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ひなまつりフェスティバル

会場：広島市南区民文化センター 

特別協賛　ゆめタウン・人形の藤娘 

2013年3⽉月1⽇日（⾦金金）~ 3⽇日（⽇日）● 雛壇提供 ● 　株式会社 藤娘
● 　協  賛 　● 　株式会社 イズミ・株式会社 藤娘・うね医療事務センター 
● 　後  援 　● 　広島市・広島市教育委員会・公益財団法⼈人 頼⼭山陽記念⽂文化財団・社団法⼈人 宮島観光協会・
 　 　 　 　 　 　 　   中国新聞社・公益財団法⼈人 広島観光コンベンションビューロー
● 　共  催 　● 　ジャパトラ japan traditional arts academy・⾵風声会事務局・さかいミュージックサロン・
 　 　 　 　 　 　 　   筝曲会 “ ⻄西の⾵風 ”・尺⼋八「⼭山の会」・ NPO法⼈人⽇日本脳教育協会広島⽀支部・ひな祭り⽂文化普及協會 
● 　企  画 　● 　ひな祭り⽂文化普及協會  http://hina-matsuri.jp

■ ひな祭り文化普及協會 これまでの活動 
2003年3⽉月 　 　広島市⻄西区⺠民⽂文化センター主催オープンスタジオ事業「第１回春爛漫ひなまつりコンサート」開催。

2004年3⽉月 　 　広島市⻄西区⺠民⽂文化センター主催オープンスタジオ事業「第２回春爛漫ひなまつりコンサート」開催。
2005年3⽉月 　 　当会の前⾝身である「ひな祭り⽂文化推進委員会」発⾜足。RCC中国放送「ゴジテレ」に代表・清川紗⾐衣がスタジオ⽣生出演。「第３回春爛漫
        　 　 　   　ひなまつりコンサート」開催。
2006年3⽉月 　 　エネルギア⽂文化財団助成事業として「第４回春爛漫ひなまつりコンサート」開催（会場：広島市⻄西区⺠民⽂文化センタースタジオ）。
2007年3⽉月 　 　「ひな祭り⽂文化普及協會」と改称。広島市⽂文化財団助成事業として「第５回春爛漫ひなまつりコンサート」開催（会場：広島市⻄西区⺠民
    　 　 　 　 　 　⽂文化センタースタジオ）。物語シリーズ①：奥村愛⽒氏作曲による朗読⾳音楽劇「鉢かつぎ姫」委嘱作品初演。楽譜・CDを⾃自主制作。国⺠民 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　⽂文化祭の関連事業として徳島県で演奏される。
2008年3⽉月 　 　朝⽇日新聞⽂文化財団助成事業として「第６回春爛漫ひなまつりコンサート」開催（会場：広島市⻄西区⺠民⽂文化センタースタジオほか）。 　 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　物語シリーズ②：奥村愛⽒氏作曲による朗読⾳音楽劇「かぐや姫」委嘱作品初演。親業訓練インストラクターである三上かおり⽒氏を招いて
 　 　 　 　 　 　 　の腹話術⼦子育て講演会を開催。
2009年3⽉月 　 　独⽴立立⾏行行政法⼈人医療福祉機構「⻑⾧長寿・⼦子育て・障害者基⾦金金」助成事業として「第７回春爛漫ひなまつりコンサート」開催（会場：広島市
 　 　 　 　 　 　 　⻄西区⺠民⽂文化センタースタジオほか）。物語シリーズ③：徳永崇⽒氏作曲による朗読⾳音楽劇「安寿と厨⼦子王」委嘱作品初演。親業訓練イン
 　 　 　 　 　 　 　ストラクターである三上かおり⽒氏を招いての、腹話術⼦子育て講演会＆和楽器体験教室＆胎教コンサートを開催。
2010年3⽉月 　 　協賛企業６社による協⼒力力を得て「ひなまつりフェスティバル」を開催（会場：広島市南区⺠民⽂文化センタースタジオほか）。「第８回春
 　 　 　 　 　 　 　爛漫ひなまつりコンサート」開催。ひなまつり親⼦子講座として野間直⼦子⽒氏によるサウンドセラピー＆和楽器体験教室の2講座開催。
2011年2⽉月 　 　「ひな祭り⽂文化普及協會」公式ホームページを開設。中国新聞グループ（メディア中国）発⾏行行の「Cue 2/25号」の３⾯面全⾯面 ひなまつ 　
 　 　 　 　 　 　 　り特集に協⼒力力。
 　 　 　 3⽉月 　 　FMちゅーピー（地元ラジオ局）との共催事業として、第９回⽬目を迎えるコンサート「ちゅーピー祈りのひな祭りコンサート」開催
 　 　 　 　 　 　 　（会場：広島市南区⺠民⽂文化センターホール）。ゲストは世界で活躍する和太⿎鼓奏者・壱太郎⽒氏。広島初の和洋楽器コラボの合奏団「ア
 　 　 　 　 　 　 　ンサンブルHINA」発⾜足。JFN系列全国ネットラジオ番組「flowers」出演。
 　 　 　 8⽉月 　 　「ひな祭りを国⺠民の祝⽇日にする運動」の賛同書リーフレットを制作する。
2012年3⽉月 　 　第10回記念公演「ちゅーピーひな祭りコンサート」開催（会場：広島市安佐南区⺠民⽂文化センターホール）。ゲストは⼆二⼗十五絃箏・中井
 　 　 　 　 　 　 　智弥⽒氏、ヴァイオリニスト・⽩白須今⽒氏。物語シリーズ④：仲村映美脚本、奥村愛⽒氏作曲、君島⿓龍龍輝⽒氏挿絵の朗読⾳音楽劇「いつくしま物 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　語」委嘱作品初演。中井章徳⽒氏指揮、アンサンブルHINA、NHK広島児童合唱団による演奏。NHK広島放送局にて紹介される。
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　本日は、「 ひなまつりフェスティバル 2013 」が盛大に開催されますことを心からお祝い
申し上げます。 
　ひな祭り文化普及協會からの作曲依頼を受けた2007年より、昨年の「 いつくしま物語 」
まで３作品を作曲し、この度はみなさんに親しまれている「 うれしいひなまつり 」の箏の
アレンジを、3月2日に「 箏・尺八・三絃コンサート 」で発表します。洋楽の中で音楽を学 

