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代表理事挨拶

　お陰様で、本法人を設立して 10 年目を迎えることができました。これもひとえにご指導ご支
援をいただきました兵庫県、兵庫県教育委員会をはじめ、演奏依頼を頂きました関係機関や諸
団体等の皆様のご支援の賜物であると深く感謝申し上げます。
　思い起こせば、本法人の設立を考えましたのは、私が兵庫県立西宮高等学校長の 2 年目（2009
年）の時です。県立西宮高等学校には、本県では唯一音楽科が設置されています。その音楽科
の担任教諭から、「東京芸術大学や京都市立芸術大学、大阪教育大学など音楽系の卒業生から、
卒業してもなかなか演奏の場がないと言う声があり、何とかならないでしょうか」という相談
を受けたのがきっかけでした。その間、同校の単位制高等学校への改編のため、法人設立の準
備が遅れましたが、私が退職しました 2011 年 7 月に、晴れて兵庫県知事から「特定非営利活
動法人（NPO 法人）関西芸術文化支援の森ゆずりは」として、認証書を頂くことができました。
　それから、10 年。今思えばあっという間でした。2020 年度末までの公演回数は、延べ 332
回、出演者数は、延べ 1200 人となりました。これだけ順調に出演の機会をいただきましたのは、
若手演奏家の真摯な情熱ある演奏が、皆様に評価されてきたからであると思います。また、同
時に忘れてはならないのは、これまでの各演奏会のお世話をしていただいた本法人の理事や応
援の方々の存在です。ほとんどの方は仕事をされている中でのお世話ですので、ただただ感謝
の気持ちでいっぱいです。
　この度、これまで本法人の活動に関わっていただきましたすべての方々に感謝の気持ちを込
め、本法人の活動を 10 年の歩みとして、「NPO 法人 関西芸術文化支援の森ゆずりは設立１０
周年記念誌」を発行することになりました。本冊子には、これまでご支援を頂きました兵庫県、
関係機関、諸団体等の皆様のご祝辞をはじめ、これまでの活動を年度ごとに写真等で紹介させ
ていただいております。是非ご覧いただければ幸いです。
　本法人は、今後も若手演奏家の支援を通じて、心豊かな地域社会の発展のために尽くしてま
いります。引き続き皆様のあたたかいご支援をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただき
ます。

   音楽を通じて心豊かな社会へ

特定非営利活動法人　　
関西芸術文化支援の森 ゆずりは

　代表理事　和泉 喜久男



3

ご  祝  辞

　ＮＰＯ法人「関西芸術文化支援の森ゆずりは」が設立 10 周年を迎えられました。心からお祝
いします。
　若き演奏家たちの将来の活躍を願い、身近な演奏の機会を確保するとともに、県民に優れた
音楽を提供しようと、これまで数多くの公演を重ねてこられました。
　その数は実に 300 回にのぼり、延べ 1000 人を超える若手演奏家が貴重な経験を積んできた
とうかがっています。大勢の観客の前に演奏することで若い才能は大きく育ちます。皆様の熱
意に溢れた取り組みに心からの拍手を贈ります。

　私たちの暮らしを彩り、こころを豊かにしてくれる芸術文化、なかでも音楽は聴く者を癒やし、
明日への元気を与えてくれます。しかしコロナ禍によって、多くの芸術家は発表の機会を奪わ
れるなど苦境に立たされています。
　兵庫県では、コロナに負けず活動を続ける芸術家を応援するため、アーティストの動画配信、
芸術文化施設での無料ロビーコンサートやリサイタルなどに取り組んできました。
　コロナ禍をきっかけに、芸術文化の世界にはデジタル化の波が押し寄せています。ICT を活用
して、鑑賞機会の充実や人材育成の促進などに取り組むとともに、青少年がリアルな芸術文化
に触れる「アウトリーチ活動」にも力を注いでいきます。

　芸術文化のさらなる振興には、県民、団体、行政等が連携を図りながら、こうした取り組み
を地道に進めていくことが大切です。芸術文化が暮らしに息づき、人や地域を元気にする「芸
術文化立県ひょうご」をめざし、ともに力をあわせていきましょう。
　ＮＰＯ法人「関西芸術文化支援の森ゆずりは」の今後ますますのご発展と、会員の皆様のご
健勝でのさらなるご活躍を心からお祈りします。

   設立 10 周年を祝して

兵庫県知事
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Messages  of   Congratulations

　この度、NPO 法人関西芸術文化支援の森ゆずりはが設立 10 周年を迎えられたことを、心か

らお祝い申し上げます。

　　

　平成２３年に設立されて以来、様々なコンサートの企画や、イベント等へのあっせんなど、

若手芸術家の育成と支援、また、その活動を通じて地域社会のより豊かな文化向上に努めてこ

られました。本市におきましても西宮市生涯学習大学「宮水学園」での修了式記念公演、西宮

市展オープニングセレモニーへの出演、市の小中学校アウトリーチ事業の運営など、様々な場

面でご協力をいただき、西宮市の文化振興に貢献していただいておりますことに改めてお礼申

し上げます。

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大によって、文化や芸術は苦境に立たされ、人々の心も

閉塞感に苛まれています。

　しかし、このような時だからこそ、美しい音色で心を癒し、人々を元気づける音楽は無くて

はならないものだと感じております。設立以来、毎年開催されている「ゆずりはコンサート」

は記念すべき１０回目を迎えられると聞いております。是非若い音楽家の皆さんの素晴らしい

演奏で、多くの方に深い安らぎと大きな感動を与えていただきたいと思います。

　本市は、「文教住宅都市」という誇り高い都市目標のもと、市民の芸術活動が非常に盛んなま

ちとして発展してまいりました。音楽を通して人々が世代を越えてふれあい、喜びを分かち合

えるまちづくりに努めてまいります。今後とも、皆様のより一層のご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

