
相馬高校・相馬東高校吹奏楽部合同バンド
相馬高校 吹奏楽部　    指揮・指導　鈴木謙太郎　顧問　石山智恵
相馬東高校 吹奏楽部　 指揮・指導　萩原敬士　    顧問　荒川誼華

フルート 青田明日海 阿部千諒 北島鈴之 齋藤万穂 齋藤真友 髙田志保 濱内理紗 宮野夏希
クラリネット 阿部笑佳 荒木里南 荒義之 遠藤唯 川村莉奈 佐藤早苗 佐藤宏俊 佐藤要助 志賀未奈実

鴫原真里奈 髙野瑞樹 武澤舞 藤岡愛理
オーボエ 佐伯友華子
ファゴット 坂田李保
サクソフォン 佐藤楓恋 菅原亜衣 西内紗弥 福島里央 鉾建胡桃子 前川楓 村上友紀乃 渡部真子
ホルン 荒麻唯 大塚春香 斎藤世菜 坂本華 嶋田祐希 末永廉 鈴木里奈 津田明里
トランペット 青田早生 阿部貴也 猪狩桃佳 伊作潤 大塚春香 大塚福千 小野あみか 佐藤まゆ 佐藤由基
トロンボーン 今野優羽 宍戸天空 清水真翼 髙橋美波 寺島あさひ 斗蔵絢子 中野瑞貴
ユーフォニウム 草野杏子 佐藤亜海 臺内拓達
チューバ 大矢美香 坂内愛美 星里奈
コントラバス 飯畑秋也 佐藤奈波
パーカッション 荒菜々美 伊東朝香 菅野彩織 菊地大雅 佐藤風音 佐藤陽菜 宍戸蒼 柴田倫 髙橋由美

常松悠太

相馬子どもコーラス
指揮・指導　古橋富士雄　　ピアノ伴奏　山内知子　　振付　ラッキィ池田　彩木映利
指導　小島弥生（桜丘小合唱部顧問）、芳賀沼智、原育美、鈴木美奈子、児玉理恵、大谷裕子、三森知子、半澤淳子、佐藤香子、大瀧純平、佐藤芳樹

ソプラノ 天野良淳 大井愛生 大埜陽奈 菅野美藍 斉藤司穏 佐藤菜々華 佐藤麻由 佐藤藍々 菅原ゆうひ

髙田瑛里 高田裕矢 中川綾乃 二宮将 二宮結香 芳賀沼美祐 早川ひとみ 引地悠生 藤田美菜

伏見月那 丸山早紀 宗像亜弥 八島伶奈

メゾソプラノ 池田悠希 木下紗那 木村海斗 木幡恭子 佐々木奏 佐藤千菜津 林乃愛 松岡彩奈 宗像隼矢

メゾアルト 太田真依子 奥山樹 小山内凜 菅野聖玲菜 朽木絢香 佐光美咲 佐藤菜々香 遠宮かりん 藤巻杏菜

中島陽太 沼崎雪花 森蓮太郎 渡部紗也

アルト 岩崎真美 大塚千尋 河野陽奈 菅野すみれ 菅野千彩美 倉本いろは 後藤優樹 今野茜 佐藤飛羽

佐藤悠芽 田中日菜 寺島真子 林佳瑞 羽山菜子 原詩緒莉 本間くるみ 村岡麗香 室井瀬奈

森田紗衣 光岡麻衣 吉田旭 吉田匠 渡部唯 横山慧 横山実咲

相馬合唱団エスポワール
指揮・指導　青田千穂子　　団長　佐藤広志
平成２５年に開催された相馬市民会館落成を祝う合唱団のメンバーが母体となり平成26年設立。被災地復興に向け、
希望に満ちた歌を歌いながら100年度も続く合唱団を目標としている。「エスポワール」とはフランス語で「希望」の意味。