■脳教育プロジェクトについて	
NPO法人日本脳教育協会の脳教育は、国連NGOである国際脳教育協会の、最新の脳科学 と東洋医学とヨガに基づいたプログラムです。人がストレス等で心を閉ざすと身体では胸の 経絡が詰まり、呼吸も浅くなります。脳教育たいそうを体験したあとは、経絡のつまりをとる ので、すっきりした、気持ちよかったと答える子どもが多く、心と体が解放された感覚を、十 分体験してもらえると思います。 また、最後に行う、ペアで相手をほめるゲームでは、友だ ちを認めるちから、ほめられる嬉しさ、自己認定、意欲など
が育ちます。 この脳教育の最終目標は、心とからだをほぐすことで、最大限に脳を活用す�驍ｱと。頭がさ わやかになり、心も平安になり、健康になること、平和な脳を育成することにあります。	
「これからは脳教育で平和教育を!」	

 ● PTCアンケートより ● 

  　・エネルギーを感じるのがよかった。 
  　・気持ちよかった、落ち着くことができた。
  　・リフレッシュして新しい⾃自分に⽣生まれ変わったような気がした。 
  　・ジンギスカンダンス、楽しかった！踊りが⾯面⽩白い 
  　・太⿎鼓リズム、おもしろすぎる。

PTCのご相談、その他なんでも！ 日本脳教育協会広島支部 清川まで、お気軽にお問い合わせください。 
メール　hiroshima@ibreajapan.org　　 電話　090-8998-7745（17時以降） 　 FAX 082-877-7175 

プログラム 全80分間 

① 脳ちゃん劇『誰が一番?』  
② ハッピー講演 
　『 グッドニュースが 
　　　　　　　　　グッドブレインをつくる 』  
③ やってみよう!『 脳教育たいそう 』 
　 講師：ブレイントレーナー1級講師  
　　　 楠本まゆみ・鎌田眞実・清川紗衣 ほか 

祝 辞 
広島県知事      湯﨑 英彦 

祝 辞 
作曲家      奥村 愛 

 「 ひなまつりフェスティバル 」が盛大に開催されることを、心からお慶び申し上げます。 
　我が国の伝統行事である「ひなまつり」を身近に感じ、親しめるイベントとして実施されるこのフェスティバルは、
豊かな個性と響きを持つ和楽器による邦楽コンサートなど、親子孫の三世代にわたって参加し、楽しむことのできる
多彩な内容で構成されています。御来場の皆様にはこの機会に是非、ひな祭りについての関心を深められますととも
に、我が国の伝統文化の素晴らしさを再認識していただければ幸いでございます。 
　終わりに、フェスティバルを通じ、日本の伝統文化を広く発信いただくことを期待いたしますとともに、本フェス
ティバルの御成功と皆様のご健勝を祈念して、お祝いの言葉といたします。 
	

	