最後に関係者の皆様のご活躍とご発展を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

「ゆずりは」設立 10 周年に寄せて

西宮市長 石井 登志郎
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Messages  of   Congratulations

　ＮＰＯ法人関西芸術文化支援の森「ゆずりは」が設立 10 周年を迎えられましたことを、心か

らお祝いします。

　「ゆずりは」は、平成 23 年、演奏機会の少ない若手音楽家を地域で支えるとともに、その活

動を心豊かな社会づくりへの貢献に繋げることを目的として設立されました。以来、兵庫の地

で学んだ若手音楽家などに、県立学校の芸術鑑賞会など演奏の場を提供するとともに、ＮＰＯ

法人設立の翌年に行われた第１回ゆずりはコンサートでは、東日本大震災の被災地支援として

奨学資金を募るなど、社会に貢献する活動にも取り組まれてきました。

　四半世紀前、この兵庫の地も阪神・淡路大震災が襲いました。全国から温かい支援をいただ

きながら、深い悲しみを乗り越え復興の歩みを進める中で、被災者の傷ついた心を癒やし、立

ち上がる力を与えてくれてのが、音楽をはじめとする芸術文化の力でした。

　兵庫県教育委員会では、こうした経験から芸術文化に触れる機会の充実に取り組んでいます。

県立芸術文化センターにおける青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～では本物の

音楽に触れ、県立西宮高等学校の音楽科では、音楽と向き合い成長した生徒が内外の様々なシー

ンでの活動を展開するなど、芸術文化に親しみながら、豊かな感性や情操、生涯にわたって芸

術を愛好する態度や心情を育んでいます。

　今、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、世界中で、日常生活はもとより経済活

動、文化・スポーツ活動、全てが様変わりし、世界の風景は大きく変わり、芸術文化においても、

数多くの公演などが中止や延期に追い込まれています。

　このような困難な時であるからこそ、若手音楽家の活動を支援することは重要な取組みです。

新しい生活様式が求められる新たな時代の中にあって、設立 10 周年を契機に、ＮＰＯ法人関西

芸術文化支援の森「ゆずりは」が大きく飛躍され、音楽を通して人びとに勇気を与えることを

心より祈念いたします。

設立 10 周年に寄せて

兵庫県教育長 西上 三鶴
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　「ＮＰＯ法人関西芸術文化支援の森ゆずりは」が 2011 年に設立されて以来 10 周年を迎えら

れましたことを、心よりお祝い申し上げます。一言で 10 年といっても、活動を続けてこられた

間には、ご苦労もあったことだと思います。こうして 10 周年を迎えられたのは、私たち兵庫県

立学校の校長の先輩でもある和泉代表理事をはじめとして、スタッフや会員の皆様の努力の賜

物だと思います。

　兵庫県立学校においては、この 10 年間に、14 校の高等学校と３校の特別支援学校が、芸術

鑑賞会などで素晴らしい演奏を聴かせていただきました。中には、開校記念式典や創立 50 周年

記念祝賀会という大切な節目の時に演奏して頂いた学校もあります。本当にありがとうござい

ました。

　会報誌の創刊号には、「ゆずりは」の名前の由来が植物の「ユズリハ」であり、世代が絶える

ことなく引き継がれることを意味していることや、「ユズリハ」のように若い人たちの芸術活動

を応援し支えていきたいという願いが記載されています（14 号以降ではタイトルの横にも記載

されています）。さらに次の 10 年を目指して、演奏活動を充実されるとともに、「ゆずりは」の

活動を通して会員の皆様がさらに活躍していかれることを祈念しております。

「ゆずりは」設立 10 周年を祝して

兵庫県立学校長協会長
( 兵庫県立御影高等学校長 )

中谷 安宏

Messages  of   Congratulations
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Messages  of   Congratulations

　「NPO 法人関西芸術支援の森　ゆずりは」が設立 10 周年を迎えられることを心からお喜び申

し上げます。これまで長きにわたり多くの若手演奏家にさまざまな演奏機会を提供されてこら

れたことに心から敬意を表します。

　さて、昨年 3 月に県内で新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されて以来、震災の物理

的ダメージとは異なる、見えない恐怖に対して我々の毎日の生活も新たな変化を余儀なくされ

ています。

　特に、人と人とのかかわりの中で成立する芸術文化活動への影響は計り知れません。演奏会

等の中止・延期のみならず、レッスンや授業のリモート化、動画配信等などこれまで経験した

ことのない困難に直面しています。

　そのなかで和泉理事長さんをはじめ、「ゆずりは」の皆さんが、10 年間の実績のもと、万全

の対策をしたうえで演奏の場を設けられることは、演奏家だけでなく、聴衆の皆さんへも大き

な感動をもたらしていることでしょう。

　若手アーティストの支援を最重点目標として活動をしている私ども兵庫県芸術文化協会とし

ても本当に心強い限りであり、大きな社会の転換点にあっても、ともに兵庫の芸術文化を支え

ていければと願っています。ますますのご発展をお祈りしています。

「ゆずりは」設立 10 周年に寄せて

公益財団法人 兵庫県芸術文化協会

 理事長　山本 亮三
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　「関西芸術文化支援の森ゆずりは」の設立１０周年を心よりお祝い申し上げます。

