
ODAWARAコンサートバンク登録者一覧　（令和２年 9月１日現在 登録84件）

※灰色網掛けの部分は、情報公開しておりません。詳細は文化政策課にお問い合わせください。黄色部分は新規登録者です。
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フルート・オーボエ・
ピアノ

Coccolo（コッコロ） 3人
童謡、唱歌、歌謡曲、クラ
シック、おんがくえほん

応相談
応相談、交通
費＋謝礼

一度、こっころの演奏をきいてみて
下さい。一緒に音楽を心で感じま
しょう。

クラリネット・ピアノ
Duo Feuilles
(デュオ・フュイユ)

2人

ドボルザークのユーモレス
ク、エルガーの愛のあいさ
つ、ミヨーのスカラムー
シュなどのクラシックの名
曲から日本歌曲、フランス
歌曲を編曲したものまで幅
広く演奏致します。

応相談 応相談

私たちは、小学校時代に同級生
だったピアノとクラリネットのデュオ
です。音楽を通して皆様に何か感じ
ていただけるよう心をこめて演奏し
ます。宜しくお願いいたします。

フルート 須藤　英二 １人
クラシック、ポピュラー、
ジャズ、ラテン、ヒーリン
グ、日本の歌など

応相談 応相談
人を癒す演奏家として活動していま
す。公式ホームページで、演奏を聴
いてみてください。

http://www2.plala.or.j
p./sudohp

ヴァイオリン 梅本　加奈子 2～5人

クラシック、ポップス、タン
ゴ南アメリカ民族音楽、童
謡、ディズニー、ジブリ、
など

応相談 応相談
どの世代の方にも喜んで頂けるコ
ンサートを致します。

（屋外は不可）

ホルン 都築　紘子 1人
クラシック、日本の童謡、
アニメ、J-POP、歌謡曲
など

応相談 交通費程度
ホルンの美しく柔らかな響きをぜひ
生でご堪能ください。

http://ameblo.jp/horn
-kapibara/

なるべく演奏日の半
月前にはご依頼くださ
い

マリンバ 鈴木　あさみ
1人＋
ピアノ伴
奏者

クラシック、童謡唱歌、ジ
ブリ、アニメ、ディズニーな
ど

応相談 応相談
あたたかく軽やかなマリンバの音色
を、心に響かせます。

ピアノ、電子オルガ
ン

松尾 あやか 1人
ポピュラー、ジャズ、クラ
シック

応相談 演奏は『心』で！

ピアノ 佐藤 美希 1人 クラシック 応相談 無料～応相談
ピアノ曲、歌とピアノのデュオの演
奏をします。

ピアノ 宮内 未希 1人
クラシック、ポピュラー、童
謡唱歌、懐かしの歌謡曲

平日昼間、休
日

無料～応相談
子ども向けからお年寄りの世代ま
で演奏経験ありです。

http://ameblo.jp/rizmi
camusica/

ハーモニカ こゆるぎハーモニカくらぶ
10人
前後

童謡、歌謡曲 応相談
交通費程度
無料応相談

楽しく吹くことに加えて、基礎練習も
しっかりします。

オカリナ・ピアノ Olive（オリーブ） 4～5人
ジャンルを問わずクラシッ
クからポピュラーまで

いつでも 応相談 癒しの音色をお届けします。

ギター弾き語り 松野　恭之 1人
禁じられた遊び、古賀メロ
ディー他、歌謡曲

応相談 応相談
歌唱力とスペイン製のギターの音
色が魅力！！

演奏の1か月以上前
に予約が必要

ウクレレ 岩谷 幸治 １人
ソロ演奏、歌と伴奏、みん
なで歌える童謡など

土曜は午前１
１時～午後５
時。日・祝日は
応相談。

交通費程度
１人で気軽にフットワークが良いの
がウクレレです。誕生日の会、その
他イベントの時にどうでしょうか。

スタンドマイク２本使
用

器楽
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オーストラリア民族
楽器ディジュリドゥ・
世界の民族楽器

