
■主催／島根第九をうたう会   
■共催／島根県文化団体連合会・（財）島根県文化振興財団・島根県民会館   
■協賛／島根日産自動車
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第9回島根県民文化祭共催事業

ごうぎん島根文化振興財団助成事業

助 　 成 　 事 　 業

エネルギア　文化・スポーツ財団助成事業

 2011年12月11日（日）

県民手づくり
「第九」コンサート
in島根

島根県民会館 大ホール
開演：午後2時

第20回 



　本年は第20回を迎えることになりました。本当に感無量です。第九を愛する約250名
の人達が自然に集まり年間練習をして今日を迎えることになりました。それに期待し、聞き
に来て下さる市民の方々の支えが大きな力となって続けてくることが出来たと深く感謝し
ています。
　さて本年のソリストの女性は島根第九のコーラスの指導をずっと熱心にして下さった
ソプラノを勝部恵美子さん。アルトを森田麗子さん、そして男性は全国、又世界で活躍し
ているテノールを経種廉彦さん。バスを妻屋秀和さんの4人にお願いしています。皆さん
島根県人で第20回という記念大会にふさわしいソリストがそろってもらえたと大変有難く
思っています。
　ところで第一部ですが、第10回の時、当時小学生6年生の全盲の辻井伸行さんをお
願いし、すばらしい演奏を聞かせてもらいました。8年後の2009年6月第13回バン･クラ
イバーン国際ピアノコンクールで優勝をされ、今や世界的ピアニストとして活躍しておられ
ます。島根第九はすばらしいことをしたと思っています。
　今年の一部も本当に偶然ですが辻井さんと同じ全盲の堀内友貴さんにお願いするこ
とになりました。出雲市出身ですが音楽を心から愛し、自分は何をおいても声楽をきわめ
たいと頑張っておられます。島根第九は第10回、第20回と第1部を二人の全盲のピア
ニスト、そして声楽家にお願いすることになりました。堀内さんのこれからのご活躍を心
から願ってやみません。
　島根の第九を応援して下さる方々の支えを戴いて20回という記念大会にふさわしい
感動にあふれた会になることを願ってやみません。
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ています。
　さて本年のソリストの女性は島根第九のコーラスの指導をずっと熱心にして下さった
ソプラノを勝部恵美子さん。アルトを森田麗子さん、そして男性は全国、又世界で活躍し
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ごあいさつ
薄 紫 の 山 脈

島根県民の歌

作　　　詞 米山　　治
作　　　曲 古関　裕而
オーケストラ編曲 小林　昭三
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　本日は、「県民手づくり『第九』コンサートin島根」にご来場いただき、誠にありがとう
ございます。
　今年も『第九』の季節がやってまいりました。島根では「島根第九を歌う会」の主催に
より、1992年にここ島根県民会館で初めて開催されて以来、今年で20回目の大きな節
目を迎えました。年々盛会となり、これまでの出演者は延べ4,000人を超え、地域の皆様
に待望される、年末に欠かせない公演に成長して参りました。
　このコンサートは、全国的にも珍しくオーケストラやコーラスの出演者を一般公募して
おり、今年も5月の結団以降、６歳から80代の方まで、総勢300名の皆様が『第九』を目
標に、厳しい練習を重ねてこられました。本日は、その成果を十二分に発揮してくださる
ものと思います。
　指揮には今年で５年連続となる松尾昌美氏を、ソリストには勝部恵美子さん、森田麗
子さん、経種康彦さん、妻屋秀和さんをお招きしました。この20回目の記念すべきコン
サートに、島根に縁の深い音楽家の皆様をお招きできたことを大変嬉しく思います。
　また、第一部では出雲市出身の堀内友貴さんをお招きし、「バリトン独唱」をお届けし
ます。新進気鋭の歌手として期待される彼の重厚な歌声をお楽しみください。
　島根が全国に誇る音楽文化から生まれ、20回の歴史を持つに至った「県民手づくり
『第九』」の魅力をご堪能ください。
  最後になりますが、本日の公演にあたり、ご尽力いただきました関係の皆様とご出演
の皆様に深く敬意と感謝の意を表しますとともに、この『第九』が島根のかけがえのな
い県民の財産として益々発展しますよう祈念しまして、ご挨拶といたします。
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指揮者  松尾　昌美

島根県立松江北高等学校卒業。東京藝術大学卒業、同大学院修了。声楽を森山俊雄、
原田茂生、小野光子の各氏に師事。1992年、イタリアのミラノに留学。G.オスティー
ニ、G.ピザーニの各氏に師事。1993年、ウィーンで行われた「国際ベルヴェデーレ声
楽コンクール」の本選中、複数のエージェンシーからスカウトされヨーロッパでの
キャリアがスタート。1994年から2001年までドイツ、ライプツィヒ歌劇場と専属契
約。2002年から現在に至るまでワイマールのドイツ国民劇場と専属契約を結んでい
る。欧州、日本でこれまでに出演したオペラは54作、演じた役は72役、公演数は2009
年現在、700回に至る。第4回ジローオペラ賞受賞。第3回ロシア歌曲賞受賞。藤原歌
劇団団員。ライプツィヒ在住。

島根県立松江北高等学校卒業。東京藝術大学卒業、同大学院修了。大学院においてカ
ルロ・ベルゴンツィ氏のレッスンを受けバリトンからテノールに転向。森山俊雄、原
田茂生、Ｕ．ガルディーニ、Ｃ．メリチャーニ各氏に師事。文化庁オペラ研修所終了。
1989年イタリア声楽コンコルソにて金賞を受賞。1991年文化庁芸術家在外研修員と
してイタリア、ミラノに留学。1990年モーツァルトのオペラ「後宮からの逃走」のベ
ルモンテ役でデビューし「音楽芸術」誌にて絶賛される｡'97年にオープンした新国
立劇場ではすでに30本のオペラに出演。日本初演、世界初演作品ほか、時代ジャンル
を問わず数多くのオペラに主演。2009年東京音楽大学学生有志によるオペラ「コシ・
ファン・トゥッテ」では初の演出を手掛けた。2001年山陰中央新報の「羅針盤」には
一年間コラムを執筆。二期会会員。国立音楽大学准教授、東京音楽大学講師。 
http://idane.jp

島根大学教育学部特設音楽課程卒業。同教育専攻科修了。オペラグループ『燦』主催
の「フィガロの結婚」で伯爵夫人を、「魔笛」でダーメ役を演じる。米子文化ホール、並びに
境港シンフォニーガーデンにて、モーツァルトの「ハ長調ミサ」のソプラノソロで出演。県民
手づくり「第九コンサート」第3回及び12回においてソプラノソロをつとめる。また、県民ミュ
ージカル「くにびき」に女王役で出演。出雲にて再び「フィガロの結婚」で伯爵夫人を演じ
好評を博す。また、「まつえコールブルー」指揮者としてたびたび全国大会に出場、優秀な
成績を収めている。
女声合唱団「プラバ・ミューズコール」の代表者。「境港シンフォニー少年少女合唱団」指
揮者。