　「ゆずりは」の皆様におかれましては設立以来数多くの演奏活動を展開され、優れた音楽で人々

を魅了されるとともに、若手演奏家の活動支援を通じ文化の振興に大きく寄与されてまいりま

した。和泉代表理事をはじめ会員の皆様に深く敬意を表します。

　「ゆずりは」を巡る私の印象深い思い出として、阪神・淡路大震災２０年西宮市犠牲者追悼式

があげられます。

　当時、私は西宮市役所で震災２０年事業の担当局長を務めており、メインとなる西宮市民会

館での追悼式を考えておりましたところ、担当者から真っ先に提案されたのが和泉代表理事で

した。

　和泉代表理事は、震災でご子息を亡くされ、また、当事者として復興と若い音楽家の活躍を

願い「ゆずりは」を設立されたと聞き、追悼式への遺族代表としてのご出席と「ゆずりは」に

よる演奏をお願いしたところご快諾をいただきました。追悼式で演奏されたバッハ「主よ人の

望みの喜びよ」の安らぎに満ちた弦楽の響きと合唱曲「歩こうよ」の美しいハーモニーは、今

も深く私の心に残っております。

　音楽は人々に夢と希望をもたらしてくれます。「ゆずりは」の演奏がコロナ禍で沈みがちな人々

の心に光を灯し、明日への勇気を与えられますことと、今後ますますのご発展を心よりお祈り

申し上げます。

「ゆずりは」設立 10 周年に寄せて

公益財団法人 西宮市文化振興財団

 理事長　田原 幸夫
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　「関西芸術文化支援の森ゆずりは」におかれましては、設立１０周年
を迎えられとうかがい、設立以来運営にかかわってこられた会員演奏家
を始め関係者の皆様に心よりお喜び申し上げます。
　私ども「阪神シニアカレッジ」では、文化祭やオープンカレッジなど節目のイベントごとに
演奏家の皆様にご出演いただき、「ふれあいコンサート」と銘打った皆様のパフォーマンスに、
その場を大いに盛り上げていただき、在校生・スタッフ一同深く感謝してまいりました。
　昨年来の新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴い、私どもシニアカレッジも長期休講に追い
込まれるなど運営に支障が生じており、聴衆の前でパフォーマンスを発揮する機会が減少した
皆様の苦衷や察するに余りあります。
　しかしながら、朝のこない夜はないといわれるように、今は苦しくとも新型コロナウィルス
感染症も必ず克服され、皆様がなんの制約もなく活動される日はくるものです。その折には、
皆様のパフォーマンスで紡がれた、「ふれあい」の糸がやがて周囲をあたたかく包む輪となりい
つまでも続いていくものと確信しております。

「ふれあい｣ の輪いつまでも

阪神シニアカレッジ

学長　武田  建

　設立１０周年おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。ゆ
ずりはの皆様と関西国際大学の学生たちとのおつきあいは、2018 年の

サービスラーニングという授業から始まりました。
　「音楽の癒しによる災害からの復興」プログラムでは、丹波市の丹寿荘にて『夏のふれあいミ
ニコンサート』を開催。翌年の「図書館における音楽と知の融合」プログラムでは、三木市立
中央図書館で『おとなのためのわくわく夜の図書館コンサート』を開催。さらに、昨年 2 月に
は三木市吉川町の山田錦の館で『デリシャスよかわコンサート』を開催。いずれも多くの来場
者に楽しんでいただきました。
　いつも、さすがだなぁと感心するのは、こちらのリクエストに全て応えてくださるというこ
とです。「テーマが苺なので『いちご白書をもう一度』を」や「夜の公演なので、ニューヨーク・
シティ・セレナーデを」等を実現してくれるのです。
プログラムごとの受講学生は異なるのですが、必ず、「感動した」「鳥肌が立った！」等の感想
を口にします。音楽は本当に良いものだと再認識する瞬間です。
　今後も、ゆずりはの皆様には、上質の音楽で学生たちの学びに寄り添っていただければ嬉し
く思います。

学生たちの学びと共に

関西国際大学人間科学部 学部長 

教授　上村  和美
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　「ＮＰＯ法人関西芸術文化支援の森ゆずりは」設立１０周年おめでと
うございます。１０年の長きにわたり演奏会事業など多くの活動をおこ
なわれ、和泉代表理事様をはじめ多くのスタッフの方たちの支えがあって継続してこられたと
思います。
　さて、わがホテル北野プラザ六甲荘では、「ゆずりは」様創立以来多くの演奏を行っていただ
きました。特に年末恒例の「クリスマスミュージックライブ＆ディナー」においては、創立年
の２０１１年１２月より１０年開催することができました。その間、素敵なクラシックをライ
ブ演奏していただき、多くのお客様に感動をお届けできました。２０年末の演奏会でも、多く
のお客様が「素晴らしい演奏で感動した」「来年も参加したい」という声を寄せていただいてお
ります。六甲荘を代表して感謝申し上げます。
　「ゆずりは」様は、若手演奏家の演奏機会が少ない状況において演奏会を開催するなど、若手
芸術家の活躍の場を支援されています。六甲荘は、「ゆずりは」様の活動が心豊かな社会づくり
への貢献に繋がるようこれからも「クリスマスミュージックライブ＆ディナー」をはじめとし
た演奏会の開催などを継続し、支援してまいりたいと思います。今後もこの活動がますますま
す盛んとなりますよう祈念いたしております。