んだ私にとって、伝統音楽に携わるのは目が覚める思いでもありました。 
　2002年より、「伝統文化を継承する」という趣旨が、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である教育基本
法に明記されました。なぜ、近年になってからなのでしょうか。伝統文化には、先祖から大切に育まれてきた生き方
や感じ方、願いが受け継がれています。私たちの足元に築かれた伝統とのつながりを、日本人が自らの内に発見し、
見つめ、実感し、感謝していく中にこそ、豊かな感性が育まれ、生きる根をしっかりと下ろすことにつながるからで
はないでしょうか。それは私自身が、日本の伝統音楽に触れて気づかされたことだったからです。 
伝統文化を通じて子どもたちの豊かな感性を育む「人づくり」によって広島から和の心＝平和の心が世界へ広がるこ
とを願っております。最後に、ひな祭り文化普及協會の益々のご活躍を心より祈念いたします。 

脳教育プロジェクトについて 
 

NPO法⼈人⽇日本脳教育協会の脳教育は、国連NGOである国際脳
教育協会の、最新の脳科学と東洋医学とヨガに基づいたプロ
グラムです。⼈人がストレス等で⼼心を閉ざすと、⾝身体では胸の
経絡が詰まり、呼吸も浅くなります。「 脳教育たいそう 」
を体験したあとは、経絡のつまりをとるので、すっきりし
た、気持ちよかったと答える⼦子どもが多く、⼼心と体が解放さ
れた感覚を、⼗十分体験してもらえると思います。 また、最後に⾏行行う、
ペアで相⼿手をほめるゲームでは、友だちを認めるちから、ほめられる嬉しさ、
⾃自⼰己認定、意欲などが育ちます。この脳教育の最終⽬目標は、⼼心とからだをほぐすことで、
最⼤大限に脳を活⽤用すること。頭がさわやかになり、⼼心も平安になり、健康になること、平和な脳を
育成することにあります。「 これからは脳教育で平和教育を！ 」 　 　 　 　 　 　

  3月3日（日）①13：00開演・②16：00開演　会場 / ３Fギャラリー 
笑って動いて楽しんで！PTCや小中学校のイベントに！ 

これからは 脳教育 で 平和教育 を！	

NPO法人日本脳教育協会広島支部 
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　本日から３日間、「 ひなまつりフェスティバル 」と称して様々な事業が盛大に開催され
ますことを心からお喜び申し上げます。 
　ひな祭り文化普及協會は、日本古来の伝統行事である “ひな祭り”を多くの方々に再認識
してもらいたいと願い平成19年（2007年）に設立されました。以来、毎年３月に開催され
ているひな祭りコンサートは、時代を経て受け継がれてきた和の文化を通して、市民が平和 

 
　本日はご来場いただきありがとうございます。 
11回目を迎えるこのたびのイベントは、過去10回にわたって一緒に活動し、お世話になっ
てきた演奏者の方々を中心に合唱や朗読団体など、幅広いジャンルの皆さんの協力のもと、
フェスティバルとして開催する運びとなりました。 
　訃報ではありますが、昨年開催しました10回記念公演の前日3月2日に、ひな祭り文化普 

中井 智弥　Tomoya Nakai  
 

⼆二⼗十五絃箏演奏家、作曲家。三重県出⾝身。
東京藝術⼤大学⾳音楽学部邦楽科卒業。 ⾳音域の広い⼆二⼗十五絃箏を駆使し、箏の持つ可能性
と芸術性を追求している。 その圧倒的テクニックと、ダイナミックかつ繊細な⾳音楽表
現は、⼈人の⼼心を惹き付ける魅⼒力力がある。 外務省や国際交流基⾦金金主催事業で南⽶米、アジ
ア、欧州など巡り世界中で賞賛をうける。
 
	舌 ガタロウ　Gataro Zetsu!
	

版画・墨彩画家、京都府出⾝身。
武蔵野美術⼤大学デザイン学科卒業。1998年 第1回棟⽅方志功版画⼤大賞にて⼊入選。2001
年 FUJIFILMのグラフィックデザイナーとして⼊入社。デザイン業と並⾏行行して⽊木版画や
墨彩画の作品を創作し、2008年初の個展を⾏行行う。作品は「 和の美 」を⼤大切にし、素
朴で温かみが有る。本公演プログラム・ポスター・チラシ絵「おひなさま」版画制作。 

島村 聖香　Seika Shimamura!
!

邦楽囃⼦子、広島県出⾝身。
東京藝術⼤大学⾳音楽学部邦楽科卒業。同⼤大学⼤大学院⾳音楽研究科修了。在学中、宮中桃華
学堂に於て御前演奏。同⼤大学⾮非常勤講師。⽇日本⾳音楽集団団員。古典から現代曲まで幅
広く活動する傍ら、⼩小中⾼高等学校などでのワークショップにて、邦楽器や伝統⾳音楽の
魅⼒力力を伝える事にも⼒力力を⼊入れている。

本庄 康代　Yasuyo Honjo!
	

