
主催：都筑クラブ / 共催：横浜市交通局
後援：横浜市都筑区役所、横浜市教育委員会、横浜市芸術文化振興財団
協賛：横浜交通開発、横浜都市みらい、神奈川中央住宅、都筑区商店街連合会、

ヨネヤマプランテイション、本間弦楽器、クラシックミューズの会、㈱高尚
学校法人 岩崎学園、 レッスンルーム「シャンテ」、井伊桃子ヴァイオリン教室

協力：ほのぼの駅コン運営委員会 サポート：星コンを支える会
選挙に行こうキャンペーン：都筑区明るい選挙推進協議会

■「星空のコンサート」は横浜交通局主催「ほのぼの駅コン」8月開催を兼ねています。

★昨年度のカンパ金のお礼とご協力のお願い★
昨年のコンサート当日のカンパ金は２94,418円でした。ありがとうござい

ました。
音響費の一部とさせていただきます。皆様のお気持ちと、今年も協賛下さる
皆様のご厚意に感謝し、ご期待にお応えできるよう頑張ります！

星空のコンサート開催には、毎回８０万円の経費が必要です。
不足分はボランティアで支えています。

今後も続けていけるよう、皆様のご協力、ご支援をお願い申し上げます。

日時： 201７年 8月2６日（土）
18：30 ウェルカムイベント 19：00 開演

場所： 横浜市営地下鉄センター南駅 「すきっぷ広場」
（雨天時 都筑公会堂）

Vol. 19DREAM of CLASSIC
「星空のコンサート」に寄せて 都筑区長 畑澤 健一

「第１９回 星空のコンサート」の開催を心からお喜び申し上げます。
夏の終わりの夜、星空の下で素適な音楽を楽しめる「星空のコンサート」は、長年にわたり区
民の皆様に親しまれ、愛されている素晴らしい催しと感じております。これまで、ご尽力いた
だいた皆様に、心から敬意を表します。
昨年は、あいにくの雨天のため、都筑公会堂での開催となりましたが、ピアノ演奏や歌曲な
ど客席も一体となって聴き入っていた光景がとても印象的でした。
来年は、いよいよ２０回目を迎えられるということで、これまで皆様が積み重ねてきた歴史
を感じます。これからも、都筑区のまちの雰囲気に包まれた夏の風物詩
として、「星コン」のさらなる発展をお祈り申し上げます。

主催者よりのご挨拶 都筑クラブ 会長 杉本 周子

本日は第１９回星空のコンサートにお越し下さいまして本当にありがとうございました。良質
な音楽を星空の下、沢山の人にお届けしたい、それも無料で気軽に誰でも参加できる形に
したい、、、ひたすらそんな想いで行っているこの星空のコンサート。運営メンバーや、心ある
お手伝いの皆様、協賛、応援して下さっている各団体の皆様のお気持ちで初めて成り立っ
ていると毎度感じます。この場をお借りして心より御礼致します。
来年は記念すべき第20回となりますが、これからも星空のコンサートの輪を広げていけれ
ば幸いです。私たちと一緒に星空のコンサートを創っていって下さる方も大募集していま
す！ご興味ありましたら是非お気軽にお声かけ下さいね。
最後になりましたが、今夜、ひとときの美しい音楽をどうぞ存分にお楽しみ下さい。

「星空のコンサート」 企画運営委員長 井伊 桃子

19回目の星空のコンサートに、ようこそお越し下さいました。
皆様沢山のオーディエンスのお陰で続けてこられたこのクラシックコンサート、都筑区に限ら
ず毎年遠くから楽しみにいらして下さるお客様もいらして、感謝の気持ちで一杯です。
無料のコンサートとは言え、質の高い演奏をお届けしたく、私達スタッフも半年前から頑
張って準備に余念がありません。心のこもったプレーヤーの皆様の名演奏を、今宵もどうぞ
楽しんで下さい。お客様の笑顔で、星空の下幸せが満ちあふれますように！

★ 星コン・スタッフ ★

井伊、宮地、加藤、杉本、横手、徳田、佐波、木村、河島、小泉、朝倉、水木、
河本、島村、花井、小谷、網島、河合（公）、山田、山本

★【星コンを支える会】のご案内★
星コンの継続を願う方々の会です。
問合せ先 星コン事務局
加藤 / 050-3553-2114
ホームページ

http://tsuzukiclub.net/

ご支援をこちらでも承ります！
みずほ銀行港北ニュータウン支店
店番号７４３ 普通預金 口座番号１２４４３２７
口座名称 都筑クラブ



７時～ 星空のコンサート

１ クラリネットアンサンブル BAY★Clarinets

♪ アイ・ガット・リズム ガーシュウィン
♪ ハンガリー舞曲第5番 ブラームス
♪ アメージンググレース 賛美歌
♪ ラプソディー・イン・ブルー ガーシュウィン

２ 声楽 ソプラノ：川原 千晶 ピアノ：岡田 真歩

♪ 慕わしき人の名は 歌劇「リゴレット」より ヴェルディ
♪ ヴィラネル ～ 牧歌 ～ デラックァ
♪ 私は夢に生きたい 歌劇「ロメオとジュリエット」より グノー
♪ 踊り明かそう 「マイ・フェア・レディ」 ロウ
♪ 美女と野獣 映画「美女と野獣」より メンケン