１0 年間の活動に感謝して

ホテル北野プラザ六甲荘

 支配人　三浦 忠保

　2011 年にＮＰＯ法人「関西芸術文化支援の森ゆずりは」が設立され
今年で 10 年目を迎えられたことを心よりお慶び申し上げます。
　この「ゆずりは」は、当時の兵庫県立西宮高等学校和泉喜久男校長と竹内泰弘先生が「本校
音楽科卒業生に多くの演奏機会を与えられないか」と発案され、お二人のご尽力で、この趣旨
に賛同した乾征夫元校長はじめ、音楽科の教諭及び保護者の方々など 14 名と共に設立されたも
のです。
　設立当時は年間６回余りの演奏会でしたが、現在は音楽科卒業生のみならず若手演奏家の演
奏活動支援も兼ね、年間 30 回余りの演奏会を開催するまでに発展しています。現在は正会員
62 名、賛助会員 158 名、計 220 名にまで発展しました。
　私は仕事の都合でこの会を離れましたが、本会が益々大きく発展、充実されることを心より
お祈り申し上げます。

「ゆずりは｣ 10 周年を祝して

兵庫県立西宮高等学校 音楽科元科長

成瀬 修
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　このたびは、「ゆずりは」設立 10 周年を迎えられること、心よりお
祝い申し上げます。私が県西の 3 年生の時に設立され、設立記念コンサートに出演させて頂い
た時からもう 10 年が経ったのかと思うと驚きです。「ゆずりは」は、まだまだ駆け出し音楽家
の我々に対して、地域に根付いた演奏の場を多く提供して頂きました。私は県西を卒業し東京
の大学に進むことになりましたが、その後も「ゆずりは」の活動に関わることで、自分にとっ
てとても大切な地元関西での演奏の場、そして関西でのネットワークを保ち続けることができ
ました。これは自分にとって演奏活動を続ける上でとても心強く、その一つ一つが自身の成長
の血肉となりました。今日は世界中で感染症の煽りを受け、音楽分野においてもコンサートの
延期・中止や、海外からの演奏家の来日が困難になるなど、多大な影響を受けています。しか
し関西のネットワークに 10 年かけて根付いた「ゆずりは」は、関西の音楽家が関西の芸術文化
の発展を担うという、音楽家の往来の厳しいこの時代においてとても重要な役割をもたらして
います。今後も益々の発展をお祈り申し上げますと共に、設立 10 周年コンサートで演奏させて
頂けることを今からとても楽しみにしております。

「ゆずりは｣ との 10 年

　この度は、10 周年を迎えられたことを心よりお祝い申しあげます。
　県立西宮高校音楽科声楽専攻を卒業し、京都市立芸術大学、同大学院
の声楽専攻へと学び進みました。

　学生時代には自分の音楽と向き合い、練習に没頭する毎日でしたが、プロとして音楽の道へ
進めるのだろうかと、将来への不安を感じたことを覚えています。その中で「ゆずりは」様が
たくさんの演奏の場を提供してくださり、その経験が自分のキャリアを進めていく上での大き
な自信になりました。
　卒業後はアメリカへ留学し、幸運なことに、ボストン交響楽団の合唱団員のオーディション
に合格することが出来ました。その中で経験したのは、人種や言語の壁を超え、音楽で心を繋
ぐことが出来たという感動と喜びでした。
　音楽家にとって今は忍耐、試練の時かもしれません。しかし音楽という素晴らしいコミュニ
ケーションツールを持っていることに誇りを持ち、今こそ前へ進む時だと信じております。
　「ゆずりは」様が、今後も音楽家とお客様の架け橋となり、多くの方に感動を与えられますよう、
ますますのご発展を心よりお祈りしております。

「ゆずりは｣ 設立 10 周年に寄せて

ボストン交響楽団タングルウッド合唱団

大森　花

　　　ミュンヘン音楽演劇大学大学院
東京藝術大学大学院

秋元 孝介
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11 月　第 15 回近畿中央病院コンサート〈フルート・ファゴット・ピアノ〉
11 月　兵庫県立尼崎稲園高等学校 芸術鑑賞会（東リいたみホール）〈管・弦・ピアノ・声楽〉★写真№ 4

♪ 初めての学校芸術鑑賞会での演奏は、 県立尼崎稲園高等学校でした。 声楽と合唱部のコラボ、　

　トロンボーンのワンポイントレクチャー、 リスト “愛の夢” の弾き比べなどを楽しんでいただきました。

2011 年度 2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月～ 2012 年３月
 ７月　 21 日付けで設立　正式に活動をスタート  

10 月　兵庫県立三田西陵高等学校 ふれ愛コンサート〈ヴァイオリン・ピアノ〉★写真№ 2, 3

2011 年

  3 月　第１回ゆずりはコンサート～東日本大震災被災地支援コンサート～ ( 神戸新聞 松方ホール )
　　　　　　　　　　〈弦楽四重奏・管楽器・弦楽器・声楽・ピアノ独奏〉★写真№１・新聞記事