語り、東京都出⾝身。
舞台⾐衣装・テキスタイル・バックのオリジナルブランドを持つデザイナー。ダンスパ
フォーマンスの振り付けおよび総合演出。各種のイベント企画・演出・プロデュース
を⼿手掛ける。また、ことばと⾳音楽・映像との共時性に「語り」を融合させた、美しく
豊かな⽇日本語の表現の可能性を追求している。
 

邦楽むかし話Concert 出演者プロフィール

● ゆめタウン＆藤娘 特別協賛 小中学生ご招待コンサート出演 ●�

ひな祭り⽂文化普及協會代表、
⽇日本脳教育協会広島⽀支部⻑⾧長。
⽣生⽥田流筑紫派師範、⽣生⽥田流
箏曲清⽷糸會主宰。1999年フ
ランス公演の他、国際交流
イベントや⼩小中学校での邦
楽鑑賞会に多数出演。2003
年より「ひな祭りコンサー
ト」を主催している。広島
市在住。

響和堂代表、イベントプロ
デューサー。外務省の依頼
によりカタール、クウェー
ト、トルコ公演の他、国内
外で⾳音楽コンサートを中⼼心
にしたイベントを⼿手掛ける。
ひな祭り⽂文化普及協會副代
表として主催公演に参加、
朗読や脚本構成を⾏行行ってい
る。広島出⾝身、東京都在住。

「ひな祭り」講演
清川 紗衣 

Sae Kiyokawa!

語り
仲村 映美 

Emi Nakamura!

祝 辞 
広島市長      松井 一實 

の心を育むことができるイベントとしてすっかり定着しています。 
　今年は、特別ゲストに、東京から、世界で活躍されているジャパトラのみなさんをお迎えして、絵と語りと伝統楽
器による邦楽むかし話コンサートが開催されるのを始め、ソプラノ演奏及び合唱や広島を代表する邦楽演奏家によ
る名曲鑑賞会、さらに親子での育脳体験で絆を深め和の響きを堪能する催しなど、盛り沢山の内容が用意されていま
す。このような事業の開催は、歴史・文化に対する市民意識の高揚を図っている本市にとりましても、誠に意義深く、
開催に当たりご尽力された皆様に心から敬意を表しますとともに、今後も末永く継続されますことを願っています。 
　終わりに、本事業の御盛会と、ひな祭り文化普及協會及び関係団体の今後ますますの御発展を祈念いたしまして、
お祝いの言葉とさせていただきます。 

ごあいさつ 
ひな祭り文化普及協會 代表　　清川 紗衣 

及協會芸術顧問であり、広島大学大学院准教授であった松永光紗先生が、永眠されました。友人でもあった松永先生
の指導や人脈の存在なくして、今までの事業開催はあり得なかったと、松永先生への感謝の言葉をこの場で申し上げ
たいと思います。さて、ご来場のみなさまにはステージのお雛様といっしょに、聞くだけでなく見ることでも楽しめ
るステージとなるよう様々な工夫もしております。美しい歌声や合唱のハーモニーに心癒され、日本の伝統楽器や昔
話に心あたたまり、脳教育たいそうで身体もリフレッシュしていただければと願っております。そうして会場全体の、
あたたかな明るいひな祭りの輪で、広島の街が明るくなればと願っております。 
　最後になりますが、フェスティバル開催にご協力いただきました団体・協賛企業の皆さまに心から感謝を申し上げ、
ご挨拶のことばといたします。 



94

　●「 お雛さまの魅力 」（ 講演：清川紗⾐衣 ）
　　ひな祭りの歴史や、ひな⼈人形の変遷、⼤大名家や豪商に伝わるひな段飾りなど、お雛さまの
 　 　魅⼒力力を伝えるミニ講演。
	

　●「 猿蟹合戦 」（ 語りと映像 ）
　　⽇日本のむかし話「 猿蟹合戦 」。ジャパトラ初の作品で絵のかわいさ、物語の展開、⾳音楽の
 　 　それぞれが⼩小気味よく微笑んでいただきながら、親⼦子で楽しめる作品です。各キャラクター
 　 　に個性を持たせ、印象的な作品に仕上がっています。

 　●「 おぼろ月夜 」 
 
　●「 君を乗せて 」 
　　スタジオジブリの名作「 天空の城ラピュタ 」のテーマソング。シータとパズーの感動の
 　 　シーンが蘇ります。箏ならではのカバーでお届けします。