関西学院大学で音楽美学、大阪音楽大学で作曲、桐朋学園大学で指揮を学ぶ。
1979年度文化庁派遣在外研修員としてミュンヘンのバイエルン国立歌劇場に
て研鑽を積む。現在までに約50演目、延べ約120回を超えるオペラや、1975年か
ら6年間にわたるモーツァルトのピアノ協奏曲全27曲の連続演奏など、関西主
要オーケストラや地方オーケストラの指揮を行い、多方面にわたって演奏活動
を続けている。大阪音楽大学において、38年間オーケストラや指揮法、大学院オ
ペラ研究室の授業を担当。現在、大阪音楽大学名誉教授。
1992年度尼崎市民芸術奨励賞、1999年度西宮市教育功労賞、2004年度西宮市民
文化賞受賞。関西歌劇団参与。日本指揮者協会会員。
2002年11月国民文化祭「環日本海第九フェスティバル」、2004年6月「安来市制
50周年記念第九コンサート」等において指揮。なかうみ交響楽団の指揮を行っ
ている。平成23年（10月）（福井県）小浜市教育文化振興功労賞 受賞。

島根県出雲市出身。
島根県立出雲高等学校を経て、京都市立芸術大学音楽学部クラリネット専修
卒業。クラリネットを朝比奈千足、村瀬二郎、村井祐児の各氏に師事。
18歳の時から大阪市を拠点とするヴィエール・フィルハーモニック（関西フィ
ルハーモニー管弦楽団の前身）の演奏活動に参加し、宇宿允人氏の指導を受け
る。その後、神戸フィルハーモニックの団員となるが、大学卒業を機にふるさ
と島根に帰り、中学校の教員となる。
現在、安来市立第三中学校校長。島根大学教育学部嘱託講師。

「島根第九をうたう会」オーケストラ指導部長。
「なかうみ交響楽団」トレーニングコンダクター。
山陰クラリネットアンサンブル「ラコランジュ」主宰。

1971年、島根大学教育学部特設（音楽）課程卒業、翌1972年同教育専攻科修了。
声楽を森山俊雄氏に師事。
1972年浜田三中赴任を皮切りに、邑智高校、松江北校、浜田高校を歴任し、松江東
高校を最後に、教職を退く。
この間、一貫して合唱音楽に携わり、それぞれの勤務校の合唱部や一般の合唱団
を指揮し、NHK全国学校音楽コンクールや全日本合唱コンクール全国大会、及び
宝塚国際室内合唱コンクールなどに数多く出場し、優秀な成績を収めた。

「島根第九をうたう会」では、創立以来、合唱部長としてその指導に当たっている。
島根県文化奨励賞、島根県教育委員会顕彰証書、第31回全国高等学校総合文化祭
功労賞、山陰中央新報社地域開発賞第43回教育賞受賞。
島根県合唱連盟副理事長。松江音楽協会運営委員長。松江コーラルソサェティ会
長。松江音楽団体連絡協議会副会長。日本合唱指揮者協会会員。
松江市民合唱団指揮者。プラバミューズコール指揮者。山陰合同銀行混声合唱団
指揮者。

ソプラノ 勝部恵美子

アルト 森田　麗子

テノール  経種　廉彦

バス  妻屋　秀和

オーケストラ指導  水間　満

合唱指導  勝部　俊行
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島根大学教育学部特設音楽課程卒業。同教育専攻科修了。オペラグループ『燦』主催
の「フィガロの結婚」で伯爵夫人を、「魔笛」でダーメ役を演じる。米子文化ホール、並びに
境港シンフォニーガーデンにて、モーツァルトの「ハ長調ミサ」のソプラノソロで出演。県民
手づくり「第九コンサート」第3回及び12回においてソプラノソロをつとめる。また、県民ミュ
ージカル「くにびき」に女王役で出演。出雲にて再び「フィガロの結婚」で伯爵夫人を演じ
好評を博す。また、「まつえコールブルー」指揮者としてたびたび全国大会に出場、優秀な
成績を収めている。
女声合唱団「プラバ・ミューズコール」の代表者。「境港シンフォニー少年少女合唱団」指
揮者。

ソプラノ 

アルト 

島根県立松江北高等学校卒業。東京藝術大学卒業、同大学院修了。大学院においてカ
ルロ・ベルゴンツィ氏のレッスンを受けバリトンからテノールに転向。森山俊雄、原
田茂生、Ｕ．ガルディーニ、Ｃ．メリチャーニ各氏に師事。文化庁オペラ研修所終了。
1989年イタリア声楽コンコルソにて金賞を受賞。1991年文化庁芸術家在外研修員と
してイタリア、ミラノに留学。1990年モーツァルトのオペラ「後宮からの逃走」のベ
ルモンテ役でデビューし「音楽芸術」誌にて絶賛される｡'97年にオープンした新国
立劇場ではすでに30本のオペラに出演。日本初演、世界初演作品ほか、時代ジャンル
を問わず数多くのオペラに主演。2009年東京音楽大学学生有志によるオペラ「コシ・
ファン・トゥッテ」では初の演出を手掛けた。2001年山陰中央新報の「羅針盤」には
一年間コラムを執筆。二期会会員。国立音楽大学准教授、東京音楽大学講師。 
http://idane.jp

テノール  

Masami Matsuo

Emiko Katsube

Reiko Morita

Yasuhiko Idane

Hidekazu Tsumaya

Mitsuru Mizuma

Toshiyuki Katsube
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島根大学教育学部特音課程卒業、同大学教育専攻科修了。声楽を森山俊雄氏に師
事。専攻科在学中にニッカウイスキー主催カルメンシータオーディションで奨励
賞受賞。プラバニューイヤーオペラコンサート、山陰の名手たちコンサート、第九
コンサート、アザレアのまち音楽祭ファイナルコンサート、サロンコンサート等に
出演。オペラ作品は出雲オペラ『カルメン（カルメン）』同オペラ『椿姫（フローラ）』

『フィガロの結婚（ケルビーノ）』『秘密の結婚（フィダルマ）』松江市民オペラ『耳な
し芳一（おふく）』松江開府４００年祭記念創作オペラ『虹の大橋（おとく）』。松江市
民合唱団副指揮、境港市女声合唱団沙羅、境港市民合唱団ハーフェンコール、中央
レディスコーラス、コーラスグループ法吉鳥、グレイスサウンドアザレア、讃美歌
を歌う会、コール花々を指導。
松江市民合唱団、まつえコールブルー、プラバミューズコール、カシオピアカンタ
ンテ、オペラグループ燦、Tre Generatione（トレジェネ）、出雲楽友協会に所属。