didj-me（ディジュミー）
10人
前後

30分程度の民族楽器演奏
土日・祝日、そ
の他応相談

無料～応相談
ディジュリドゥと民族楽器とのコラボ
演奏

http://homepage3.nift
y.com/hiro36-
tae421/didj-me.html

ハンドベル 城山ハンドベルクラブ 7～15人 応相談 －
http://www.geocities.j
p/shiroyama_handbell
/

演奏の条件は左記
ホームページに記載

マリンバ・パーカッ
ション

マリンバ・デュオ“セヌファ” 2人
マリンバ、パーカッションを
使って演奏できる曲なら
ジャンル不問

応相談 無料～応相談
マリンバの音色に魅せられた2人に
よって結成。

屋外不可

マリンバ、パーカッ
ション

佐藤 直美 1人 ジャンル不問 応相談 無料～応相談
マリンバを中心としたパーカッション
での演奏。

屋外不可

フルートほか 鈴木 美緒 2人
クラシック、ポピュラー、童
謡、演歌、歌謡曲、映画音
楽

応相談 応相談 透明感のある癒しの音色が魅力！ 屋内を希望

アコースティック楽器
及びエレキ

Placement（プレイスメント） 3～6人
ブルース、ロック、オールド
フォーク、スタンダードジャ
ズ

平日夜7時～、
土日夜8時～
（応相談）

交通費～3万
円程度

歌とギターのオルタネイトサウンド
が…！

準備中

フルート・ピアノ・ラテ
ンパーカッション

ラテンアンサンブル
Le OLFE（ル・オルフェ）

4～5人
ラテンの名曲、ポピュラー
音楽、映画音楽、アニメ・
テレビドラマ主題歌

応相談
（土日希望）

応相談
のりのりの音楽で楽しく、聴衆も簡
単なパーカッションで加われます。

屋外要相談

フルート・ピアノ 佐藤 るみ子 2人
クラシック、日本の名曲、
映画音楽、アニメ主題歌

応相談 応相談
フルートとピアノの演奏で心安らぐ
一時を！

屋外不可

ストリートオルガン 澤田 雅和 1人
ストリートオルガンの手回
し演奏

応相談 応相談
ヨーロッパの街角の明るく楽しい雰
囲気を、本物のストリートオルガン
の演奏で。

演奏の1か月以上前
に予約が必要

トロンボーン、バスト
ロンボーン

小林 由梨香 1人
クラシック、ジャズ、ポップ
ス、日本歌曲

応相談 交通費程度
トロンボーンと伴奏ＣＤ等による演
奏です。

http://basstrb-
yurika.jimbo.com/

サックス 藤原 みなみ 2～4人 応相談 応相談
サックスでクラシックを中心とした癒
しの音楽をお届けします。

ヴァイオリン 川城 千秋 2人～
クラシック、ポピュラー、映
画音楽、ジブリ

日程が合えば
いつでも可

2人の場合は3
万＋交通費
（状況により応
相談）

－
http://ameblo.jp/senn
obayorin/

ミュージックベル ベルすずらん 10人
ポピュラー、クラシック、演
歌、童謡

応相談
無料～交通費
程度

ベルの心地よい音に癒されて楽し
んでいます。

ギター エモリハルヒコ＆NoB 2人 シュール 応相談 シュールな魅力の現代版紙芝居
http://www.emoesibai
.com/

ギター・エレキギター 松本バンド 5人 フォーク・カントリー
基本的に土
日・祝日

無料
昔懐かしいフォークソングを演奏す
るオヤジバンドです。

器楽

器楽
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ピアノ 関野 杏美 1人
クラシック、ポピュラー、日
本の童謡