ソプラノ 江口正子  遠藤邦枝　 遠藤百合江　 小田重子 柿沼葉子　 鍛冶内博子 加藤仁子 金田マサ子　 桑折和子　
今野久子 佐藤タカ子 佐藤タケ 佐野ヒロミ 新開昌子 立谷悦子 中島忠子 芳賀恵子 長谷川紀江
布施梨奈 松井和子 松本美智子 村井洋子 村山哲子　 八巻優子 渡辺里子

アルト 青田千穂子 阿部清子 阿部美智子 牛河内敬子 大川セツ子 小木曽東亜子 金丸暢子 鎌田のり子 小関恵美
佐藤千賀子 佐藤トキ 鈴木京子 平田一恵 門馬照子 吉田はる子 永田恵子

テノール 青田隆之　 伊藤春人 遠藤利男 佐藤広志 鈴木一弘 鈴木博　 高村拓男 名川恭男 村山正之
バス 赤津将之 鏑木久彦 草野清貴 佐藤潤一 佐藤治 寺島博信 福山一男 藤澤正孝 村田伸生

相馬子どもオーケストラ
指揮・指導　浅岡洋平　 指導　須藤亜佐子、 加藤麻子、 齋藤由利子（中一小器楽部顧問）　 
指導補佐　熊坂忠夫、 田村純正、 横山邦夫　 楽器管理　 後藤賢二

バイオリン 阿部遥奈 荒井秀幸 石井瑚々奈 泉井心那 大井梨々子 奥山礼菜 奥山礼帆 蔭山ひな乃 蔭山愛乃 川勝万里奈
菅野心優 菅野莉子 菊地咲来 清信早希 桑島柚奈 小寺那奈 小寺佑奈 坂本晴南 坂本優芽 佐々木晴花
佐藤あかり 佐藤花音 佐藤花音 佐藤初音 佐藤麻由 菅原徳馬 杉本舞姫 杉本真愛 杉本雪姫 鈴木莉桜
土屋巳早希 土屋萌々圭 長階志穂子 中川魁 中川颯 新妻真望 西内野乃 西山匠海 野呂匠吾 半谷隆行
引地悠生 堀内美結 松浦司知 宮島瑠奈 村井秋絵 門馬由佳 門馬凛央 吉田知笑 渡部純那 渡部美羽
★飯田佑理子 ★真鍋友花 ★中谷菜穂 ★山本綾香（大槌プロジェクト弦楽器指導担当）

ビオラ 伊東七海 菅野朱音 菅野潮音 菊地七海 清信有佑 佐々木優花 佐藤冬華 篠山ひよ 杉本萌音 杉村侑愛
村岡さやか 森千純 森月乃 ★渡辺更 ●橋本顕一（元読売交響楽団ビオラ奏者）

チェロ 菅野そら 清信圭吾 佐藤仁奈 添田歩佳 臺内結佳 新妻一真 前田力 吉田里紗 ★網島亨 ★大竹黎
★中村融子

コントラバス 武澤和輝 寺内海人 鉾建幹太 宮嶋慎悟 ●吉永麻也乃 ★伊藤翔匠
フルート ■齋藤万穂 □齋藤真友
ピッコロ ●岡崎明義
オーボエ ■佐伯友華子 ●神島竜司
クラリネット □佐藤宏俊 ■藤岡愛理 ★エル・システマジャパン フェロー（指導ボランティア）

ファゴット ■坂田李保 ●湯本真知子 ●賛助

コントラファゴット ●後藤芙樹 ■相馬高校吹奏楽部賛助

サクソフォン □西内紗弥 □福島里央 □村上友紀乃 □相馬東高校吹奏楽部賛助

ホルン ■大塚春香 □藤野小春 ●竹折綾菜 ●鈴木謙太朗（相馬高校吹奏楽部顧問）
トランペット □青田早生 □猪狩桃佳 ■大塚桃香 ●萩原敬士（相馬東高校吹奏楽部顧問）
トロンボーン □宍戸天空 ■中野瑞貴 ■寺島あさひ ●兼田一男
チューバ ■坂内愛美
パーカッション □川井　萌 □菊地大雅 ■佐藤陽菜 □山元龍彦