♪ 初めての主催コンサートである第 1 回ゆずりはコンサートは、 設立を記念すると同時に前年３月に起こった

  東日本大震災の震災遺児 ・孤児を支援するコンサートとして開催しました。 以後、 その趣旨はずっと引き　

　継がれています。 また、 コンサートの最後に、 ご来場の皆様とともに歌った “ふるさと” は今も深く心に残っ

　ています。

2012 年

　№１　№１

“ゆずりは”10 年の歩み

♪ “ゆずりは” の歩みは県立三田西陵高等学校の “ふれあいコンサート” から始まりました。 当時の

　学校長、 後に “ゆずりは” の理事としてもご尽力くださった梶原愛子先生からのお声かけが始まりです。

　地域の皆様と学校とが一つになって催すイベントへのゲスト出演は、 貴重な経験となりました。

♪ 約２年の準備期間を経て、 ここまで漕ぎ着けました。 県立西宮高等学校の卒業生、 保護者を中心

　に、 続々と会員の申し込み、 演奏者としての登録がありました。

♪ 大阪の松本様の工房にて、 スタインウエイピアノの歴史、 構造、 音がなる仕組みなどを詳しく教えて

　いただきました。

11 月　第１回 スタインウェイピアノ工房見学会

12 月　兵庫県立西宮南高等学校 フレッシュコンサート〈クラリネット・声楽・ピアノ〉
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘 クリスマスディナーライブ ( ２回 )〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  3 月　芦屋市立打出保育所 訪問演奏会〈フルート・声楽・ピアノ〉
  3 月　西逆瀬川自治会館 水曜サロン〈フルート・声楽・ピアノ〉
  3 月　西逆瀬川自治会館 春待ちコンサート〈フルート・オーボエ・クラリネット・ピアノ〉

♪ お子様から高齢の方まで、ご近所の方々が集まり、フレッシュなメンバーの演奏を聴いていただきました。 アッ

トホームな感じに出演者もほっこりする、 まさにもうすぐ春というような心温まるコンサートでした。
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　№ 4　№ 4

　№ 2　№ 2 　№ 3　№ 3

← 2012 年３月１日　朝日新聞朝刊に
　掲載されました。

＊ 法人名の由来である ｢ユズリハ」は、　
　縁起物として正月や祝い事の飾りにさ
　れることもあるそうです。その名は、
　新しい葉が伸びて古い葉が落ちること
　から、世代が絶えることなく引き継が
　れていくことを意味しています。
　この「ユズリハ」のように私たちの活
　動も長く引き継がれ、若い演奏家たち
　が大いにその才能と実力を発揮し、こ
　こから巣立っていってほしいと願って
　います。

＊ “ ゆずりは ” のロゴは京都市立藝術大
　学 辰巳昭久教授の監修のもと、当時、
　同大学院の学生であった黒木雅己さん
　と山崎綾子さんが製作してくださいま
　した。
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11 月　神戸大学附属中等教育学校 芸術鑑賞会〈声楽・ピアノ〉
11 月　ホテル北野プラザ六甲荘 ＯＢ会〈フルート・ピアノ〉
12 月　長井芽乃氏 ボディマッピング講習会 ( 西宮市中央公民館 )

♪ ｢ 音楽家ならだれでも知りたい体のこと 」 というテーマで、 フルート奏者＆アンドーヴァー ・ エデュ

　ケーター ( ボディマッピング公認講師 ) の長井芽乃氏にご講演いただきました。 脳が把握し具現化

　するボディ ・ マップ＜身体地図＞という考え方のもと、 演奏者が抱える体の痛みを軽減させるという

　内容で、 参加者は熱心に耳を傾けていました。

  ５月　兵庫県立西宮高等学校 14 回生同窓会 ( ホテルグランヴィア )〈弦楽四重奏〉
  ６月　兵庫県立西宮高等学校 16 回生同窓会 ( ＫＫＲホテル大阪 )〈声楽・ピアノ〉

  ６月　神戸市立小寺小学校 保護者会主催演奏会〈ヴァイオリン・声楽・ピアノ〉
  ８月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・声楽・ピアノ〉
  ８月　関西保育福祉専門学校 卒後研修会 ( ホテルポップインアミング )〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ９月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
10 月　近畿中央病院 オータムコンサート〈ヴァイオリン・声楽・ピアノ〉

10 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈フルート・ピアノ〉
10 月　兵庫県立阪神昆陽高等学校 昆陽特別支援学校 合同開校記念式典〈ヴァイオリン・声楽・ピアノ〉

2012 年度 2012 年 ( 平成 24 年 ) ４月～ 2013 年３月
2012 年

10 月　兵庫県立三田西陵高等学校 ふれ愛コンサート〈声楽・ピアノ〉★写真№ 5
10 月　瑞宝小綬章受章祝賀会 ( クラウンプラザホテル )〈弦楽四重奏〉

♪ 新響楽器様の全面的なご支援により、 演奏の場を無償で提供していただき始まったのがこのオーパス

　ゆずりはライブです。 演奏者の自由な発想で企画する “ゆずりは” 主催のミニコンサートであり、 今では

　何度もご来場くださる熱心なファンの方もいらっしゃいます。 また、 後には新響楽器甲子園店の甲子園

　ホールも使わせていただけることになり、 “新響ゆずりはライブ” へとつながっていきました。

　№ 5　№ 5 　№ 6　№ 6 　№ 7　№ 7

♪ 前年度に引き続き、 近畿中央病院オータムコンサートに呼んでいただきました。

11 月　関西保育福祉専門学校 芸術鑑賞会 ( 尼崎ピッコロシアター )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ジャズボーカル・声楽・ヴァイオリン・ピアノ〉
11 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉★写真№ 6,7
11 月　向井華奈子モダンダンスリサイタル ( 新神戸オリエンタル劇場 )〈ピアノ〉
11 月　東山台自治会ファミリーコンサート〈木管六重奏〉
11 月　第１回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉

♪ 受章式典などのお祝いの席に呼んでいただくことも、 これ以降多くありました。 粛々と行われる

　祝賀会の席に、 弦楽四重奏が厳かに調和していました。

12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈オーボエ・ピアノ〉
12 月　兵庫県立兵庫高等学校 芸術鑑賞会 ( 神戸文化ホール中ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽四重奏・ヴァイオリン独奏・ピアノ〉
12 月　兵庫県立西宮南高等学校 フレッシュコンサート〈トロンボーン・声楽・ピアノ〉★写真№ 8