応相談（木曜・
土曜以外）

応相談
独奏・伴奏、どちらでもお引き受け
いたします。一緒に音楽を楽しみま
せんか。

http://ameblo.jp/aprik
ose-piano/

演奏の1か月以上前
に予約が必要

ヴァイオリン（ソロ、
デュオ、アンサンブ
ル、弦楽四重奏）

村上 華織／glanz ensemble
（グランツ・アンサンブル）

1～4人
クラシック、ポップス、ジブ
リ、童謡

応相談 応相談
弦楽器の響きを気軽に楽しんでい
ただけたらと思います。

屋外不可、演奏の1か
月以上前に予約希望

ヴァイオリン 小澤　麻里 1人
クラシック、ジブリ、ディズ
ニー、映画音楽など

応相談 応相談
皆様に楽しんでいただけるような時
間にしたいと思っています。

屋外不可

ユーフォニアム 伊藤　優晶 1人

（ピアノ伴奏）ホールニュー
ワールド、ロンドンデリー
の歌　他／（CD伴奏）少年
時代、川の流れのように
他／（金管アンサンブル）
ジブリ作品　他

応相談 応相談
とても魅力的な楽器です。皆さんと
楽しい時間を共有できれば幸いで
す。

・ピアノ伴奏の場合は
屋外不可。CD伴奏の
場合は要電源、再生
器具希望。
・控え室希望。

ピアノ 永井　李枝 １人 クラシック、ポピュラー 応相談
交通費程度～
応相談

 いつの時代も音楽は私たちの心を
豊かにしてくれます。一緒に音楽を
楽しみましょう。

http://ameblo.jp/rima
-utkina/

ヴァイオリン 中村　響子 １人
クラシック、ジブリ、ディズ
ニー、映画音楽、日本の
歌

応相談 応相談
弦楽器の響きを近くで感じてみませ
んか。皆様と楽しい時間を共有した
いと思っております。

http://ameblo.jp/kyou
ko-music/

ピアノ 安藤　智子 １人

クラシック、ポピュラー、ピ
アノソロ、歌とアンサンブ
ル（オペラ、歌曲、唱歌、
童謡）

応相談
交通費程度～
応相談

音楽は私たちの生活と共にあり、
心を安らかに、また生き生きとさせ
てくれます。

ビオラ・バイオリン 川上　拓人 1～5人 クラシック、ポピュラー 応相談 応相談 ― 屋外は状況により可

ピアノ 柾本　遂也 1人

ショパン、ベートーベン、ド
ビュッシー等、クラシックピ
アノの他、季節の唱歌や
ポピュラー音楽まで。

月、火曜以
外、応相談

交通費程度、
応相談

―
キーボード持込みでも
可（要相談）

ピアノとサックス ミユキヤ 2人

名曲クラシック、季節の唱
歌やポピュラー音楽、オリ
ジナルメドレーなど。耳馴
染みのメロディーに独自の
アレンジを加えます。

月、火曜以
外、応相談

交通費程度、
応相談

柾本遂也（ピアノ）、香高みゆき
（サックス）。
音大卒の二人組で、クラシックを
ベースにした即興的なアレンジで、
県内を中心にライブ活動をしていま
す。

キーボード持込みでも
可（要相談）

器楽

器楽
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吹奏楽・マーチング
県立小田原総合ビジネス高
等学校吹奏楽部

10～60
人

さまざまなジャンルの曲目
が可能です。曲目につい
てはご相談ください。

土日・祝日、夏
休み等学校の
休業日、他応
相談

応相談

10名程度の少人数から最大60名ま
での演奏が可能です。曲目も多彩
で小さい子供からお年寄りまでお
楽しみいただけます。昨年は1年間
で50程度の演奏実績があります。
マーチング活動も行っているため、
マーチングもご覧いただけます。内
容についてはご相談ください。