 　●「 おこりじぞう 」（ 語り：仲村映美 ）

　●「 花のように 」	

　●「 しゃぼん玉 」 
 　 　しゃぼん⽟玉のはかなく消える命の世界を表現しました。はかなく消えようとしても夢や希望
 　 　をみる美しさを⾳音に託します。

　●「 うばすて山 」（ 語りと映像 ） 
　　⽇日本に伝わる昔話「姥捨⼭山」。「６０歳になったら皆、⼭山にすてろ」という掟を破る親孝⾏行行
 　 　息⼦子の感動のお話。涙するような⼼心温まる作品かつ、ユーモアな後⽇日談展開もある⾯面⽩白い作 　 　
 　 　品です。感動のシーンでは曲が⼤大きく作品を⽀支配します。
 
　●「 井筒 」 
　　能楽「井筒」を題材にした⼆二⼗十五絃箏ソロの曲。在原業平によせる⼀一途な恋⼼心をいだく井筒
 　 　の⼥女女のお話。業平を思うがあまり、昔を懐かしんだり、⽉月明かりの中で形⾒見見の装束をつけ舞
 　 　を舞う、井筒の⼥女女の情念と幽⽞玄の世界をお届けします。⾳音楽と絵で能の世界に誘います。

　●「 花のように 」	
	

　●「 泣いた赤鬼 」（ 語りと映像 ） 
　　⼤大の親友⾚赤⻤⿁鬼と⻘青⻤⿁鬼の感動のお話。絵本の名作をジャパトラが描きます。⾚赤⻤⿁鬼の夢を実現す
 　 　るための⻘青⻤⿁鬼のけなげな想いに⼼心打たれ、⼈人を想うということを改めて考えさせられます。
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　　　　18：30開演 　2F スタジオ　 
　　　 　　坂井里衣と素敵な仲間たち  ̶ 春を寿ぐ ̶ 
 　 　 　 　   　 　 　坂井⾥里里⾐衣（ソプラノ）、三好敬⼦子（ピアノ）、飯島聡志（テノール）、声の⽂文化普及協会（朗読）、 　 　
 　 　 　  　  　 　 　コール ゆうかり（合唱）、 アンサンブルかのん（合唱）、憲法ミュージカル合唱団（合唱）

　　　　13：30開演 　2F スタジオ　 
　　　 　　箏・三絃・尺八コンサート  ̶ 春、日本の心を歌う ̶  
 　 　 　 　   　 　 　中村あゆみ（箏・三絃）、⼭山本観⼭山（尺⼋八） 　助演：菊森美穂、神囿歌世⼦子

　　　　19：00開演 　2F スタジオ　 
　　    　　ジャパトラ 邦楽むかし話コンサート 
 　 　 　 　   　 　 　中井智弥（⼆二⼗十五絃筝）、島村聖⾹香（邦楽囃⼦子）、⾆舌ガタロウ（版画・墨彩画）、本庄康代（語り）

　　　　11：00開演 　2F スタジオ　 
　　    　　ジャパトラ 邦楽むかし話コンサート 特別協賛 小中学生無料招待公演 
 　 　 　 　   　 　 　ジャパトラ、仲村映美（語り）、清川紗⾐衣（ひな祭り講演）

　　　　13：00開演 　3F ギャラリー　　　　 
　　    　   PTCや小中学校のイベントに！これからは脳教育で平和教育♪ 
 　 　 　 　  　 　 　 NPO法⼈人⽇日本脳教育協会広島⽀支部

　　　　14：30開演 　2F スタジオ 　
　　   　　 ジャパトラ 邦楽むかし話コンサート  
 　 　 　 　  　 　   中井智弥（⼆二⼗十五絃筝）、島村聖⾹香（邦楽囃⼦子）、⾆舌ガタロウ（版画・墨彩画）、本庄康代（語り）

　　　　16：00開演 　3F ギャラリー　　　　 
　　    　　PTCや小中学校のイベントに！これからは脳教育で平和教育♪ 
 　 　 　 　   　 　  NPO法⼈人⽇日本脳教育協会広島⽀支部

	

 3/3 
（日） 

 3/2 
（土） 

 3/1 
（金） 

  3月1日（金）18：30開演 

 　 　 坂井里衣と素敵な仲間たち  ̶ 春を寿ぐ ̶ 
 	

ことほ 

「 藤村の言葉 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  お話：滝口 裕子　坂井 里衣 
 
「 愛する歌 」　詞：やなせ たかし　曲：木下 牧子　　　　　  うた：坂井 里衣　ピアノ：三好 敬子 
　　１．誰かが小さなベルをおす　　　　２．ロマンチストの豚 
　　３．雪の街　　　　４．ユレル　　　５．さびしいカシの木 
 