♪ 同窓会に続けて伺うご縁がありました。 会を盛り上げ花を添えることができて光栄でした。
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  １月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  １月　兵庫県教育委員の会 ( ホテル北野プラザ六甲荘 )〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ２月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈声楽・ピアノ〉
  ２月　第２回ゆずりはコンサート～東日本大震災被災地支援コンサート～
　　　　　　　　　　　　　　　　( 兵庫県立芸術文化センター・神戸女学院小ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽器・管楽器・マリンバ・声楽・ピアノ〉★写真№ 10 ～ 16
  ２月　個人宅ホームパーティ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ３月　サンシティ宝塚コンサート〈ピアノ〉
  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘オーダーバイキングＢＧＭ演奏 ( 計 29 回 )〈ピアノ〉

12 月　学園都市アミティ自治会 アミティクリスマスコンサート ( 学園都市リバティホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート・ファゴット・ピアノ〉★写真№ 9

　№ 8　№ 8 　№ 9　№ 9

2013 年

　№ 10　№ 10 　№ 11　№ 11 　№ 12　№ 12

　№ 13　№ 13

12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ ( ２回 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽四重奏〉〈フルート・ファゴット・ピアノ〉

♪ 自治会など地域の方々の催しに音楽を取り入れていただくことはとても嬉しいことです。

　この日はご家族連れのお客様も多く、 お父さんのお膝の上でリズムを取る小さいお子さんの

　姿は微笑ましい光景でした。

　№ 14　№ 14 　№ 15　№ 15 　№ 16　№ 16

♪ 毎日ピアニストが入れ替わり、 お食事中の

　ＢＧＭを演奏するという企画でした。
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2013 年度 2013 年 ( 平成 25 年 ) ４月～ 2014 年３月
2013 年   ４月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈クラリネット・ピアノ〉

  ５月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈コントラバス・ピアノ〉
  ５月　第１回ゆずりはの会 ( ホテル北野プラザ六甲荘 )〈フルート・ヴァイオリン・ピアノ〉★写真№ 15

  ５月　県友会 神戸支部総会 ゲスト演奏 ( 相楽園 )〈声楽・ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉

♪ “ゆずりはの会” とは、 “ゆずりは” の会員同士が親睦を深める会です。 記念すべき第１回は、 フルート ・

　 ヴァイオリン ・ ピアノの演奏を聴きながら、 ホテルのお食事を楽しみました。

　№ 17　№ 17　№ 16　№ 16　№ 15　№ 15

　№ 19　№ 19　№ 18　№ 18

  ６月　第２回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉★写真№ 16
  ６月　ママズケア主催 親と子のコンサート ( 西宮ガーデンズ )〈フルート・声楽・ピアノ〉
  ６月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈フルート・ピアノ〉
  ６月　神戸市立小寺小学校 保護者会主催コンサート〈弦楽四重奏・ピアノ〉

♪ 県友会様にはこの年から毎年、 ゲスト演奏をご依頼いただいています。 総会後、 お食事前に

　皆様と過ごす温かいひとときは、 出演者にとっても幸せな時間です。

  ７月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈声楽・ピアノ〉
  ８月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ピアノトリオ〉
  ８月　西宮浜「海の甲子園」ウェルカムパーティ〈声楽・ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉★写真№ 17
  ８月　大阪音楽大学音楽博物館見学会

  ９月　叙勲受章祝賀会 ( ホテル北野プラザ六甲荘 )〈弦楽四重奏・ピアノ〉
  ９月　前教育長を囲む会〈声楽・ピアノトリオ〉★写真№ 18
  ９月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈声楽・ヴァイオリン・ピアノ〉
  ９月　ひょうご現代結婚事情フォーラム in 丹波 オープニングステージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 丹南健康福祉センター研修室 )〈弦楽四重奏〉
10 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈フルート・ピアノ〉
10 月　兵庫県立三田西陵高等学校 ふれ愛コンサート〈トランペット・ピアノ〉★写真№ 19

♪ 小寺小学校での２度目の演奏会、 日曜参観に来られた保護者向けのコンサートです。 コンサート

　の最後に、 ゆずりはの演奏に合わせ、 ５、 ６年生がサプライズで校歌 ・ “ともだち” の２曲を歌ってくれ　

　ました。

♪ 大阪音楽大学様のご協力のもと、 音楽博物館の見学会を行いました。 専門家の方に詳しい説

明を伺いながら、 名器や珍しい民族楽器の数に驚きとても勉強になりました。
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  １月　ホテル北野プラザクラシックライブ〈声楽・ピアノ〉
  ２月　ひょうご現代結婚事情フォーラム in 神戸 オープニングステージ ( 兵庫県民会館 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート四重奏〉
  ２月　ホテル北野プラザクラシックライブ〈サクソフォン・ピアノ〉
  ３月　ホテル北野プラザクラシックライブ〈ピアノトリオ〉
  ３月　西宮市生涯学習大学「宮水学園」修了式記念公演 ( 西宮アミティホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈木管五重奏・声楽・ピアノ〉★写真№ 23

2014 年

　№ 21　№ 21

　№ 22　№ 22

　№ 24　№ 24

　№ 23　№ 23

10 月　第１回音楽のひろば ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈弦楽器・管楽器・声楽・ピアノ〉★写真№ 22