　ベートーヴェンの第九交響曲は、雄大壮厳な交響曲であり、古今独歩の傑作である。こ

の曲の表題は、「シラーの歓喜頌歌による終末合唱を有する交響曲」としるされており、シ

ラーの詩が第四楽章の合唱の歌詞に用いられていて、全曲の中心思想は、この「歓喜

頌歌」に集中している。声楽（4人の独唱者と大合唱）が交響曲の中に使用されたのは、

音楽史上これが最初である。しかし、西洋音楽の歴史をさかのぼるなら、音楽の主体は

声楽にあったし、またバロック時代の音楽でも、シンフォニアといえば声楽・器楽一体化さ

れた音楽を意味していた。ベートーヴェンの音楽がバロック的音楽に深く根を下ろしていた

ことからすれば、交響曲の中に人声を導入することは簡単な作業ではなかったとしても、

「第九」の総合音楽は、いわば必然的帰結であったといえる。

　この曲が作られた時、ベートーヴェンが全く耳が聞こえなくなってしまい、無明の闇にたと

えられるような音のない世界に投げ込まれていた。その苦難の中から朗らかに歓喜への頌歌を歌い上げ、「苦悩

を経た歓喜」を永遠の音に表したのである。彼は真に芸術をもって人生の苦難を克服し、神聖化された人間の

魂の詩をこの交響曲によって万世に轟かせたのである。
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Program

曲目解説

Ludwig van Beethoven

交響曲第9番ニ短調作品125「合唱付き」     
Beethoven作曲

第2部第1部

■第四楽章
プレスト（極めて速く）
ニ短調3/4拍子
第一楽章の第一主題を変形させたファンファーレで始まり、
これを否定するような形で、すぐ低弦のレシタティーヴォが
出される。第三楽章までの彼岸的なものを否定的に高揚さ
せつつ、より一層超越的・神的世界に自己を高めようとす
るところである。以下、第一、第二、第三楽章とこれまでの
経過を回想しながら、これを否定的に、しかし止揚する形で
扱いながら曲は進み、やがて歓喜のテーマが提示される。
この楽章は、究極的にはこのテーマの抽き出しと提示、およ
びここで出された歓喜のテーマによる変奏曲の形で構成さ
れている。
冒頭バリトンが歌う「おゝ 友よ、このような調べではなく、もっと
快い喜びに満ちた調べを歌おう」の部分は、シラーの詩で
はなく、ベートーヴェン自身が書き加えたものである。
歓喜の主題は、独唱、合唱、四重唱、また合唱と、次々に
現れ、美しい歌詞とともに非常な感動を生み出していく。ひ
た押しに押し上がってきた力は白熱の頂点に達し、全管弦
楽のあらゆる楽器は合唱と一体となり、声を限りに歓呼し
て豪宕無比のこの大曲は終わる。

■第一楽章
アレグロ・マ・ノン・トロッポ、ウン・ポコ・マエストーソ
（速く、ただし控え目に、そしてやや威厳をもって）
ニ短調2/4拍子　ソナタ形式
冒頭の主題の提示は有名で、五度ずつ三回下降するモ
ティーフをヴァイオリンが提示し、これを反復して次第に高潮
していく。タターという短い音型が「第九」全体を支える核モ
ティーフの役割を果たしているが、このモティーフが創生され
てくるのは天地創造に対応するものといえよう。
■第二楽章
モルト・ヴィヴァーチェ（極めて速く活発に）
ニ短調3/4拍子　スケルツォ
主部は極度に昇華された純粋な生命的リズムの饗宴であ
る。ティンパニーのオクターヴ奏法も活用されている。プレスト
のトリオでは、早くも終楽章の主題が変形された形で出さ
れ、終章の歓喜が至純な生命賛歌に拠り立つものである
ことを暗示する。
■第三楽章
アダージョ・モルト・エ・カンタービレ（極めて遅く、かつ歌うように）
変ロ長調4/4拍子
ベートーヴェンが書いたアダージョのうちでも、最も美しく崇高
な曲のひとつである。この楽章の調和した美しさは、いわば
夜空に輝く星辰の美、天体の調和の美、およびその調和
を司る超越者の実在を感知し得るときに、完全にその美を
開示することになるであろう。

バリトン:堀内　友貴

バリトン  堀内　友貴

ピアノ  飯島　湾

　ベートーヴェンの第九交響曲は、雄大壮厳な交響曲であり、古今独歩の傑作である。こ

の曲の表題は、「シラーの歓喜頌歌による終末合唱を有する交響曲」としるされており、シ

ラーの詩が第四楽章の合唱の歌詞に用いられていて、全曲の中心思想は、この「歓喜

頌歌」に集中している。声楽（4人の独唱者と大合唱）が交響曲の中に使用されたのは、

音楽史上これが最初である。しかし、西洋音楽の歴史をさかのぼるなら、音楽の主体は

声楽にあったし、またバロック時代の音楽でも、シンフォニアといえば声楽・器楽一体化さ

れた音楽を意味していた。ベートーヴェンの音楽がバロック的音楽に深く根を下ろしていた

ことからすれば、交響曲の中に人声を導入することは簡単な作業ではなかったとしても、

「第九」の総合音楽は、いわば必然的帰結であったといえる。

　この曲が作られた時、ベートーヴェンが全く耳が聞こえなくなってしまい、無明の闇にたと

えられるような音のない世界に投げ込まれていた。その苦難の中から朗らかに歓喜への頌歌を歌い上げ、「苦悩

を経た歓喜」を永遠の音に表したのである。彼は真に芸術をもって人生の苦難を克服し、神聖化された人間の

魂の詩をこの交響曲によって万世に轟かせたのである。

第2部

■第一楽章
アレグロ・マ・ノン・トロッポ、ウン・ポコ・マエストーソ
（速く、ただし控え目に、そしてやや威厳をもって）
ニ短調2/4拍子　ソナタ形式
冒頭の主題の提示は有名で、五度ずつ三回下降するモ
ティーフをヴァイオリンが提示し、これを反復して次第に高潮
していく。タターという短い音型が「第九」全体を支える核モ
ティーフの役割を果たしているが、このモティーフが創生され
てくるのは天地創造に対応するものといえよう。
■第二楽章
モルト・ヴィヴァーチェ（極めて速く活発に）
ニ短調3/4拍子　スケルツォ
主部は極度に昇華された純粋な生命的リズムの饗宴であ
る。ティンパニーのオクターヴ奏法も活用されている。プレスト
のトリオでは、早くも終楽章の主題が変形された形で出さ
れ、終章の歓喜が至純な生命賛歌に拠り立つものである
ことを暗示する。
■第三楽章
アダージョ・モルト・エ・カンタービレ（極めて遅く、かつ歌うように）
変ロ長調4/4拍子
ベートーヴェンが書いたアダージョのうちでも、最も美しく崇高
な曲のひとつである。この楽章の調和した美しさは、いわば
夜空に輝く星辰の美、天体の調和の美、およびその調和
を司る超越者の実在を感知し得るときに、完全にその美を
開示することになるであろう。