指揮法を斎藤秀雄，高階正光、神谷一衛、作曲を島岡譲、矢代秋雄、ピアノを宮島敏の各氏に師事。これまでに日本のオペラ界の草
分け的存在である「原信子オペラ研究所」の専属ピアニスト、「NHK東京児童合唱団」常任指揮者（音楽監督）、桐朋学園大学音楽
学部講師、東京家政学院短期大学講師、日本合唱指揮者協会理事長、浜松市アクトシティ音楽院音楽監督、日本コダーイ協会理
事を歴任する。特に40数年に渡り「NHK東京児童合唱団」を愛情と情熱に満ちた指導により世界レベルの合唱団に育て上げ、国内
外数多くの賞を受賞し、日本における第一線の演奏団体に育てた氏の力量は称賛されている。現在10の合唱団の音楽監督を務め
る他、NHK「Nコンon the Web」の解説者としてレギュラー出演している他、全国各地での講習会、コンクールの審査等、常に合唱界
の指導的立場を担っている。NHK東京児童合唱団名誉指揮者、日本コダーイ協会諮問委員、日本合唱指揮者協会常任相談役。

古橋富士雄エル・システマジャパン音楽監督（コーラス）：

1949年 福島県相馬市生まれ。10歳の時、相馬市立桜ヶ丘小学校 器楽クラブのバイオリンで弦楽合奏を始める。13歳、中村第一
中学校器楽クラブでフルートに変わりオーケストラ活動を始める。その後、フルートを櫻井茂氏（当時ＮＨＫ仙台放送局所属）、長
谷川博氏（東京藝術大学オーケストラ所属）、故・高橋安治氏（当時ＮＨＫ交響楽団）に師事する。国立音楽大学卒業と同時に専
門学校尚美高等音楽院（現在の尚美ミュージックカレッジ）非常勤講師となり演奏と教育で活動。尚美音楽短期大学専任講師、
助教授、尚美学園大学芸術情報学部音楽表現学科教授職を勤め上げる。また、東京交響楽団との協奏曲共演をはじめ、ソロ演
奏や木管アンサンブルなどでの演奏活動。福島県の相双地区を中心に全国各地で音楽指導者・コンクール審査員も務める。2013
年には茨城県知事、2014年には結城市長より20年続けた、市民と一体になったフルートイベント「フルートファンタジーinアクロス」
に対して芸術文化功労賞を受賞。現在、（社）日本フルート協会代議員、アジアフルート連盟日本本部常任理事、日本管打・吹奏
楽学会会員、日本演奏連盟会員、福島芸能県人会会員、よみうり・日本テレビ文化センター八王子講師、新座市ボランティア委員。

岡崎明義エル・システマジャパン音楽監督（吹奏楽）：

「株式会社HANDSON」代表取締役社長。オペラやオーケストラ・コンサートの舞台にデジタルアートを活用した「メディア・シアター」
シリーズを制作。指揮者・演出・芸術監督として、クラシック音楽の普及と再創造に取り組んでいる。ダルクローズ・メソード、アレキサ
ンダー・テクニーク、ルドルフ・ラバンの身体表現理論を軸に、ユース・オーケストラ教育カリキュラムの制作と実践指導を行っている。
東京芸術大学在学中に第31回「文化放送音楽賞」を受賞。ロータリー財団奨学生としてニューヨークのジュリアード音楽院に留学。
日米両校において大学院を修了。デビューアルバムで音楽之友社「ベストレコーディング賞」クラシック部門第一位受賞。J.F.ケネディ
ー、レナード・バーンスタインが受賞したことで名高い「アウトスタンディング・ヤングパーソンズ・アワード」を受賞。2001年より、音楽教
育・啓蒙活動の任意団体「handson classic」を設立。2005年より株式会社「HANDSON」代表取締役に就任し、エデュケーション・コ
ンサートを核とした音楽制作事業を行う。同社デザイン・プロデューサーとして2008年度「グッドデザイン賞」を受賞するなど、多面的
な活動を展開している。