「 春はあけぼの 」　台本：和田 純子　　　　　　　　　　　   お話：声の文化普及協会　夢Cast 
 
「 お伽噺 」　詞：新美 南吉　 曲：木下 牧子　　　　　　　　うた：坂井 里衣　ピアノ：三好 敬子 
 
「 早春賦 」　詞：吉丸 一昌　 曲：中田 章　 編曲：岩河 三郎 ̶  休憩  ̶ 

  3月3日（日）11：00開演 
 　   ̶— 特別協賛 ゆめタウン＆藤娘 Presents ⼩小中学⽣生無料招待公演 ̶— 

  3月3日（日）14：30開演 
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　ジャパトラとは … 
　　　　　　　　　　　JAPAN TRADITIONAL ARTS ACADEMY 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   の略称です。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本の伝統楽器による演奏と墨彩画の映像演出に、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことばを融合した現代の新しい表現スタイルの挑戦と 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成を目指しています。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供から大人までが音楽・絵・ことば、によって日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の伝統文化のすばらしさに触れ、楽しく鑑賞し、一緒 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に学べることを基本に、新しい日本文化の創造に寄与 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　したいと考えています。 
	

 	
●「 SAKURAメドレー 」 
　ポップスの「 さくら 」を、何曲かメドレーにしました。
 　箏と⾔言えば、⽇日本古来の「 さくら 」ですが、ポップスの名曲でお届けします。
 　春らしいひとときをお楽しみください。
　　　　　　　 
●「 おこりじぞう 」　（ 語りと映像 ）
　1945年広島に原爆が投下されました。
 　” わらいじぞう “と呼ばれていたおじぞうさんは、戦争のまっ最中の町をみつめていまし
 　た…。
 　だんだんと戦争を知らない世代になってきた今、⼭山⼝口勇⼦子さんの原作をもとに、ジャパト
 　ラ流に作品をつくりました。戦争の悲惨さを伝え、これからの平和を願いお届けします。 
	

●「 おぼろ月夜 」 
　童謡の「 おぼろ⽉月夜 」をアレンジしました。
 　まるで夜の菜の花畑を空⾶飛ぶような気持ちよさを込めてみました。
 
●「 月のうさぎ 」（ 語りと映像 ）
　⽇日本の秋は⽉月。雪⽉月花というとおり、春の花、冬の雪とともに、⽇日本の四季を代表する 　
 　ものの⼀一つです。古くから⽇日本⼈人は⽉月を愛でつつ、いろいろな気持ちをそこに託しました。 　
 　このお話しは、古代インドの仏教説話 「 ジャータカ物語 」 に収められているもの
 　をモチーフにしています。
  
●「 花のように 」 
 　世阿弥の「 花は⼼心 」という⾔言葉をモチーフに作曲しました。
 　舞台で演者が花開くよう祈った作品です。真の花は強い⼼心でないと開かないとうたわれてい
 　ますが、曲は⼈人⽣生の苦難を乗り越え、真の花を何度も咲かせるかのごとく、テーマが繰り返 　
 　され⾼高揚してゆきます。

ソプラノ歌⼿手。幼い頃から歌⼿手を志す。⼩小学⽣生の頃のあだ名は「オペラ坂井」。
その気になったまま、現在に⾄至り、このような演奏会を開くことに…。エリザ 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ベト⾳音楽⼤大学⼤大学院修了。在学中、1年間イタリアへ留学。第2回ミネルビオ国
際声楽コンクールファイナリスト（イタリア）。第28回飯塚新⼈人⾳音楽コンクー 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ル声楽部⾨門第3位。第8回藤沢オペラコンクール⼊入選。第6回⻑⾧長久⼿手国際オペラ
コンクール第2位。第63回エリザベト⾳音楽⼤大学定期演奏会モーツァルト『レク 　 　 　 　 　 　 　 　 　
イエム』ソプラノ・ソロ、⼭山⼝口県⾳音楽協会主催 ⼭山⼝口県芸術演奏会、TACA New  　
Music Series 2007 ” Sound of the East 2007”（ソウル）、第28回鳴⾨門第九
演奏会前夜祭等の演奏会に出演し、第140回⽇日演連新⼈人演奏会においては広島
交響楽団と共演。 尚、オペラでは『椿姫』『魔笛』『ヘンゼルとグレーテル』
『バスティエンとバスティエンヌ』『カルメン』等に出演し、好評を博してい
る。これまでに、故 ⻑⾧長峰佐和、成末朋⼦子、カルメン・サントーロ、頃安利秀、
故 松永光紗、林裕美⼦子の各⽒氏に師事。 平成24年度「芸術・⽂文化 　若い芽を育
てる会」特別賞受賞。「いつも皆様の笑顔のために」、⻄西⽇日本を中⼼心に幅広い
活動を⾏行行っている。（ ブログhttp://ameblo.jp/riecanta/ 「リエは歌う」）