Die Ehre Gottea aus der Natue（自然における神の栄光）
 作詞：C.F.ゲレルト 作曲：ベートーヴェン

Der arme Peter（哀れなペーター） 作詞：ハイネ 作曲：シューマン

Der Musensohn（ミューズの子） 作詞：ゲーテ 作曲：シューベルト

この道 作詞：北原白秋 作曲：山田耕筰

城ヶ島の雨 作詞：北原白秋 作曲：梁田　貞

木菟 作詞：三善達治 作曲：中田喜直

モーツアルトの歌劇
　「魔笛」より　“恋人か女房か”
　「フィガロの結婚」より　“もう飛ぶまいぞこの蝶々”

島根県出雲市出身。
京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻卒業。
第５５回へレンケラー記念音楽コンクール声楽の部１位受賞。
京都市立芸術大学4回生、W．A．Mozart作曲『ドン・ジョバン
ニ』で、騎士長役を演じる。
第1回島根県新人演奏会出演。

島根県松江市生まれ。母の影響でピアノを学び始める。
島根大学教育学部生涯学習課程音楽芸術コース卒業。同大学院修了。ピアノを飯島順子、島
畑斉の各氏に師事。
2008年に、恩師である島畑斉氏とジョイントリサイタルを行い、J.S.バッハ（リスト編曲）、F.ショパン、2
台のピアノ作品などを演奏する。また、中学校、高校在学中より合唱の伴奏を務め、これまでに第
53回島根大学声専合唱団の定期演奏会等に出演。
現在、ピアノ講師、県内のソリストや合唱団との共演、学校での鑑賞教室を行うなど音楽活動を展
開。日本ピアノ教育連盟会員。

ピアノ：飯島　湾
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対訳
An die Freude（F.シラー原詩）

O Freunde, nicht diese Tone!
Sondern laβt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere.

Freude, schoner Gotterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Bruder,
wo dein sanfter Flugel weilt.

Wem der groβe Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
an den Brusten der Natur,
alle Guten, alle Bosen
folgen ihrer Rosenspur,
Kusse gab sie uns und Reben,
einen Freund, gepruft im Tod,
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
durch des Himmels pracht’gen Plan,
laufet, Bruder, eure Bahn,
freudig, wie ein Held zum Siegen!

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuβ der ganzen Welt!
Bruder! uber’m Sternenzelt
muβ ein lieber Vater wohnen.

Ihr sturzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schopfer, Welt?
Such’ihn uber’m Sternenzelt!
Uber Sternen muβ er wohnen.

歓喜の歌　詩（小松雄一郎／訳）

おお、友よ、この調べではない　
もっと快い、歓びにみちた調べを
歌いはじめよう。
（ベートーヴェンの自作）

歓喜、美しき神々の火花、
楽園の乙女　
われらみな火の酒に酔い
天なる汝の聖殿に踏み入る　
世の習わしは厳しくわけ隔つるも、
汝が魔力が再び結びつける。
汝が優しき羽交の下に憩わば、
すべての人人は兄弟となる。

躍動する生命力をわがものとなし得た者は、
ひとりの友の友とならん。
ひとりの気高き女性をかち得た者は、
和して歓呼の声を挙げよ　
しかり、たとえ一つの魂とて
この地上にて汝がものと名付けるを得んや　
そをかち得ざりし者は、
ひそかに涙ながら、われらの集いより去れ。

生きとし生ける者は、歓喜を
自然の乳房より飲む。
善きも、悪しきもおしなべて
薔薇の径を辿る。
それはまた、われらに接吻と葡萄の蔓と、
死の試練を経た友をあたえた。
虫けらにも快楽があたえられ、
天使ケルビムは、神のみ前に立つ。

喜びよ、汝れたちの太陽が大空を駆るが如く、
壮麗なる天の軌道をわたるが如く、
駆けよ、兄弟よ、おんみらの軌道を、
喜びにみち、勝利に進む英雄の如く　

百万の人人よ、わが抱擁を受けよ　
この接吻を、全世界に　
兄弟よ、星の天蓋の上に
いとしき父はいまさん。

汝らひれ伏すや？　百万の人人よ、
創造主を予感するや？　世界の人人よ、
星の円蓋のかなたに、創造主を求めよう　
星たちの上に、創造主は住みたまわん。
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「第九」に寄せて

アルト　井戸原涼子永遠の第九に出会えたことに感謝！

　文学、美術に親しんできた私としては、分野ちがいの音楽で
は苦心が続きました。しかし、次第に現れてくる創造主と、シ
ラー、ベートーベンの魂は、感動的なものでした。又、合唱に参
加した日は、全て体調が良いという幸せもありました。第九の合
唱は一年で終わらず、来年もと思っています。この人生はと思う

時、永遠の第九に出会えたことを感謝しています。参加した
人 と々のふれあいも貴重なものでした。ドイツ語を少しづつ覚え
ていく楽しみも続いていって欲しいです。たくさんの人が第九
の魂に出会えますようにと願っています。

テノール　渕崎　　洋娘と一緒に第九を歌いたい！

　毎年、テレビやラジオよりながれてくる第九の演奏を観たり
聴いたりしては「いつかは自分もこのようなステージに立って
歌ってみたい!!」と憧れていました。しかし、なかなか機会に恵
まれずにいたところ、娘が習っているピアノの先生より、第九コ
ンサートIN島根のことを教えていただきました。小学校では
音楽部に所属し合唱が大好きな娘が「第九を歌いたい!!」と
参加を強く希望し、私も「第九を歌うことを実現することができ
る!! しかも島根県民会館の大ホールという大きなステージで
娘と立って歌うことができる!!」という思いを抱き、参加すること

を決めました。
　初めは、ドイツ語の発音やパートの音をうまく発声できません
でしたが、指導をして下さった先生方や、経験のある方々のア
ドバイスのおかげでなんとか歌えるようになりました。
　発足以来、多くの方に数多くの感動を届けてこられた「第
九」。20回目の記念となる年にステージに立てる喜び、歌える喜
びを感じながら、聴いて下さる皆様に感動をお届けできるように
精一杯歌いたいと思います。

Viola　近藤　美里あの時の感動を忘れずに
 私が「第九」という曲を知ったのは、中学三年の冬。母に連れ
られ『第九を聞きに行くよ』『大工を聞きに行く!?』と勘違いをし、
プログラムを見るまでは、頭の中が？だらけだったことを今でもよ
く覚えています。
 当時の指揮は中井章徳先生で、エネルギー溢れる指揮、オー
ケストラ、合唱で「歓喜の歌」が流れ始めた時、全身に鳥肌が
立ちました。「いつかこの曲を弾いてみたい。」そんな思いにか
られながら、安来で事務局長さんにお会いし、高校一年生で
初めて「第九」を弾きました。「難しいところはエチュードだと
思って、今年じゃなくても何年か練習したら弾けるようになるか
ら。」とお言葉を頂き、あれから8年が経とうとしています。