エレキギター・セミア
コースティック・エレ
アコ・リズムマシン・
ほか

萬屋歌右衛門 1人

ポピュラー・歌謡・オール
ディーズ・懐メロ・フォーク・
童謡・唱歌
団塊の世代から高齢者に
マッチした曲目を多数用意
可（介護施設・小パーティ
等）

日曜・祭日（一
部水曜日可）
時間帯は対応
可（演奏時間
も含めて）

交通費程度

平塚・茅ケ崎でバンド活動（ギター
担当）。介護施設・パーティ等（おも
に介護施設へのボランティア活動
で5年）

要電源・１ヶ月以上前
に予約希望

フルート 佐藤　嘉奈恵 1人

J.S.バッハ　管弦楽組曲、
ビゼー「アルルの女」よりメ
ヌエット、ボルヌ　カルメン
幻想曲、モンティ　チャー
ルダッシュ他。日本の名
曲、ジブリなど多数

応相談 応相談

東京藝術大学卒業。ドイツ　カール
スルーエ音楽大学大学院修了。２０
０２年以降定期的にリサイタルを催
す。オーケストラや室内楽、ソロとし
て活動。

屋外不可

ピアノ 工藤　太一 １人
クラシック曲全般（とくにリ
スト、ショパン、ベートー
ヴェン）

応相談 応相談

常葉学園橘高等学校音楽科卒業。
武蔵野音楽大学音学部器楽学科
ピアノ専攻卒業。在学中は選抜学
生によるコンサートに出演。卒業後
の2011年にリサイタルを行う。ドイ
ツのシュルツバッハ‐ローゼンベル
クの音楽祭に参加。常葉学園橘高
等学校音楽科講師を経験し、現在
は自身の音楽教室で指導を行いな
がら、ソロや伴奏で演奏活動を行っ
ている。

１か月以上前に予約
希望。

ピアノ どれみ音楽教室 10
クラシック、ポピュラー等、
多岐に渡ります

応相談 応相談

私は東京音楽大学卒業後、ヤマハ
の講師などを経験。現在は自宅で
ピアノを教えています。特に障がい
のある生徒の育成に努め、東京で
障がい者ピアノ指導セミナーを受講
しました。また、自身の子育て、学
校支援員を通じた様々な経験が現
在の指導に結びついています。

障がいを理解して下さ
る場所を希望します

器楽
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ピアノ 宮本　信一 1人

小さなピアノの詩、月光第
一楽章（ベートーベン）、ル
ローヌ・他服部克久作品、
70年代の日本ポップス、
ヒーリングミュージック他

応相談 無料

神奈川県立小田原高校卒。
獨協大学外国語部英語学科卒。
三歳よりピアノを習う。
高校時代はロック同好会を結成、
ロックに親しみ始める。主にキー
ボードを担当。
昼のミニコンサートに出演（平成20
年3月28日）。

クラシックギター
アルコイリス
ギターサンサンブル

9人
クラシック音楽、映画音
楽、民謡など

応相談 応相談

小田原駅西口より徒歩3分のところ
にありますアルコイリスギター教室
の生徒と講師により2010年に結成
しました。

屋外不可

ヴァイオリン 小野　唯
1人～
（編成応
相談）

クラシック、世界の民謡、
日本の童謡、映画音楽、
馴染みの曲など

応相談 応相談

小田原市出身。桐朋学園（高校・大
学）、モスクワ音楽院（研究）を卒
業。小澤征爾音楽塾2011年度メン
バー。ご要望に沿ったプログラムや
演奏をお届けできるよう心がけてい
ます。

https://yui-
violin.amebaownd.com
/

ギター、ボーカル
MiZuKiSauRus「ミズキザウル
ス」（劇団摩訶不思議）

2人

戦前の唱歌から美空ひば
り・昭和のアイドルソング、
子供歌、クリスマスソング
からフォークソング、朝ドラ
の主題歌から最新ヒットソ
ングまで幅広く対応しま
す。

応相談 応相談

「明るく・楽しく・元気よく」をモットー
に歌で元気を届ける活動をしてい
ます。衣装に着ぐるみあり、コスプ
レあり、楽しませたいし楽しみたい
ユニットです。

１か月以上前に予約
希望。PAセット一式持
ち込み可能。

ピアノ 大屋　浩太郎 1人～

近現代曲ですが、古典～
現代までレクチャーを交え
た（テーマに沿った）コン
サートの組み立てが可能
です。（クラシック以外も
可）バレエ作品なども歓
迎。また、伴奏者、共演
者、コーラス指導者等をお
探しの場合可能な限り対
応します。

応相談
交通費程度
（5,000円程
度）

小田原高等学校卒業。武蔵野音楽
大学大学院修士修了。多くのコン
クール・オーディションに入賞し、国
内外（フランス・イタリア）で演奏。日
本合唱協会主席ピアニストとして、
また声楽・オペラ・アンサンブルの
ピアニストとして全国各地で演奏。
昭和音楽大学講師を経て、99年よ
りオペラ・バレエのコンベティを中心
に活動し、ダンサーの育成に従事、
自らもダンスを学ぶ。小田原パルナ
スムコンサート音楽監督、カルド
マーレ女声合唱団指揮者等。