♪ アミティーホールを埋め尽くすお客様の前での演奏は好評で、 修了式に出席していた方々から多くの

　温かい声をいただきました。 西宮市からいただいた初めての演奏の場でもありました。

  ３月　西宮市まちづくり賞授賞式記念演奏 ( 西宮神社会館 )〈声楽・ピアノ〉★写真№ 24

　№ 20　№ 20

♪ “ゆずりはコンサート” と並ぶ主催コンサート “音楽のひろば” は、 この年から始まりました。 若手演奏家

　同士が集まって演奏することにより、 お互いに刺激し合いつつ日頃の鍛錬を発表する大切な場となりました。

11 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈サクソフォン・ピアノ〉
11 月　第３回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
11 月　第２回 スタインウェイピアノ工房見学会
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈クラリネット・ピアノ〉
12 月　兵庫県立兵庫高等学校 芸術鑑賞会 ( 神戸文化ホール中ホール )〈声楽・ピアノ・ハーモニカ〉                                  
                                                                                                                                      ★写真№ 20, 21
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ ( ２回 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート・オーボエ・チェロ・ピアノ〉〈フルート・ピアノ〉
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2014 年度 2014 年 ( 平成 26 年 ) ４月～ 2015 年３月

2014 年  ４月　第３回ゆずりはコンサート～東日本大震災被災地支援コンサート～
　　　( 兵庫県立芸術文化センター・神戸女学院小ホール )〈弦楽器・管楽器・ピアノ〉★写真№ 25

  ４月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈ヴァイオリン・ピアノ〉〈声楽・ピアノ〉
  ５月　第４回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
  ５月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈声楽・ピアノ〉
  ５月　東京女学館 関西白菊会 ( ホテル竹園芦屋 )〈フルート〉
  ５月　第２回ゆずりはの会 ( ホテル北野プラザ六甲荘 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート四重奏・フルート・クラリネット・ピアノ〉
  ６月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈コントラバス・ピアノ〉〈フルート・ホルン・ピアノ〉
  ７月　瑞宝章綬章受章祝賀会 ( ＡＮＡクラウンプラザホテル )〈弦楽四重奏〉
  ７月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ８月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈チェロ・コントラバス〉
  ８月　第 23 回西宮商工会議所くすの木コンサート ( 西宮市アミティホール )〈声楽・ピアノ〉
  ８月　堀早苗氏 講演会

　№ 25　№ 25

♪ 日本音楽療法学会認定音楽療法士である堀早苗氏を講師にお迎えし、 ｢ 音楽療法とは～音楽の

　力を誰かのために～」 と題して、 音楽療法の概論、 福祉 ・ 教育 ・ 医療など様々な現場での活動の

　様子を講演していただきました。

  ８月　大阪音楽大学音楽博物館 見学会
  ９月　学園西町連合自治会敬老会 ( 学園都市キャンパススクエア )〈クラリネット・ピアノ〉
  ９月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈声楽・ピアノ〉〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ９月　あそか苑 敬老会〈ヴァイオリン・ピアノ〉

  ９月　関西保育福祉専門学校 卒後研修会 ( ホテルホップインアミング )〈ヴァイオリン・ピアノ〉

♪ 初めての高齢者福祉施設での演奏でした。 音楽を通じ、 施設利用者の皆様と共に楽しい時を過ごす

　ことができました。
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  ２月　第２回音楽のひろば ( 西宮市プレラホール )　〈フルート・クラリネット・ピアノ〉★写真№ 33
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪ 初めて、 西宮市プレラホールで演奏会を行いました。 この年から第５回音楽のひろばまで、 プレラ

　ホールで演奏しました。

  ９月　少年の主張 兵庫県大会 ふれあいコンサート ( 兵庫県民会館 )〈フルート〉
10 月　兵庫県労働安全衛生大会 ( 西宮アミティホール )〈弦楽四重奏〉
10 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈声楽・ピアノ〉
10 月　第５回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉★写真№ 26
11 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈クラリネット・ピアノ〉
11 月　ホテル北野プラザ六甲荘チャペルコンサート〈フルート・声楽・ピアノ〉
11 月　小野加東ロータリークラブ会食会 ( 宝塚ホテル )〈弦楽四重奏〉
12 月　兵庫県立兵庫高等学校 芸術鑑賞会 ( 神戸文化ホール中ホール )〈木管五重奏・トランペット〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 27
12 月　あそか苑 クリスマス会〈声楽・ピアノ〉★写真№ 28

12 月　コープ神戸学童保育 Terakoya クリスマスコンサート〈サクソフォン・ピアノ〉★写真№ 29

12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ ( ３回 )〈弦楽四重奏〉〈ピアノ〉〈ピアノ〉
  １月　ホテル北野プラザ六甲荘ニューイヤーライブ〈フルート・パーカッション・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 30
  １月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈フルート・ピアノ〉★写真№ 31
  １月　兵庫県立舞子高等学校 震災メモリアルイベント〈声楽・フルート・ピアノ〉
  １月　全国生協震災 20 年メモリアルイベント ( 神戸国際会議場 )〈弦楽四重奏〉
  １月　阪神淡路大震災 20 年西宮犠牲者追悼式 ( 西宮アミティホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽四重奏・フルート・ピアノ・合唱〉★写真№ 32

2015 年

♪ 弦楽四重奏による “主よ、 人の望みの喜びよ” に続き、 “ゆずりは” 有志合唱団による “歩こうよ”