 当初は半分も弾けなかった第九ですが、本番を重ねる度、弾
ける所も増えていきました。何度も経験すると自然と旋律も覚
え、楽しく弾ける様にもなりました。又、オーケストラや合唱の
方 と々の出逢いも増え、幅広い人との繋がりが出来ました。年
に一度、この第九でお会いするだけの方でも、御縁があって出
会えた事をとても感謝しています。
　第九だけでなく、音楽で人と人とが繋がる事の素晴らしさを、
是非聴衆の皆様にも感じていただきたいです。もしかしたら、来
年このステージでお会い出来るかもしれません。
　そんな事を楽しみに、今日も一生懸命演奏します。

BEETHOVEN 「第九」BEETHOVEN 「第九」にBEETHOVEN に寄BEETHOVEN 寄せてBEETHOVEN せて
Symphony No.9 in Shimane
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20回を振り返って

「島根第九をうたう会」実行委員会オーケストラ指導部長 水間　満
「島根の第九」と三人の指揮者

　この20年間に、三人の指揮者にお世話になりました。それぞれの方からいろいろなことを学ばせていただきました。それらは私の
人生の中で、貴重な宝物になったような気がしております。
最初の指揮者でありました長岡愼先生は、いつもニコニコなさっていて、楽しくオケの練習ができました。でも、ある時こうおっしゃっ
たのが印象に残っています。
　「音楽は正確にやるところに楽しさがあるんだよね…。」
　なるほどと思いました。ベートーヴェンが書き残した楽譜を正確に音として再現できなければ、ベートーヴェンの思い描いた音楽は
響かないわけです。逆に言えば、正確に演奏できなければ楽しさも何もないということです。今思えば、厳しい言葉だったなあとつく
づく感じます。
　お二人目は中井章徳先生でした。あの若さあふれる熱い指揮ぶりと反面クールなテンポ設定には、私たちをひきつけてやまない
ものがありました。また、中井先生は回を重ねるごとに、ベートーヴェンが生きていた当時の時代背景や、彼の楽譜（スコア）から読み
取れること、シラーの詩の意味とベートーヴェンの音楽づくりとの関係などをわたしたちにわかりやすく説明してくださいました。例え
ば、「自由・平等・博愛」の精神を表す長三和音、安らぎのF（ファ・ラ・ド）の和音、「ローゼン・シュプール（バラの径）」の本当の意
味、聖なるものと世俗の対比を最も遠い転調によって表現する「鏡の技法」などなど…。「そうだったのか！」と思うことがたくさんあり
ました。
　そして、現在のマエストロ松尾昌美先生に至ります。松尾先生は、話し方がやさしく、それでいてエネルギッシュで、音楽に対する
情熱は誰にも負けないものをもっておられます。しかし、単に技術を向上させるのではなく、私たちの中に表現したいものを育ててい
くことを大切になさっています。
　「表現したいものがないのに、技術だけ磨いてどうするんですか？」
という先生の言葉からは、日頃からおしゃれをすることや美味しい料理やお酒を味わうことの大切さについても学びました。
　「1円や2円を値切るような吹き方、弾き方をしないでください。」
という言葉も強く印象に残っています。先生、ありがとうございました。

「島根第九をうたう会」実行委員会合唱指導部長 勝部　俊行
初心忘るべからず！

　さざ波が、きらきらきらきら光りを撥ね返しています。白鳥が数羽、今、その光りの湖面すれすれに力強く遥か彼方を目指して飛び
立ったところ。第1回「県民手づくりの『第九』コンサート」のプログラムの表紙を飾った風景です。

　“県内の音楽愛好者で、真の意味での地についた島根の音楽文化を想像すること”を念頭に、この「第九」のコンサートは、島
根県民会館新装記念事業の一環として企画され、1992年11月1日に開催されました。そのときのプログラムには、合唱260人、オ
ーケストラ100人の出演者の方々の名前が記載されています。とても盛大にそのスタートを切ったのです。
　今も昔も、全国各地で毎年数多く行われている「第九」ですが、本県ではそれまでに、記念の公演として数回行われたにすぎず、
毎年定期的に演奏をしない数少ない県でした。ですからこれが、島根県が「第九」継続県の仲間入りをした歴史的コンサートとな
ったのです。
　初回のプログラムには、故三原重行先生の凛 し々いお顔があります。
　口髭を蓄えられた指揮者長岡愼さん、若く美しい吉田（山内）ゆかりさんと森田麗子さん、ハンサムな森山秀俊先生のお顔が並
んでいます。
　そして私、20年前の、若干澄まし顔の自分もそこにいます。
　“初心忘るべからず!”
　さあ、第20回の「県民手づくり『第九』コンサートｉｎ島根」、心新たに、さらに大きく高く羽ばたかなくては・・・。

　おお、友よ、この調べではない!もっと快い、歓びにみちた調べを歌いはじめよう!

「島根第九をうたう会」事務局長 角　久夫
県民手づくり第九コンサートの２０年

　平成４年にこの「県民手づくり第九コンサート」が開催されてから今年で２０年を迎えましたが、とても２０年が経過したような気が
しません。つい先日発起人会をしたような気がします。しかし、当時のことを思い出し、発足に関わった先生方が代わられてきている
ことを思うと月日が経ってきたのだと改めて実感することも事実です。
　さて、この「第九」は平成４年１１月１日に島根県民会館大ホールの改装記念コンサートとして開催されたのが最初です。当時の
後藤貞成県民会館館長に大変お世話になり、また島根県を合唱王国に育てられた森山俊雄島根大学名誉教授を会長に迎え
「島根第九をうたう会」が結成されました。当時は現会長の吉田正英先生が実行委員長、現実行委員長の菅澤弘和先生が副委
員長として「うたう会」を指導され、県内のオーケストラ・合唱の関係者が指導者に名を連ねてオーケストラを含む出演者を公募す
るという全国でも例のないスタイルでスタートしました。「島根第九をうたう会」は、合唱が「歌う」だけでなはなくオーケストラも「うた
う」という意味で「うたう会」と名づけられした。
　「県民手づくり」というタイトルも県民から公募するということから名づけられましたが、学生時代を島根で過ごされた方や島根県
の出身で現在は県外にお住まいの方など島根に関わりの深い方 も々参加されています。そういった方 に々とってもこの「第九」は年
に１度の里帰りのような気持ちで島根に帰っていただいているように感じます。
　今年は、ソリストにドイツから妻屋秀和さん、東京から経種廉彦さん、オーケストラでは仙台フィルのコントラバス主席奏者の村上
満志さん、元京響の玉井洋子さんなど島根で育ち各地で活躍中の方々にも出演していただきます。さらに近年は千葉県や東京、
横浜市からも参加希望があり、一緒に演奏していただいています。
　一方、指揮者にはこの「第九」がまだよちよち歩きをしていた最初の１０年間を長岡 慎先生、その後の５年間を新進気鋭の中井
章徳先生、ここ５年間はプロもアマチュアも知り尽くし、ベートーヴェンに深い愛情を感じておられる松尾昌美先生を迎え、年々、前
年を上回る評価をいただきながら成長してまいりました。本日も、こうしたメンバーによる「第九」をお楽しみください。