浅岡洋平エル・システマジャパン音楽監督（オーケストラ）：

お問合わせ：一般社団法人エル・システマジャパン  03-6280-6624
mail: info@elsistemajapan.org   http://elsistemajapan.org/

子ども音楽祭 2016 in 相馬第2回 エル・システマ

出演者名簿

　東日本大震災で被災した子どもたちが音楽での経験を通して、自信や尊厳を回復し、自分の人生を切り開いていく「生きる力」
を育むことを目的にエル・システマジャパンは活動を行っています。
　エル・システマは、1975年に南米ベネズエラで始まり、現在では50以上の国・地域で活動が行われている教育プログラムです。
貧困や治安の悪化という問題を抱えていたベネズエラで、子どもたちを犯罪や非行、暴力などから守ることを目的に始まりました。
　希望するどの子も家庭の事情にかかわりなく、楽器を奏で、歌うことができること、そして、皆で参加するオーケストラの形で学ん
でいくことを重視しています。この開かれた芸術活動と教育理念が、東日本大震災によって厳しい状況にさらされ、特に、原発事故
による影響を心身ともに受けている福島の子どもたちの尊厳を回復し、希望を与えることができるとの思いから、2012年3月、エ
ル・システマジャパンは設立されました。
　福島県相馬市で約30人から始まった週末音楽教室も、今ではコーラスとオーケストラで150人が参加するまでになりました。子
どもたちがそれぞれが目標に向かって仲間と練習し、演奏している姿は周りの人も明るくしています。2014年5月には、2カ所目とな
る岩手県大槌町での活動が始まりました。音楽を通じて子どもたちが繋がり、子どもたちの音楽を通して地域が繋がる。エル・シ
ステマジャパンが目指しているのは音楽が人をつなぐ、地域を変える活動です。

エル・システマジャパン設立から2ヶ月後の2012年５月、福島県相馬市との協力協定が締結し、相馬市での「音楽を通して生き
る力を育む」事業が始まりました。子どもオーケストラとしての音楽活動を通して、子どもたちの心のケアを図ることを目的とし、
地元に根づいた活動を展開しています。エル・システマジャパンは、市内小学校における部活動、授業の支援を、楽器の購入・
修繕、指導、演奏専門家の派遣、特別研修会の実施等の形で開始し、現在は週末を中心として行われる子どもオーケストラ＆
コーラスの活動として展開しています。2016年1月現在で、未就学児から高校生まで約150人（オーケストラ約80人、コーラス約
70人）の子どもたちがそれぞれの目標に向かって活動しています。

相馬子どもオーケストラ＆コーラス

エル・システマジャパンとは

2016.2/13（土） 14:00開演14（日）・ 両日
とも 相馬市民会館入場無料

全席自由

平成２７年度文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業 相馬市
Supported by the Agency for Cultural A�airs, Government of Japan