声楽家。広島⼤大学教育学部⾳音楽⽂文化系
コース卒業。広島⼤大学⼤大学院教育学研究
科⾳音楽⽂文化教育学専修修了。「ドン・
ジョヴァンニ」マゼット、「魔笛」モノ
スタトス、「道化師」シルヴィオ、
「ラ・ボエーム」マルチェッロ、ショ
ナール、「蝶々夫⼈人」シャープレス、ヤ
マドリ役などで出演。⼜又、モーツァルト
「戴冠式ミサ」、ベートーヴェン「第
九」ソロ等、多くのコンサートへ出演。
あきクラシックコンサート実⾏行行委員会会
⻑⾧長。中国新聞⽂文化センター講師。広島⽂文
化学園⼤大学⾮非常勤講師。声楽を、奥⽥田誠、
枝川⼀一也、故・松永光紗、折江忠道の各
⽒氏に師事。2013年テノールに転向。

ピアニスト。エリザベト⾳音楽⼤大学⼤大学
院後期博⼠士課程満期修了。リスト⾳音楽
院夏期セミナー、霧島⾳音楽セミナー、
ウィーン国際⾳音楽セミナー、ミュンヘ
ン夏期セミナー、秋吉台⾳音楽アカデ
ミーを受講し、各セミナーの修了演奏
会に出演。⼜又、2002年~2003年ミュ
ンヘンにてピルナー⼥女女史の元研鑽を積
む。2001年、2003年、2004年広島に
て演奏会開催の他、2003年ヒロシマア
カデミーとモーツァルト:ピアノ協奏曲
第15番を共演。これまでに布施京⼦子、
井上⼀一清、坪⽥田昭三、柴⽥田美穂の各師
に師事。現在、幅広い楽器との共演及
び、後進の指導にあたる。

宮沢 賢治 「 雨ニモマケズ 」　　　　　　　　　　　　　　 お話：声の文化普及協会　夢Cast 
 
「 あすという日が 」　詞：山本 瓔子　曲：八木澤 教司　　　　  　　 　うた：アンサンブルかのん 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ピアノ：奥村 静香　　　 
 
「 四季の憲法 」　詞：広島 東竜　曲：たかだ りゅうじ　　　　  　  うた：憲法ミュージカル合唱団　 
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  指揮：平井 充晴　 ピアノ：宇城 昌里子 
 
「 二度とない人生だから 」　詞：坂村 真民　 曲：鈴木 憲夫　　　　　　　  うた：コールゆうかり　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ピアノ：石原 佐年子 
 
オペラ「 椿姫 」より　台本：フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ　 作曲：ジュゼッペ・ヴェルディ 
　 「 乾杯の歌 」 
　 「 不思議だわ… 」「 あぁ、きっとあの方なのね！ 」「 花から花へ 」 
　　　ヴィオレッタ：坂井 里衣（パリ社交界の花）　アルフレード：飯島 聡志（ヴィオレッタに恋する若者） 

　　　　友人たち：堀内 純子、三川 智代、本橋 悦子、河口 沙由梨 
　　　客人たち：三宅 秀人、栗栖 慎一、コールゆうかり　　　　　　　　　 ピアノ：三好 敬子 
 

飯島 聡志 
Satoshi Iijima!

三好 敬子 
Keiko Miyoshi!

 　 　 　 　 　ジャパトラ 邦楽むかし話Concert	

  3月2日（土）19：00開演 

坂井 里衣　	
Rie Sakai	
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Stage１“ 糸”　中村 あゆみ 
 
 　⼤大陸より伝来して以降、基本はしっかりと残しつつ、⽇日本⼈人の好みに合った⾳音⾊色・表情を求
 　め、⻑⾧長い年⽉月をかけて少しずつ変化してきた箏。それは現代においても決して完成形ではな
 　く、常により時代に合った⾳音、より豊かな表現⽅方法を求め進化し続けています。
 　ステージ 1 では「 さくら 」の原曲が出来た幕末から今⽇日までの、春にちなんだ曲を選んで
 　みました。時の流れとともに変わっていくものの中に、受け継がれていく⽇日本の春への思い
 　を感じていただけるのではないでしょうか。
　 
　　「 さくら変奏曲 」　　作曲：宮城 道雄　　　 
　　　　　　箏Ⅰ：中村 あゆみ　　　箏II：神囿 歌世子　　　十七絃：菊森 美穂 
　 
　　「 うれしいひなまつり 」　作曲：河村 光陽　　編曲：奥村 愛（ 初演 ）　 
　　　　　　箏   ：中村 あゆみ 
	