「島根第九をうたう会」実行委員会演奏部長 友田　雅夫
気がつけば20年

　思えばあれから20年、「島根第九合唱団」の数少ない20回連続出演者の仲間入りをしていました。
　「しまね第九をうたう会」は平成3年に開催された島根県民会館改装記念演奏会として、モーツアルトの「レクイエム」を演奏す
るために集まったオーケストラや合唱団のメンバーを母体とし、翌平成4年、「もっと音楽の視野を広げようと言う声」と「島根県で
ベートーヴェンの『第九』をやろう」という声が高まり、準備委員会が生まれました。
　当時、私は松江市民合唱団の団員でありましたが、元団員の故森本暉氏から、「島根第九をうたう会設立の準備をするので
参加して欲しい」と声をかけて頂き、準備の段階から実行委員の一人として参加する事にしました。
　「一体、自分に何ができるのか？」と言う不安もありましたが、言われるがまま無我夢中で演奏会開催に奮闘した事を覚えてい
ます。
　「島根第九」は手作りを基本としていますが、オーケストラや合唱団のメンバーが、本番前日、半日をかけて楽譜と楽器を釘とカ
ナヅチに変え、まさに大工仕事さながらでひな壇の組立て等のステージを作り上げていることは、今も変わりません。
　私の人生の中で「島根第九」は生きている証を具現化してくれるものであり、心の底から至福を与えてくれる薬の様なもので
す。その根底には多くの仲間と一つの目標に向かって、作品を作り上げていくという目標があるからでしょう。
　おわりに、本日のご来場者のお客様の中で、来年は、私共と一緒にこのステージに立ってみようと思われる方が一人でもいらっ
しゃる事を勝手に期待をしております。
　人生に定年はありません。出会いと絆を大切にする「島根第九をうたう会」へのご参加を是非、お待ちしております。
　本日は最後まで、ごゆっくりお楽しみください。
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10～19回の軌跡

指揮者 長岡　　愼
オーケストラ指導 喜久里　誼
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 吉田ゆかり　
 アルト 大國　和子
 テノール 経種　廉彦
 バス 妻屋　秀和
●第1部／ピアノ独奏　辻井伸行

2001年12月16日（日）
第10回

指揮者 中井　章徳
オーケストラ指導 喜久里　誼
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 藤井　あや　
 アルト 渡邉なつみ
 テノール 片寄　純也
 バス 布野　浩志
●第1部／ヴァイオリン独奏　吉田美里
　　　　 ピアノ　黒川　浩

2002年12月15日（日）
第11回

指揮者 中井　章徳
オーケストラ指導 喜久里　誼
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 勝部恵美子　
 アルト 大﨑　康枝
 テノール 竹内　直紀
 バス 大野　　隆
●第1部／チェロ　門脇　大樹
　　　　 ピアノ　多賀谷祐輔

2003年12月14日（日）
第12回

指揮者 中井　章徳
オーケストラ指導 喜久里　誼
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 福田　佳代　
 アルト 二瀬　恵子
 テノール 大岩　篤郎
 バス 栗原　　剛
●第1部／松江フルートソサイエティー

2004年12月19日（日）
第13回

指揮者 中井　章徳
オーケストラ指導 喜久里　誼
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 鳥屋有紀子　
 アルト 大﨑　康枝
 テノール 勝部俊一郎
 バス 井上　大祐
●第1部／松江プラバ少年少女合唱隊

2005年12月11日（日）
第14回

指揮者 中井章徳
オーケストラ指導 喜久里　誼
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 光野　孝子　
 アルト 藤井　美雪
 テノール 藤田　卓也
 バス 小鉄　和宏
●第1部／弦楽合奏（指揮：水間　満）
　　　　　アイネ・クライネ・ナハトムジーク（セレナーデ）

2006年12月10日（日）
第15回

指揮者 松尾　昌美
オーケストラ指導 水間　　満
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 野津美和子　
 アルト 森田　麗子
 テノール 浅原　孝夫
 バス 佐々木直樹
●第1部／マリンバ独奏  佐藤真由美
　　　　 ピアノ  石田美智恵

2007年12月9日（日）
第16回

指揮者 松尾　昌美
オーケストラ指導 水間　　満
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 髙井　史子　
 アルト 古家　孝子
 テノール 原　　拓也
 バス 細田　和宏
●第1部／島根男声合唱団

2008年12月14日（日）
第17回

指揮者 松尾　昌美
オーケストラ指導 水間　　満
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 狩野　麻実　
 アルト 福間　章子
 テノール 金山　京介
 バス 川西　悠紀
●第1部／コントラバス独奏  村上満志
　　　　 ピアノ  代　香織

2009年12月13日（日）
第18回

指揮者 松尾　昌美
オーケストラ指導 水間　　満
合唱指導者 勝部　俊行
ソリスト ソプラノ 絹川　千尋　
 アルト 渡邉なつみ
 テノール 竹内　直紀
 バス 木谷　圭嗣
●第1部／合唱幻想曲「スサノヲ」
　　　　　 尼崎市合唱団

2010年12月12日（日）
第19回
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●ソプラノ
青山　一子（松江市）