電子ピアノ可

器楽
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オカリ－ナ オカリ－ナ波の会 30人

県立二宮高校の公開講座
「オカリ－ナの製作と演
奏」の受講者が会を結成。
ジャパンオカリナフェスティ
バル、湘南オカリナフェス
ティバル等に参加、その他
病院、子育て支援センター
等へのボランティア活動を
しています。
平成30年4月に10周年記
念コンサートを予定。

応相談 無料

アイネクライネ・ナハトムジーク、「ま
す」の主題による変奏曲、ラデツ
キー行進曲等のクラシックや、ア
ムール河の波、ともしび、黒い瞳、
川の流れのように等よく知られてい
る曲、童謡など。また、会長波多野
杜邦氏作曲のオリジナル曲など多
数。

望ましくは屋内。スケ
ジュールは参加者、
曲目の調整等があり
ますので、早めに連
絡をお願いしたいで
す。

フォーク系のギター
弾き語り、オカリナ

カトちゃん一人バンド 1人

1970年代フォーク（拓郎、
かぐや姫等）、長淵剛（乾
杯等）、浜田省吾（もう一
つの土曜日）、小田和正
（たしかなこと）、桐谷健太
（海の声）、坂本九（上を向
いて歩こう）、オカリナ（365
日の紙飛行、ドレミの歌、
さんぽ、童謡、真っ赤な太
陽、他歌謡曲等）

土日、祝日の
午前、午後で
団体（Ｓポップ
ス）としての出
番がない日。

無料

ＵＭＥＣＯ登録活動団体「Ｓポップ
ス」メンバー（素人集団）としてオカ
リナとギター弾き語りを月2回程度
演奏実施（イベント参画等）。1970
年代フォークに酔いしれた世代。電
機メーカー退職後、現在は公務（職
業相談員）の傍らお声が掛かれば
休日を利用し、趣味の演奏活動（ボ
ランティア）による共感の輪（自分も
相手も共に楽しむ）を拡げて参りま
す。

生（アコースティックの
フォーク系）ギターとオ
カリナと譜面台のみ持
参で電源無しの肉声
と生音で基本約30分
位での演奏（ギター伴
奏での唄とオカリナ演
奏の組み合わせ）実
施。演奏スペースの
大小選ばず、幅広い
層（老若男女や児童
等）ＯＫです。曲紹介
や合間の語りを含め
楽しいステージで盛り
上げるように努めてい
ます。できれば、一ヶ
月くらい前でのご予約
をお願いします。

器楽 クラシック／フルート 下野　依子 1人～
クラシック小品、映画音
楽、愛唱歌、ポピュラー音
楽など

応相談
交通費＋応相
談

京都市立音楽高等学校、京都市立
芸術大学卒業。卒業時、卒業演奏
会出演、京都芸術祭「世界に翔く若
き演奏家たち」出演。

屋外不可、着物での
演奏可（要控室）。CD
伴奏による演奏可（要
電源、オーディオ）。

ハンドベル
ハンドベルアンサンブル
ラベイユ

14人

クラシック、映画音楽、世
界の民謡、ポピュラー音楽
（さくら、ディズニーメド
レー、八木節、クリスマス
の曲）

応相談
交通費程度・
応相談

2015年1月設立。
ハンドベル歴10年から20年以上の
気の合った仲間が集まって、イング
リッシュハンドベルの美しい音色に
魅了され、全員でひとつの音楽を
作り出す楽しさ、その音色を皆様に
お届けしたいと小学校・幼稚園・介
護施設・敬老会等に出演。
年1回ラベイユコンサートを開催、
心温まるひとときをお過ごしいただ
けたらと思い活動しています。

屋外不可、一か月前
に予約希望。楽器運
搬のため、駐車場２台
希望。
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ヴィオリラ 妃城　みれい 1人

クラシック、ポピュラー、ラ
テン、ヒーリング、映画音
楽、歌謡曲、童謡唱歌、
ディズニーなど・・・季節や
シーンに応じ様々なジャン
ルの演奏が可能です。曲
目についてはご相談くださ
い。