　　「 春三題 」　　　　　　作曲：長沢 勝俊 
　　　　　　箏   ：神囿 歌世子　　　三絃：中村 あゆみ 
 
 
 

Stage 2 “ 竹”　山本 観山 
 

 　1300年前に⽇日本に伝わってきたといわれる⽇日本の伝統楽器尺⼋八。⻑⾧長い年⽉月を経ても、その 　 　
 　シンプルな構造は変化することはありませんでした。 しかし、その⾳音⾊色はシンプルな構造 　
 　とは裏腹に微妙で多彩です。いろんな⾳音⾊色を感じ、お楽しみいただければ幸いです。

　　「 鹿の遠音 」　　　 　  作曲：作者不詳 
 

　　「 尺八による日本のメロディ ̶ 荒城の月 ほか 」　 
 

　　「 片足鳥居の映像 」　 作曲：佐藤 敏直 

  3月2日（土）13：30開演 

　　箏・三絃・尺八コンサート  
　　　　　　　　　̶  春、日本の心を歌う ̶ 
 　　　　　　	

Stage 3 “ 糸竹” 　中村 あゆみ & 山本 観山　 
 
 　箏・三絃との合奏に使われる楽器が、胡⼸弓から主に尺⼋八へと変化して以来、これらの楽器は 　 　
 　切っても切り離せない仲となりました。中でも尺⼋八と箏による 「 春の海 」は世界的にも有
 　名であり、邦楽の代表作の⼀一つと⾔言えるでしょう。
 　本⽇日はその他、様々組み合わせの演奏をお楽しみいただきたいと思います。
　 
　　「 今小町 」　　作曲：菊岡 検校　　　 
　　　　　　箏　：中村 あゆみ　　　三絃：菊森 美穂　　　尺八：山本 観山 
　 
　　「 春の海 」　　作曲：宮城 道雄　　　 
　　　　　　箏   ：中村 あゆみ　　　尺八：山本 観山 
	
　　「 明鏡 」　　　 作曲：杵屋 正邦 
　　　　　　三絃：中村 あゆみ　　　尺八：山本 観山 
 
 
 

● 　 賛 助 出 演　  ● 

呉市出⾝身。祖⺟母・菊森智⼦子に⼿手
ほどきを受け、その後深海さと
み⽒氏に師事。東京藝術⼤大学邦楽
科、同⼤大学院卒業。⽇日本当道会
⼤大師範。宮城コンクール⼊入賞。
都内の⼩小学校にて、箏を取り⼊入
れた⾳音楽授業の講師を務める。
広島でも後進の指導にあたる。

箏・三絃を⺟母・神囿歌菜⼦子、
⾦金金澤歌光⽒氏に師事。くまもと
⻑⾧長⾕谷検校記念全国邦楽コン
クール奨励賞を受賞。⼤大師範
として後進の指導にあたる。
福島市⽴立立内海⼩小学校特別⾮非常
勤講師。びんご⽂文化⼒力力を繋ぐ
会理事。沼隈⽂文化連盟理事。

菊森 美保 
Miho Kikumori 

神囿 歌世子 
Kayoko Kamizono 

中村 あゆみ　Ayumi Nakamura!
!

東京藝術⼤大学⾳音楽学部邦楽科卒業。箏・三絃を永⽥田⽂文⼦子、深海さとみ両⽒氏に師
事。第16回全国⼩小・中学⽣生箏曲コンクール牧本賞を受賞。宮城会主催コンクー
ル演奏部⾨門児童部１位。第9回くすのき芸⽂文の⾥里里箏曲コンクール ⼭山⼝口県知事賞
を受賞。宮城道雄記念コンクール演奏部⾨門 ⼀一般部第1位。広島翔洋⾼高等学校⾮非
常勤講師。筝曲会 “ ⻄西の⾵風 ” 主宰。

山本 観山　Kanzan Yamamoto!
!

1983年上⽥田流尺⼋八道技芸審査会（全国コンクール）で⼊入選⼀一位受賞、以後6年
連続受賞し、無審査となる。1990年・2001年NHK邦楽オーディション合格。 　
NHK-FMラジオ放送『邦楽のひととき』に出演など、広島を中⼼心に多⽅方⾯面でユ
ニークな活動を⾏行行っている。上⽥田流尺⼋八道家元代講師、NPO法⼈人全国邦楽合奏
協会常務理事、中国新聞⽂文化センター講師、広島⼤大学邦楽部指導、尺⼋八⼭山の会
主宰。