青山　契子（松江市）

小豆沢恭子（松江市）

荒木　悦子（出雲市）

荒木　恵子（松江市）

家原　妙子（松江市）

伊藤　郁子（出雲市）

井藤千恵子（松江市）

伊藤とし恵（松江市）

伊藤　智子（松江市）

上野　幸美（出雲市）

大森　由華（松江市）

小立　明美（松江市）

景山　洋子（松江市）

門脇　早苗（松江市）

狩野　麻実（松江市）

木下　靖子（雲南市）

黒田　寿子（出雲市）

神門　淑子（松江市）

酒井　淳子（松江市）

城市　則子（松江市）

杉原　真帆（松江市）

高木ちひろ（松江市）

武田千恵美（松江市）

田中　捷子（松江市）

田邊　明美（松江市）

辻　紀美香（横浜市）

柳楽芙美枝（出雲市）

南波　海愛（松江市）

西川　等子（松江市）

西村美時子（雲南市）

乃木小代子（松江市）

野々村和美（松江市）

野村　雅子（松江市）

白野ひとみ（倉敷市）

福井　潤子（松江市）

前島　直子（松江市）

増野　里子（松江市）

増田みと子（松江市）

松浦　絹子（松江市）

松下ミサ子（松江市）

松本　幸子（松江市）

三島　聖子（出雲市）

峯崎　侖子（千葉市）

山根よし子（出雲市）

柚原　啓子（松江市）

米田　容子（松江市）

余村　弘子（松江市）

渡邊志津子（松江市）

渡邊智恵子（松江市）

●アルト
赤木美佐子（松江市）

吾郷真理子（出雲市）

旭　　京子（江津市）

安食　本子（松江市）

阿部より子（松江市）

飯塚三枝子（出雲市）

石田妃佐子（雲南市）

石橋　稔子（松江市）

石原　純子（松江市）

石原　悦子（奥出雲町）

泉　美致子（松江市）

井戸原涼子（松江市）

岩浅　寿珠（出雲市）

岩浅　昭子（出雲市）

岩成　春子（松江市）

遠藤　邑江（出雲市）

太田　京子（松江市）

大福　京子（松江市）

岡代　優子（松江市）

小川さくら（松江市）

落合由美子（奥出雲町）

尾庭　成子（益田市）

小村　智子（雲南市）

笠井　幸子（松江市）

勝部　桐子（松江市）

勝部　文枝（松江市）

加藤喜美枝（松江市）

金坂佐知子（松江市）

上谷　正子（松江市）

川上富美子（松江市）

川下　春子（松江市）

菊池喜代子（松江市）

郷原千恵子（雲南市）

岸井　　梓（松江市）

北野寿美代（松江市）

坂本　千晶（松江市）

佐々木守子（安来市）

佐々田芙美子（松江市）
佐藤　明子（出雲市）

實重　良子（安来市）

杉谷美也子（松江市）

鈴木　信子（八千代市）

洲浜　満子（松江市）

角　いく子（安来市）

園山　静子（出雲市）

高木　孝子（松江市）

高田　年世（松江市）

滝山江美子（松江市）

武田　啓子（松江市）

田中佳代子（松江市）

田中　順子（松江市）

田村　　薫（松江市）

田村　京子（松江市）

寺本　郁子（松江市）

坪倉なつみ（安来市）

津森　昭子（松江市）

永瀬　泰子（松江市）

法澤　偕子（浜田市）

秦野　　恵（雲南市）

服部　弘子（松江市）

濱村ようこ（松江市）

原田　正江（出雲市）

春木　宥子（松江市）

引野　由美（松江市）

福島　裕子（安来市）

福田　洋子（松江市）

渕崎夕規夏（出雲市）

布野　安子（松江市）

古家　孝子（松江市）

細田　節子（松江市）

堀江美紀子（出雲市）

三上　君子（松江市）

村田　欣子（松江市）

目次　玲子（松江市）

持田美恵子（松江市）

安永　　薫（松江市）

山口麻生子（松江市）

湯浅　恵里（松江市）

吉岡喜美子（松江市）

吉岡　京香（松江市）

米田　節子（松江市）

輪島　ふみ（境港市）

渡部　洋子（松江市）

●テノール
安達　俊二（松江市）

足立　誠宏（奥出雲町）

石田　侑生（雲南市）

岩谷　秀士（松江市）

大内　　茂（松江市）

尾崎　浩一（松江市）

小村　好弘（松江市）

勝部俊一郎（隠岐の島町）

勝部　俊行（松江市）

川西　悠紀（松江市）

河原　民宜（松江市）

佐々木幹法（安来市）

高見　浩史（松江市）

田部　高久（飯南町）

寺津　豪佐（松江市）

仲田　彰仁（松江市）

野村　俊介（松江市）

渕崎　　洋（出雲市）

本田　貢久（出雲市）

松尾　勝美（雲南市）

松本健一郎（松江市）

松本　裕治（松江市）

八木　俊彰（松江市）

石橋　久和（出雲市）

渡邊　公人（松江市）

高橋　泰臣（松江市）

長島　哲郎（出雲市）

●バス
有馬　誉夫（松江市）

池田　亮治（出雲市）

大隅　宏明（松江市）

岡田　昌平（隠岐郡西ノ島町）

柿川　恵介（松江市）

嘉藤　　彰（出雲市）

金子　建雄（松江市）

古志　勝俊（松江市）

坂本　拓三（松江市）

菅澤　弘和（松江市）

杉原　周太（出雲市）

鈴木　冨保（千葉県八千代市）

高辻　真志（出雲市）

高橋　哲郎（隠岐の島町）

高梨　俊夫（隠岐の島町）

田中　義浩（松江市）

田邊　勝志（松江市）

土江　　功（出雲市）

友田　雅夫（松江市）

内藤　永嗣（松江市）

長瀬　正昭（松江市）

中原　従生（松江市）

西尾　良一（出雲市）

西村　昌幸（雲南市）

西村　　康（松江市）

野津　雅博（松江市）

原田　　亨（出雲市）

半田　洋治（隠岐の島町）

福田　幸男（松江市）

古川　貞夫（出雲市）

三島　満雄（出雲市）

水野　耕一（鳥取県西伯郡大山町）

森山　法龍（雲南市）

山代　誠一（松江市）

吉田　正英（松江市）

和田守　孝（出雲市）

輪島　康博（境港市）

渡部　　智（出雲市）

釜田　　浩（隠岐の島町）

嶋田　　隆（出雲市）

小村　亮二（出雲市）

●Ⅰst Violin
小豆澤伸司（松江市）

足立　恵子（出雲市）

岩本いづみ（米子市）

岡田　冬子（大田市）

勝部恵美子（松江市）

小林　圭子（倉吉市）

志賀　知恵（米子市）

陶山　靖彦（倉敷市）

坪倉美歌子（安来市）

永見　信久（松江市）

松原　峯子（松江市）

若桑　英彦（松江市）

●Ⅱnd Violin
喜久里秀子（松江市）

柴田　直人（松江市）

清水　彌生（松江市）

白潟　吉堯（松江市）

角　　久夫（安来市）

田平　嘉明（松江市）

玉井　洋子（大津市）

長原　愛美（米子市）

原　　洋子（安来市）

本田登志子（安来市）

益尾　恵美（広島市）

松浦　育子（安来市）

●Viola
井川　晶子（松江市）

植田　充弘（出雲市）

北山三枝子（岡山県鏡野町）

近藤　美里（安来市）

多々納真吾（安来市）

中澤　美穂（雲南市）

中村　康平（出雲市）

並河　　整（松江市）

野々内さとみ（松江市）

溝田　陽子（松江市）

●V.Cello
大前　　香（出雲市）