応相談 応相談

ヴィオリラは、大正琴をベースに21
世紀日本で誕生した弦楽器です。
弓で擦ればヴァイオリンやチェロの
ような音色を、ピックや指で弾けば
ギターや琴のような音色をお愉しみ
いただける多彩な楽器で、3歳から
90歳代までの幅広い世代に「とても
癒される」とご好評いただいており
ます。「新しいのにどこか懐かしい」
ヴィオリラの音色を、どうぞお愉し
みください。

ブログ：「音色で紡ぐ
上質な時間♪ヴィオリ
ラ奏者 妃城みれいの
Grace♡ Harmony」

https://ameblo.jp/mir
ei-kishiro/

音響機材があれば屋
外でもご依頼いただ
けます。演奏の１カ月
以上前にご予約をお
願いします。

子ども向けの歌、歌
謡曲、ハープ

みた あきこ 1人

はらぺこあおむし、パンダ
うさぎコアラ、ぼよよん行
進曲、わ～お！、しあわせ
ならてをたたこう、おもちゃ
のチャチャチャなど、TVで
おなじみの曲。大人向け
は、テレサ・テンやディズ
ニーソングなど。

特にありませ
んが、土日は
半年先まで埋
まっている可
能性がありま
す。

応相談

子供向けのコンサートを行っていま
す。（手遊びやパネルシアター、楽
器（ピアノ・ハープ）の弾き語り、リズ
ム遊びなど）老人ホームや障がい
者施設での演奏も行います。

要電源、ハープの場
合はマイクスタンド（小
さい部屋ならなしでも
OK）

打楽器三重奏
Hopscoootch!（ホップスコッ
チ）

3人

クラシック（剣の舞、チャル
ダッシュ、アメリカンパト
ロール他）、映画音楽、ポ
ピュラー音楽、アニメ、ボ
ディパーカッション、日用
品を使ったパフォーマンス

応相談 応相談

マリンバとパーカッションならではの
「聴くだけじゃなく見ても楽しめる」コ
ンサート作りをしています。大人も
子どももワクワクするようなパ
フォーマンスをお届けします！

https://www.hops
coootch.com/

屋外不可、できれば１
カ月以上前に予約希
望。搬入車1～2台の
駐車場スペース確保
をお願いします。

クラリネットデュオ
小宮山由佳、河内なつみ Cla
☆DuO【クラリネット】

2人

主なプログラム：クラシッ
ク、日本の童謡、世界の民
謡、映画音楽、唱歌など。
みなさまが1度は耳にした
ことのある親しみやすい曲
で気軽に楽しめるコンサー
トを心がけています。

応相談
交通費＋応相
談

屋外不可、できれば
一か月以上前に予約
希望

器楽
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【ギター弾き語り】 小沢 仁 ジンライム 1人
イマジンなどビートルズの
曲、オリジナルの曲

