－１（ショパン） 

・ポロネーズ第６番 変イ長調 作品５３ 

 「英雄ポロネーズ」（ショパン） 

日時 平成30年1月28日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 99名 

 第13回のかもめコンサートには、小田原出身のピアニスト相原絵利那さんに出演いただき、ピアノの音

色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ13 

 相原絵利那ピアノリサイタル 



日時 令和元年6月15日（土）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 123名  

 第16回のかもめコンサートには、小田原出身のピアニスト園田紘子さんに出演いただき、ピアノの音色

を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ16   

 園田紘子ピアノリサイタル 

♪ 出演 

ピアノ    園田 紘子  

 

♪ プログラム 

・イタリア協奏曲 BWV 971 全3楽章（バッハ） 

・スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31（ショパン） 

・きらきら星変奏曲 K.265（モーツァルト） 

・ピアノソナタ第23番  へ短調  作品57 「熱情」 

 （ベートーヴェン） 
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♪ 出演 

ソプラノ  村山 舞 

ピアノ   滝本 紘子  

 

♪ プログラム 

・歌劇「ロメオとジュリエット」より“私は夢に生きたい”（グノー） 

・赤い鳥小鳥（北原白秋 作詞/成田為三 作曲） 

・揺籠のうた（北原白秋 作詞/草川信 作曲） 

・星の夜（ドビュッシー） 

・ヴィラネル（デラックア） 

・ノクターンop.9-（ショパン） 

・トルコ行進曲（モーツァルト） 

・歌劇「アフリカの女」より“さようなら、 

 私の故郷の美しい岸辺よ”（マイヤベーア） 

・歌劇「シャモニーのリンダ」より 

 “この心の光”（ドニゼッティ） 

日時 平成30年10月28日（日）16:00開演 

会場 小田原市立かもめ図書館視聴覚ホール 

人数 99名 

 第15回のかもめコンサートには、小田原出身のソプラノ歌手村山舞さんに出演いただき、歌声とピアノ

の音色を楽しむコンサートを開催しました。 

 かもめコンサート若き演奏家シリーズ15 

 村山舞ソプラノリサイタル 



11 

♪ 出演 

ホルン  都築 紘子 ・ ピアノ 園田 紘子 

テノール  小嶋 陽太 ・ ピアノ 相原 絵利那 

ヴァイオリン 舟山 奏 ・ ピアノ 永井 李枝 

ソプラノ  西 由起子 ・ ピアノ 中根 希子 

ソプラノ 菊地 貴子 

ヴィオラ 白井 英峻 ・ ピアノ 田端 ゆみ 

合唱 小田原医師会合唱団（指揮 山田 浩子） 

   小田原男声合唱団（指揮 村田 雅之・ピアノ 中根 希子） 

 

♪ プログラム 

Ⅰ 若き演奏家たちの響演 ～かもめコンサート出演者たちの演奏 

ホルン 都築 紘子・ピアノ 園田 紘子 

 ・ホルンとピアノの為のソナタ 第１楽章（クルフト） 

テノール 小嶋 陽太・ピアノ 相原 絵利那 

 ・Le violette すみれ（スカルラッティ） 

 ・An die Nachtigall ナイチンゲールに寄せて（ブラームス） 

 ・くちなし （高野 喜久雄 作詞・高田 三郎 作曲） 

ソプラノ 村山 舞・ピアノ 永井 李枝 

 ・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）  

ヴァイオリン 舟山 奏・ピアノ 永井 李枝 

 ・ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ）  

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 伊集院 朱美・白井 英治・山田 浩子  

小田原医師会合唱団・指揮 山田 浩子 

 ・「風紋」 第2章・第3章（岩谷 時子 作詞・石井 歡 作曲 ）  

ソプラノ 西 由起子・ピアノ 中根 希子 

 ・海四章より Ⅱ 蟬 （三好 達治 作詞・石井 歡 作曲）  

 ・中原中也の詩による三題より Ⅰ春と赤ん坊（石井 歡 作曲）  

 ・十三の小歌曲集より Ⅵ 歓びのうた（中村 千榮子 作詞・石井 歡 作曲）  

ソプラノ 菊地 貴子・ピアノ 中根 希子 

 ・歌劇「袈裟と盛遠」より「人の世は」（山内泰雄 作詞・石井 歡 作曲） 

ヴィオラ 白井 英峻・ピアノ 田端 ゆみ 

 ・ヴィオラ ソナタ（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 

 ・枯木と太陽の歌（中田 浩一郎 作詞・石井 歡 作曲） 

フィナーレ 

出演者全員・ピアノ 中根 希子 

 ・花（北原 白秋 作詞・石井 歡 作曲） 

日時 令和元年９月29日(日）15:00開演  

会場 小田原市民会館大ホール  

人数 410名・出演者等100名 

 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。かもめコンサート出演者たち若手

演奏家による演奏と、石井歡先生ゆかりの演奏者たちによる演奏で音楽による交流を行いました。 

 石井歡先生没後10周年記念コンサート 

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 



かもめコンサート 報告書 平成25年～令和元年 
 

主 催 小田原市（文化政策課・図書館） 

運 営 かもめコンサート実行委員会 

協 賛 小田原医師会合唱団 

協 力 小田原音楽連盟 

発 行 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300 番地 

    TEL 0465-33-1706 FAX 0465-33-1526 

  E-mail cultural-create@city.odawara.kanagawa.jp 

編 集 文化政策課芸術文化創造係 松井 真理子 

写 真 深野 彰・高瀬 聖・諸星 正美 
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♪ 実行委員会メンバー 
 

会 長  山田 浩子 

副会長  大木 初代 

監 査  斉藤 弥三郎 

会 計  神馬 純江 

会 員  本多 和子 

会 員  深野 彰 

会 員  高橋 茂樹 

事務局  小田原市文化政策課 松井 真理子 

協 力  高瀬 聖 

   池田 啓司 

   小宮 誠司 

 かもめコンサート実行委員会について 

 かもめコンサートは、市民による「かもめコンサート実行委員会」

（平成29年かもめ図書館寄贈ピアノ活用実行委員会より名称変更）が

企画・運営を行っています。作曲家・故 石井 歡さんのピアノ寄贈を受

け、ピアノの有効活用を望む寄贈者の意思を受け継ぎ、若手音楽家の育

成等の事業を企画・実施するために市民有志によって平成25年に設置

されました。 

 西湘ゆかりの若手演奏家に演奏の機会を提供することで、コンサート

の経験を積み重ねて、いつの日か小田原から世界へ、かもめのように羽

ばたいて活躍することを願って「かもめコンサート」と名付けました。 