狩野　秀嗣（出雲市）

喜久里　誼（松江市）

岸　　忠明（出雲市）

後藤　友菜（出雲市）

鈴木　正典（出雲市）

田形りえ子（松江市）

立石真理子（松江市）

中村　　嗣（出雲市）

原田友一郎（米子市）

●C.Bass
大原　和彦（邑南町）

岡﨑由美子（松江市）

貝原　史子（浜田市）

加藤　幹雄（松江市）

鷦鷯　　泉（松江市）

早瀬　美紀（岡崎市）

村上　満志（仙台市）

●Flute
石飛　隆雄（雲南市）

加藤　千乃（松江市）

三島　　紋（出雲市）

安井　行香（松江市）

●Oboe
鎌倉ちひろ（福山市）

白鳥　由佳（隠岐郡海士町）

三代　知枝（出雲市）

●Clarinet
有田ちあき（出雲市）

多久和明美（松江市）

松崎　真理（安来市）

水間　　満（松江市）

●Fagott
五十嵐一浩（松江市）　

白瀬　愛美（松江市）

前之園省三（松江市）

●Horn
穐山　京子（米子市）

穐山　純果（米子市）

岩根　洋一（松江市）

清水　　亨（呉市）

高橋　行仁（出雲市）

●Trumpet
穐山　尊礼（米子市）

近藤　　瞬（安来市）

福本　順士（宇都宮市）

●Trombone
池之野　楓（松江市）

松浦　千夏（松江市）

山村　友子（松江市）

●Timpani
北野　　徹（大阪市）

●Triangle
片寄　静恵（松江市）

●Cymbal
成瀬　夏希（松江市）

●B.Drum
本郷　良枝（米子市）

○コンサートマスター

オーケストラコーラス
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（合唱）

大隅　宏明　　狩野　真吾　　酒井　淳子　　田邊　香子
細田　節子
（オケ）

小豆澤伸司　　植田　充弘　　多々納真吾

15 16

第
九
を
う
た
う
会

Sta�

役
員

実
行
委
員

■名誉会長　溝口善兵衛
■顧　　問　森山　俊雄　　長岡　　愼　　藤岡　大拙　　広沢　卓嗣　　仲田　盛義　　
■会　　長　吉田　正英　　
■副 会 長　柳原　　博　　菅澤　弘和
■理　　事　糸川　孝一　　加藤　幹雄　　小林　昭三　　角田　敦志　　三島　　淳　　
　　　　　　吉田　　功　　吉田　　修

■監　　事　岸　　忠明　　勝部恵美子

第21回（平成24年）
県民手づくり『第九』コンサートin島根
出演者募集 !　　　　
「第九」を1度は歌ってみたい方！感動のステージを一緒に創りましょう！
練習はオーケストラ・コーラスともに5月から
月1回（他に基礎練習月1～2回）の割合で行います。

結　団　式　平成24年 5月13日（日）島根県民会館大会議室
演　奏　会　平成24年12月 9日（日）島根県民会館大ホール

☎090-3170-4180（合唱：菊池）　
☎0852-52-4654（オーケストラ：野々内）

問い合わせ先

さあ、一緒に
感動のステージへ！

■実行委員長　菅澤　弘和　■実行副委員長　田中　義浩　　石飛　隆雄　■事務局長　角　　久夫

総務部

演奏部

広報部

部　長 副部長

角　　久夫

部　　　　員

菊池喜代子
高見　浩史

有田ちあき　　陶山　愛美　　多久和明美

友田　雅夫 寺津　豪佐
野々内さとみ

大内　　茂 小豆沢恭子 仙田　智子　　野村　俊介　

合　唱
指導部

（顧問）渡部　　智　　米山　道雄　　池田　亮治

（顧問）喜久里　誼

勝部　俊行 石橋　久和 井上　大祐　　小村　　聡　　勝部恵美子　　勝部俊一郎
布野　浩志　　古家　孝子　　森田　麗子　　渡邊志津子

伴奏部 代　　香織 門脇　三恵　　金本　智子　　齋藤　江美　　周藤美紀子　　
本常　恭子　　松浦　　純

オーケ
ストラ
指導部 水間　　満 　 井川　晶子　　大前　　香　　近藤　美里

私たちも第九を応援しています
松江市

吉田　　悠
松江市

吉田　　遼
松江市

吉田　正和
松江市

吉田　洋子
松江市

大月　　亮

松江市

大月　美香
松江市

大月　　玲
松江市

勝部　奈緒
松江市

勝部　湊美

名古屋市

野村　智之
五泉市

野村　文恵

東京都

栃木　啓子

米子市

川下　裕司

ドバイ

四方　智子
松江市

余村　　正
横浜市

成相　昭吉
横浜市

成相　陽子

松江市

小豆澤裕三子

松江市

藤田　正一
松江市

藤田多岐子
松江市

中山　律子
松江市

山田あかね
松江市

森山美佐子

松江市

清水　志保
松江市

馬庭佐貴子
松江市

江角　陽司
出雲市

森脇　静子
松江市

水沼千弥子

松江市

小豆澤典子

雲南市

小池千恵子
雲南市

堀江恵紀子

雲南市

斉藤　静代

雲南市

矢引　久枝

松江市

山岡　光代
松江市

山口　弘子
松江市

引野千寿子

松江市

兼本　武子

松江市

泉　　澄男
松江市

泉　　洋子

松江市

寺津　咲耶
松江市

寺津　源基
松江市

酒井　禮男

松江市

吉岡　文子

東京都

西村　有希

まつえコールブルー

堀江　茂子

松江市

安食　忠雄

川崎市

平沼　　久
川崎市

平沼こずえ
兵庫県

竹内　　亮

松江市

福本　貞雄
松江市

野々内　登
兵庫県

竹内　文女
東京都

西村　大輔
松江市

田淵　　誠

まつえコールブルー

内田　鋭子
まつえコールブルー

岩谷　京子
まつえコールブルー

田淵　典子
まつえコールブルー

糸原　幸子
まつえコールブルー

門脇黄美子

まつえコールブルー

福本いずみ
まつえコールブルー

三島　玉江
まつえコールブルー

神田　晴子
まつえコールブルー

園山　倫子
まつえコールブルー

宮川桧紗子
まつえコールブルー

三木　靖子
まつえコールブルー

植田　玲子

まつえコールブルー

中山ミチ子

まつえコールブルー

門脇　文子
まつえコールブルー

広江　紀子
まつえコールブルー

太田　節子

松江市

門脇　正彦
松江市

景山まりえ
雲南市

森山真智子

まつえコールブルー

達山千恵子
まつえコールブルー

古沢　知子
住友生命

岩田　里子
松江市民合唱団

余村　恭子
松江市民合唱団

細川恵美子
松江市民合唱団

安達　冱子
松江市民合唱団

中釜　智子
松江市民合唱団

山根　道子

松江市

大内　順子
松江市

岸本　　広
松江市

友田　遥香
松江市

友田　圭亮
くりっぷ

曽田美恵子
松江市

村田　行彦
松江市

村田　宜彦
松江市

友田　達也
松江市

友田百合子
習志野市

岡　かな子

大阪市

菊池　寿人
大阪市

菊池妃都美

松江市

布野　　修

朝日女声コーラス
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