
♪ 出演者プロフィール ♪

� 高橋 ちはる（たかはし ちはる） アルト

� 藤崎 美苗（ふじさき みなえ） ソプラノ

岩手大学教育学部、東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院修士課程修

了。声楽を佐々木まり子、佐々木正利、瀬山詠子、故朝倉蒼生の各氏に、バロック

声楽を野々下由香里、ペーター・コーイ、マックス・ファン・エグモントの各氏に師事する。

第10回友愛ドイツ歌曲コンクール第2位入賞。宗教曲や歌曲を中心に活躍している。

これまでにJ.S.バッハのカンタータ、ミサ、受難曲を始め、ヘンデル「メサイア」、ハイドン

「天地創造」、モーツァルト「レクイエム」、メンデルスゾーン「エリア」、ラター「マニフィカ

ト」などの作品をソリストとして演奏している。またバッハ・コレギウム・ジャパンの声楽メン

バーとして公演及び録音に参加、「マタイ受難曲」、「ミサ曲ロ短調」、メンデルスゾー

ンプロジェクトでソロを務めた。

京葉混声合唱団、TRuMP、ファイルヒェン湘南、アンサンブルマルディ、ミルフィーユ各

指揮者。

� 齋藤 由美子（さいとう ゆみこ） ピアノ
桐朋学園大学にてピアノを兼松雅子、坂田晴美各氏に師事。在学中より、歌曲・器

楽の伴奏を務め。 卒業後、ウィーン国立音楽大学・国内の音楽セミナーで、ソロ及

び伴奏法の研鑽を積む。オペラ・第九の稽古ピアニストを務める。2000年にリサイタ

ル開催。合唱・歌曲・器楽のアンサンブルピアニストとして、多くの演奏会やコンクール

に出演し、演奏活動とともに後進の指導に取り組んでいる。帝京平成大学非常勤

講師（2012〜2013年）2015年、千葉市音楽協会主催第１２回「市民による第九

特別演奏会」の稽古ピアニストを務める。

京葉混声合唱団ピアニスト。リクルート混声合唱団では、邦人作品の伴奏ピアニス

トとして、2013年より、演奏会で共演している

東京藝術大学、同大学院修士課程及び博士後期課程独唱専攻修了。

ウィーン国立音楽大学リート・オラトリオ科研究科修了。第79回日本音楽コ

ンクール入選。第10回中田喜直記念歌曲コンクール大賞並びに中田喜直

賞（第1位）受賞。

これまでにソリストとして、ベートーヴェン「第九」をはじめJ.S.バッハ「マタイ受

難曲」モーツァルト「レクイエム」マーラー「交響曲第2番《復活》」等に出

演。オペラではJ.シュトラウスⅡ世「こうもり」（オルロフスキー役）、フンパー

ディンク「ヘンゼルとグレーテル」（ヘンゼル役）等に出演。文化庁助成・日

本演奏連盟主催によるリートリサイタルを開催、「音楽の友」「音楽現代」

の各誌にて「安定した発声と練られた歌唱」「馥郁とした伸びのある声質」

と高い評価を得た後も、継続してコンサート活動を行っている。バッハ・コレギ

ウム・ジャパン声楽メンバーとして国内外での演奏会・録音に参加している。

♪ プログラム ♪

2017年4月29日（土・祝）

13時半開演

場所 まちスポ稲毛交流スペース

主催 ぴあのっこＣｌｕｂ

後援 （公財）千葉県文化振興愛団

（公財）千葉市文化振興財団

NPO法人 千葉アートとスポーツのクラブ連盟

京葉混声合唱団 栗の会（東日本大震災遺児支援）

✤ 地域の音楽愛好家

女声コーラス『コール宙（そら）』 石出裕子 木谷美加 清水泰子 鈴木佐寿子

中塚佐与子 斎藤京子 Pf 青井 英代

下村 岳夫（バリトン、アサラト） Pf 下村 恵子

コワレテット T1海宝守一 T2広山貞夫 B1根本隆雄 B2種田真治 Pf方波見愛

笠 裕子（ピアノ） 杉本 麻里子（ピアノ）



地域の音楽愛好家によるコンサート 胸躍るロマン派の音楽

Mendelssohn : Sechs zweistimmige Lieder op.63

メンデルスゾーン：6つの二重唱曲 作品63より

Ich wollt, meine Lieb ergösse sich 私の愛を伝えたい

Volkslied 民謡

Maiglöckchen und die Blümelein すずらんと小さな花

＊ピアノ Shopin 幻想即興曲

＊ピアノ Schumann   トロイメライ

Schumann : Frauenliebe und Leben op.42

シューマン：女の愛と生涯 作品42より

Seit ich ihn gesehen あの方にお会いして以来

Er,der Herrlichste von allen 彼は誰より素晴らしい人

Du Ring an meinen Finger 私の指にある指輪よ

An meinem Herzen, an meiner Brust 私の心に、私の胸に

Brahms : ブラームスの歌曲より

Meine Liebe ist grün op.63-5 私の恋は緑

Wie Melodien zieht es mir op.105-1 メロディのように

Die Mainacht op.43-2 五月の夜

Vergebliches Ständchen op.84-4 甲斐なきセレナーデ

Dvořák : Moravské dvojzpěvy op.32 

ドヴォルザーク：モラヴィア二重唱曲 作品32より

A já uplynu あんたから逃れて

Velet̕, vtáčku 小鳥よ 飛んでゆけ

Holub na javoře かえでの木の上の鳩

Skromná ひかえ目な娘

Šípek 野ばら

女声コーラス『コール宙（そら）』 ピアノ 青井 英代

はじめまして 作詞・作曲 斉藤京子

ぜんぶ 作詞 さくらももこ 作曲、相澤直人

＜トーンチャイム＞

踊り明かそう ～ミュージカルマイフェアレディーより～

作曲 フレデリック ロウ

ホール・ニュー・ワールド 作曲 アラン・メンケン

アラジン「アンダー・ザ・シー」 ～リトルマーメイドより～

作曲 アラン メンケン

心をこめて 作詞・作曲 斉藤京子

バリトンソロ＆アサラト 下村 岳夫 ピアノ 下村 恵子

春の童謡メドレー

春の小川 作詞 高野辰之 作曲 岡野貞一

花 作詞 武島羽衣 作曲 滝廉太郎

こいのぼり 作詞者不詳 作曲 弘田龍太郎

アサラト紹介（西アフリカのパーカッション）

麦の唄 作詞・作曲中島みゆき

男声四重唱『コワレテット』 ピアノ 方波見 愛

希望の島 作曲 Ｈ． Ｊｏｎｅｓ

ポリバ 作曲 Ｙ. Ｙｏｎｇｈａ

千の風になって 作曲 新井満

Ｄｅｅｐ Ｒｉｖｅｒ 黒人霊歌

Ａｕra Ｌｅｅ 作曲 Ｇ．Ｒ．Ｐｏulton

Ｐｉｅ Ｊｅｚｕ 作曲 Ａ．Ｌ。Ｗｅｂｂｅｒ

ピアノ連弾 ピアノ 笠 裕子 ピアノ 杉本 麻里子

ハンガリー円舞曲 作曲 リスト

リベルタンゴ 作曲 ピアソラ ソプラノ 藤崎 美苗

アルト 高橋 ちはる

ピアノ 齋藤 由美子