いつでも 無料

ピアノ） 園田　紘子さん 1人

クラシック音楽（バッハ・
ベートーヴェン・モーツァル
ト・ショパン・リストなど）。
その他、日本の曲やポ
ピュラー音楽等

応相談 応相談
１カ月以上前に予約
希望。

女声合唱 コールすみれ
15～20
人

ポピュラー、クラシック（い
ろいろなジャンル）

応相談
無料～交通費
程度

心地良いハーモニーを目指して、
皆で楽しくハモっています。

ヴォーカル Shiho 1人
ポピュラー、歌謡曲、童
謡、唱歌、オリジナル

応相談
場合により応
相談、1万5千
円～

馴染みある名曲や親しみある歌を
ご一緒に♪

http://ameblo.jp/115
108056/

合唱 グループたんぽぽ 17人
日本のうた、アメリカ民
謡、イタリア民謡、クラッ
シック　他

日程が合えば
いつでも可

無料 私達の喜びは美しいハーモニー

女声三部合唱 かざみどり 16人
童謡、アニメソング、合唱
曲

土日 無料～応相談 若々しい歌声が持ち味！！

声楽（ソプラノ） 橋本 京子 2人程度
童謡からポピュラー、オペ
ラのアリアまで

日程が合えば
いつでも可

応相談
童謡唱歌コンクール日本一受賞。
幅広い放送・コンサート活動。FMお
だわらパーソナリティー。

http://www.kasyu-
hashimotokyoko.jp/

ヴォーカル よしはる 1人 ポピュラー 日曜・月曜 応相談
個性的な歌声でジャンルを問わず
カヴァー

合唱 小田原少年少女合唱隊 約60人
童謡、民謡、宗教曲、
ミュージカル（ご希望に合
わせます）

土日・祝日・春
休み・夏休み

交通費程度
小学校1年生から高校3年生までの
清純な歌声

http://www.geocities.
co.jp/MusicHall-
Horn/9622/

声楽
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声楽（ソプラノ） 鈴木 香織 1人～
日本歌曲、童謡、唱歌、外
国歌曲、オペラアリア

応相談
3千円～応相
談（伴奏者別
途）

藤原歌劇団準団員です。小田原
ちょうちん座と稲城オペラ研究会に
も所属しています。

http://ameblo.jp/prim
adi-va/

声楽（ソプラノ＆アル
ト）

原　亜紀子、菊池　滋生 2人
日本歌曲、童謡唱歌、オ
ペラアリア等

応相談 応相談
コンサート内でのミニ発声口座など
の参加型コンサートも可。

声楽（ギター＆男声
カルテット）

小田原ロマンチカ 6人

デューク・エイス（女ひと
り、別れた人、フェニックス
ハネムーン）、ザ・ブラザー
ズ・フォー（500マイル、グ
リーン・フィールズ、花はど
こへ）、ブルー・シャトー、
北上夜曲、青春時代

特になし 交通費程度

振り込め詐欺防止キャンペーンソン
グを歌うことをきっかけに誕生した
カルテットコーラスグループです。
昭和のＧサウンズやムードコーラス
を主に歌います。

ギターを使うため、屋
外は晴天時のみ。屋
内は制限なし。

声楽（ソプラノ） 菊地  貴子 1人～
日本の歌曲、童謡、オペラ
などご希望のコンサートに
合わせて選曲。

応相談 応相談

二期会会員。国立音楽大学声楽科
卒業、同大学院オペラ科主席修
了。日伊コンコルソ金賞受賞。東京
文化会館オーディション声楽部門
合格、同小ホール選抜コンサート出
演。読売新聞主催新人コンサート
出演。二期会オペラ公演「ヴァル
キューレ」オルトリンデ役、「フィデリ
オ」レオノーラ役、「魔笛」ダーメ役、
「ばらの騎士」マリアンネ役等、新日
本フィル、東京フィル、大阪フィル、
名古屋フィル等の国内主要交響楽
団の定期演奏会やＣＤ、ＮＨＫ・ＦＭ
等に、小澤征爾、尾高忠明、広上
淳一、高関健、故・朝比奈隆、故・
若杉弘等の指揮のもと出演。合唱
ソリスト、神奈川県を中心に教育機
関や成人向け合唱指導、声力アッ
プトレーニング指導、FM小田原クラ
シック番組ミュージックリエゾンの

1か月以上前に予約
希望

歌謡吟詠、詩吟 川瀬　龍介 1人
母の風雪、良寛、心道等
30曲。オリジナル曲。

応相談 交通費程度
日本伝統文化発展のため千年前
の歴史を持つ漢詩を今に伝える。

箏、三味線、フルー
ト、十七絃

しらべの会 10人

小学生には、日本昔話を
紙芝居つきで、音楽劇。教
科書にある「春の海」「六
段の調」、宮城道雄の曲
はもちろんですが、ビート
ルズ、「花咲く」、ディズ
ニーなどにも挑戦していま
す（初音ミクにもトライして
います）。

木曜午後（要
相談）

応相談（5,000
円～10,000
円）

箏の流派に関係なく、古典から現
代曲までいろいろなジャンルの曲に
挑戦しています。一番の特徴は和
楽器とフルートとのコラボです。
文学館、清閑亭、商工会議所、タン
ザニア大使歓送迎パーテ他出演。

屋外不可。

声楽

邦楽
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筝・三弦・十七弦 筝アンサンブル彩（いろどり） 3人
古典曲から唱歌や現代曲
まで