子ども音楽祭2016
 in 相馬

第2回 エル・システマ

とど け 、未 来 の 仲 間 た ち へ！
子 どもた ち に

よる 子 ど もた ち の た め の 音 楽 祭



第1部　吹奏楽 ─ 相馬高等学校、相馬東高等学校吹奏楽部
1 歌劇「アイーダ」より第二幕第二場　作曲：G.ヴェルディ／編曲：木村𠮷宏

2 リヴァーダンス　作曲：B.ウィーラン／編曲：建部知弘

3 稲穂の波　作曲：福島弘和

4 アルメニアン・ダンスPart１　作曲：A.リード

5 星条旗よ永遠なれ　作曲：J.P.スーザ／編曲：P.スパーク

第2部　合唱 ─ 相馬子どもコーラス

〈1〉 ハンガリーの風 　
1 三つのわらべ歌　作曲：コダーイ・ゾルダーン

 こうのとりのうた　／　緑の森　／　エジェテム ベジェテム
2 踊りの歌　作曲：コダーイ・ゾルダーン

3 ジプシーはチーズを食べる　作曲：コダーイ・ゾルダーン　
4 ヘンルーダの花が咲いたら　作曲：ラヨシュ・バールドシュ

5 夕暮れの歌声　作曲：ヨージェフ・カライ　

〈2〉 コロン・えりか（ソプラノ）さんをお迎えして
1 アレルヤ　作曲：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

2 ラウダーテドミヌム　作曲：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

3 被爆のマリアに捧げる賛歌　作曲：エリック・コロン

〈3〉 故郷の温もり
1 さくらさくら　作曲：不詳

2 からすかねもん勘三郎〈広島地方のわらべうた〉　作曲：間宮　芳生

3 シャシャブとグイミ〈高知地方のわらべうた〉　作曲：間宮　芳生

4 ずいずいずっころばし　編曲：池辺晋一郎

5 新相馬節　採譜・編曲：伊藤康英 

6 相馬盆歌　採譜・編曲：伊藤康英 

7 相馬流れ山　採譜・編曲：伊藤康英 

〈4〉 ぼくの歌・わたしの歌
1 ほら、教室は宇宙だ　作詞：金子満美子　作曲：青島広志　

2 地球をつつむ歌声　作詞：日野原 重明 作曲：加藤 昌則

3 川　作詞：千家元麿 作曲：橋本国彦

4 お菓子の歌より　作詞：蓬莱泰三　作曲：南安雄

 ①チューインガム　／　②ソフトクリーム　／　③ポップコーン 

第１部　オーケストラ　ー相馬子どもオーケストラ

1 東京オリンピックファンファーレ　作曲：今井光也

2 ブランデンブルグ協奏曲第三番BWV1048　作曲：ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

3 水上の音楽　第二組曲　作曲：ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル

 I. Allegro アレグロ　／　ll. Alla Hornpipe アラ・ホーンパイプ　／　lll. Minuet メヌエット　／　

 lV. Lentment ラントマン　／　V. Bourrée ブーレ

4 「シンコペイテッド・クロック」　作曲：ルロイ・アンダーソン

5 「フィドル・ファドル」　作曲：ルロイ・アンダーソン

 

第2部　オーケストラ　ー相馬子どもオーケストラ

1 交響曲第五番ハ短調 作品67「運命」　作曲：ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

 第1楽章　Allegro con brio ハ短調
 第2楽章　Andante con moto 変イ長調
 第3楽章　Allegro. atacca - ハ短調
 第4楽章　Allegro - Presto ハ長調

2 相馬盆歌　採譜・編曲：伊藤康英

 

第3部　オーケストラと合唱　ー相馬子どもオーケストラ＆コーラス、相馬合唱団エスポワール

1 アヴェ・ヴェルム・コルプス　ニ長調　K.618　作曲：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

2 メサイアより「ハレルヤ」　作曲：ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル

プ ロ グ ラ ム

休 憩（ 2 0 分 ）

休 憩（ 1 0 分 ）休 憩（ 2 0 分 ）

休 憩（ 2 0 分 ）

プ ロ グ ラ ム2016.2/13（土） 2016.2/14（日）

主催： 一般社団法人エル・システマジャパン

共催： 相馬市、相馬市教育委員会

後援： 福島民報社、福島民友新聞社、河北新報社

協賛： 株式会社ヤマハミュージックジャパン

協力： オアシス楽器店

子ども音楽祭2016
 in 相馬

第2回 エル・システマ