３ ピアノ ピアノ：吉田 琢磨

♪ 幻想即興曲 ショパン
♪ 前奏曲作品23-6 ラフマニノフ
♪ トロイメライ シューマン
♪ ラ・カンパネラ リスト

４ チェロ チェロ：寺田 達郎 ピアノ：大野 真由子

♪ 幻想小曲集 シューマン
♪ 祈り ブロッホ
♪ ハンガリアンラプソディー ポッパー

５ フィナーレ
《 会場の皆さんとご一緒に 》

♪ 見上げてごらん夜の星を

♪出演者プロフィール♪♪プログラム♪ 司会 宮地 里実

６時40分～ 星空ウェルカムイベント
合唱 横浜市立荏田南小学校 特別合唱部
指揮者 網田 恭子 伴奏 仁田峠 洋子

♪つなぐ 仁田峠 洋子

♪いまだよ 信長 貴富

♪僕のドラゴン 松下 耕

山本 学子 石田 祥子 徳永 愛 榎本 真由美

メンバー全員が横浜出身ということで、横浜を連想させる《BAY（ベイ）》という言葉、さら
に、演奏する楽器《B♭クラリネット（ベー・クラリネット）》を掛けて命名。第一回サンハー
ト・アンサンブル・オーディション優秀賞。大阪国際音楽コンクール、エスポワール賞受
賞。サルビアホール・アーティストバンク登録アーティスト。これまでに、ロビーコンサート
やイベント演奏をはじめ、子育て支援施設から老人ホーム、カフェなど様々な場所で演
奏している。クラシックに限らず、ジャズやポップス、アニメ音楽、童謡から昭和歌謡まで、

幅広い演奏で「誰でも気軽に」聴いてもらえるアンサンブルを目指している。

クラリネットアンサンブル BAY★Clarinets

岡田 真歩 （ピアノ）

武蔵野音楽大学卒業。同大学特修
科修了。日墺親善音楽団のピアニスト
として、ウィーン楽友協会ホール、ハン
ガリーのコダーイホール等の演奏会に
出演。第13回カワイクラシックオー
ディションピアノ伴奏部門優秀賞、
TIAA伴奏ピアニストオーディション合
格。06年～渡伊。「Centro Universale
del Bel Canto」オペラ伴奏科修了。
M・フレーニが指導するマスタークラス
のピアニストを務める。N・ギャウロフ奨
学金及び、エミリヤ・ロマーニャ州から
の助成金を受ける。<

BS-TBS「日本名曲アルバム」に故
中島啓江のピアニストとして出演。武
蔵野音楽大学伴奏研修員。サント

リーホールオペラアカデミー会員。

吉田 琢磨 （ピアノ）

中学校卒業後、渡仏。パリ・エコー
ルノルマル音楽院在学中にパリ国
立高等音楽院入学。2007年ピアノ
科卒業。その後エコールノルマル
音楽院にて研鑽を積む。第9回イ
ル・ド・フランス国際ピアノコンクール
第2位入賞。第6回テレザ・リャッ
クーナ国際ピアノコンクール第3位
入賞。
現在は活動拠点を日本へ移し、ソ
ロや室内楽による演奏活動とともに、
レッスン等も行う。
一般社団法人全日本ピアノ指導者
協会（PTNA）正会員。

川原 千晶 （ソプラノ）

国立音楽大学卒業。東京二期会
オペラ研修所マスタークラス修了。
首都圏を中心に、オペラやコン
サートでの演奏活動の他、合唱指
導などに携わる。オペラでは、「フィ
ガロの結婚」伯爵夫人、「ドンジョ
ヴァンニ」ドンナアンナ、「魔笛」夜の
女王 パミーナ 、オペレッタ「ルクセ
ンブルク伯爵」ジュリエッタ等を演じ
る他、各地でコンサート活動を行っ
ている。<
二期会会員。足立区新田「童謡唱
歌を歌う会」(合唱団)ヴォイストレー
ナー。現在都筑区内で一児の子
育て中。子供向けコンサートの企
画・シニア向けコーラス指導等、地
元での活動にも力を注いでいる。

寺田 達郎 （チェロ）

桐朋学園大学卒業。 チェロを久保
田顕、中尾恵子、毛利伯郎、林俊
明、チョー・ヨン=チャンの各氏に師
事。第11、13回宮崎国際音楽祭、
東京チェロアンサンブル、ヤングプラ
ハ国際音楽祭ガラコンサート等に出
演。また、名古屋音楽学校のイギリ
ス公演にソリストとして同行。 2013
年にアメリカのHot Springs Music 
Festival に招待され室内楽を演
奏。またトリオムジークケラーのメン
バーとしてピティナ主催のピアノトリオ
全曲録音プロジェクトに参加している。
大阪交響楽団を経て全国の主要な
オーケストラで客演首席奏者として
出演している。

大野 真由子 （ピアノ）

東京藝術大学音楽学部器楽科卒
業、同大学大学院音楽研究科修
士課程ピアノ専攻修了。ソリストとし
て大阪センチュリー交響楽団（現・
日本センチュリー交響楽団）、芸大
フィルハーモニア等共演。大学卒
業時、成績優秀者に与えられる同
声会新人賞及び読売新人賞受賞、
両新人演奏会出演。これまでに乙
幡理恵、竹中淳子、田中由生子、
日比谷友妃子、Gabriel Tacchino、
角野 裕の各氏に師事。また作曲を
大政直人氏に、室内楽を渡辺健二、
北川暁子の各氏に、歌曲伴奏を
Konrad Richter氏、ピアノデュオを
角野 裕氏に師事。 現在、東京藝
術大学管打楽器科非常勤講師
（伴奏助手）及び聖徳大学音楽学
部講師。