応相談 応相談
筝の魅力を一人でも多くの人に伝
えたい！！

竹笛（自作） 里の風笛 1人
抒情歌、歌謡曲、映画音
楽

土日 応相談
世界でたった一つの手作り笛を生
演奏します。

尺八 大山 潤一 1人
虚無僧尺八、クラシック、
ポップス、唱歌（聴きたい
曲をお知らせください）

応相談
1万円～応相
談

変幻自在の竹の音。一本の竹管か
ら溢れる多彩な音響をお楽しみくだ
さい！！

http://ameblo.jp/koko
pelli-junn/

屋外要相談

尺八 尺八演奏 山﨑虚洞 1人～ 邦楽、ポピュラー 応相談

永年、尺八を吹いてきました。皆様
に聴いていただける力はありませ
んが一時耳を傾けてくだされば幸
いに思います。

琴や唱とのアンサンブ
ル可、衣装応相談

三線 タケシィ 1人
沖縄民謡、沖縄ポップス、
歌謡曲、オリジナル

応相談 応相談
沖縄民謡から皆さんご存知の沖縄
POPSや歌謡曲まで、三線一本で
幅広く対応します。

http://ameblo.jp/take
-c-take/

屋外要相談（雨天時
は屋根が必要）

三味線 加寿謡会（かずようかい） 4人 民謡、歌謡曲（懐メロ） 平日 交通費程度
やさしさを第一に、を心掛けていま
す。

http://ja-
jp.facebook.com/kazu
youkaidesuyo

屋外不可、演奏の1か
月以上前に予約希望

筝 みどりの音（ね） 3人
演奏場所に応じて決めた
いと思います。

応相談 無料
日本の楽器である筝を皆様と一緒
に楽しみたいと思います。

演奏場所までの送迎
が必要

尺八 竹の囁き安安（山﨑 正寛） 1人 ポピュラー、歌謡曲、童謡
日、祝日、水
曜日

交通費程度
老人ホーム中心、大きな紙に書い
た歌詞を5～20名程で尺八に合わ
せ、皆で歌いましょう。

大正琴
曽我和子＆大正琴アンサブ
ル小田原和奏会

4人
邦楽、童謡、唱歌、ポップ
ス、ラテン、演歌、クラシッ
ク、ジャズ、ポピュラー

日、祝日、時
間応相談

応相談
大正琴の音色で聴いた人に感銘を
与えたい。

屋外、電源必要

雅楽 第三部雅楽会 10人
「平調・越殿楽」「平調・陪
臚」「君が代」など

応相談　早め
に連絡希望

応相談

私たちは市内の中学校や老人ホー
ムなどからお招きいただき、演奏会
を行っております。どうぞお気軽に
お声掛けいただき、心安らぐ「雅楽

屋外の場合は要相
談。楽器の性質並び
に楽器調整の為、要
電源、要控室。

大正琴 マロン・５ 5人
映画音楽やジャズ、ポピュ
ラー、情熱大陸、A列車で
行こう、演歌など。

応相談 無料

イベントでの演奏、幼稚園でのイベ
ント、シティーモールや春祭り、老
人ホームでのボランティア演奏など
を行っています。

ドラムセットあり、要電
源。

邦楽

邦楽
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作曲 街の作曲屋さん　塩山　晶子 1人

DTM（コンピュータミュー
ジック）を用いたオリジナ
ルソング（歌詞・歌唱不
可）・BGMの作曲など。

応相談 交通費程度

歌詞に曲を付けたり、体操・ヨガな
どのBGM、動画・映像作品のBGM
等を作ります。音楽ジャンルは問い
ません。用途に合わせて柔軟に対
応します。

指揮 皆川　翔也 1人

〈主なレパートリー〉
清水大輔作品、八木澤教
司作品、ヴァーツラフ・ネリ
ベル作品、D.R.ギリングハ
ム作品

応相談
お気持ち或い
は交通費程度

小田原市立白山中学校、神奈川県
立二宮高等学校卒業。中学２年生
より吹奏楽の作曲と指揮を始める。
これまでに昭和音楽大学附属音楽
教室作曲専科に在籍。

常任及び非常任への
就任も承ります。

作曲・
指揮
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