　“ふるさと” ( 指揮 ： 和泉喜久男 ) を、 鎮魂の祈りを込めて演奏しました。

　№ 29　№ 29 　№ 30　№ 30 　№ 31　№ 31

  １月　神戸市立小寺小学校 保護者会主催コンサート〈クラリネット・ファゴット・ピアノ〉

♪ ９月に引き続きご依頼いただき、 感激でした。 この年のクリスマス会、 代表理事もサンタに扮して参加、

　歌をご披露いたしました。

　№ 26　№ 26 　№ 27　№ 27 　№ 28　№ 28

♪ 児童の皆さんは知っている曲には敏感に反応し、 クリスマスソングやディズニー音楽を口ずさみながら

　生き生きとした楽しそうな表情でした。 私たちもクリスマスのよい思い出になりました。

♪ コラボ演奏で５、 ６年生が披露してくれた “しあわせ運べるように” には胸を打たれました。

  ２月　第６回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート・クラリネット・ピアノ〉
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　№ 33　№ 33

  ２月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈サクソフォン・ピアノ〉〈声楽・ピアノ〉
  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘チャペルコンサート〈フルート・オーボエ・ピアノ〉★写真№ 34
  ３月　サンシティ宝塚コンサート〈ピアノ〉
  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ ( ２回 )〈クラリネット五重奏〉〈フルート・ピアノ〉
  ３月　兵庫県立西宮香風高等学校 ｢生き方を考える」コンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　〈講演・ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉★写真№ 35、36

♪ 和泉代表理事の講演の後、 演奏者それぞれの体験談、 音楽に対する思いなどをまじえつつ

　演奏しました。 高校生の皆さんはとても熱心に耳を傾けてくださり、 共に “生き方を考える” よい

　機会となったコンサートでした。

　№ 34　№ 34 　№ 35　№ 35 　№ 36　№ 36

　№ 32　№ 32

2015 年
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  ４月　あそか苑創立記念コンサート〈声楽・ピアノ〉
  ４月　兵庫県立西宮高等学校 13 回生同窓会〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
  ４月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈クラリネット・オーボエ・ピアノ〉
  ５月　県友会神戸支部総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県民会館 )〈声楽・ピアノ〉★写真№ 41
  ５月　第３回ゆずりはの会〈声楽・ピアノ〉★写真№ 37 ～ 39

2015 年度 2015 年 ( 平成 27 年 ) ４月～ 2016 年３月

♪ 第４回ゆずりはコンサートでは、 第２部で、 ピアニストの山畑誠氏にゲスト出演していただき

　ました。 また、 恒例となった最後のプログラム “皆さんといっしょに歌いましょう” では、 代表理

　事に代わり、 理事の山本茂之氏が指揮をに合わせ、 会場の皆様と一緒に “夏の思い出”

　を歌いました。

  ５月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈サクソフォン・ピアノ〉
  ６月　第４回ゆずりはコンサート ( 兵庫県立芸術文化センター・神戸女学院小ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈管楽器・声楽・ピアノ〉★写真№ 40、42、43

♪ この年の “ゆずりはの会” では、 理事の声楽家 ・ ジャズボーカリストによる歌が披露され、

　大いに盛り上がりました。

　№ 37　№ 37 　№ 38　№ 38 　№ 39　№ 39

　№ 40　№ 40

2015 年

　№ 41　№ 41 　№ 42　№ 42 　№ 43　№ 43
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  ２月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈声楽・ピアノ〉
  ３月　兵庫県立加古川南高等学校 芸術鑑賞会〈弦楽四重奏〉★写真№ 49（演奏後、校長室にて）
 

  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈クラリネット四重奏〉

10 月　全国単位制高等学校長等連絡研究協議会兵庫大会 ( 宝塚ホテル )〈弦楽四重奏〉
11 月　第 10 オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈サクソフォン・ピアノ〉

11 月　第 11 オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
11 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ヴィオラ〉★写真№ 46
11 月　第１回 吉岡邑玲氏 講習会 ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )

　№ 44　№ 44 　№ 45　№ 45 　№ 46　№ 46

　№ 47　№ 47 　№ 48　№ 48 　№ 49　№ 49

♪ 県立神戸特別支援学校の交流鑑賞会に、 初めて呼んでいただきました。 中学部、 小学部の生徒

　さんは、 純粋に音楽を感じとり、 知っている曲では歌ったりリズムをとったり、 時には踊り出したりしながら

　楽しんでくださり、 訪れた私たちも元気をもらいました。

12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ ( ２回 )
　　　　　　　　　　　　　〈ヴァイオリン・ピアノ〉〈クラリネット四重奏・ピアノ〉★写真№ 47
  １月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈クラリネット四重奏〉
  ２月　兵庫県立神戸特別支援学校中学部 交流鑑賞会〈フルート・マリンバ〉★写真№ 48
  ２月　兵庫県立神戸特別支援学校小学部 交流鑑賞会〈フルート・マリンバ〉

♪ アナウンサーでありヴァイオリニストでもある吉岡邑玲氏をお招きし、「 トークを磨こう～お客様の心を

　つかむために～」 と題して、 演奏家としての話し方の基本を教えていただきました。

  ６月　こころ豊かな美しい兵庫推進会議総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県公館 )〈声楽・トロンボーン・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 44
  ６月　第７回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノトリオ〉
  ６月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ７月　第８回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・オーボエ・ピアノ〉
  ８月　明親会記念演奏 ( レストラン雅俗山荘 )〈クラリネット・ファゴット〉
  ８月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・フルート・声楽・ピアノ〉
  ９月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈声楽・クラリネット・ピアノ〉
10 月　第 9 オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈クラリネット・オーボエ・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 45

2015 年

♪ この後の会報誌にご寄稿くださった小南克己校長先生の文章では、 論語の “詩に興り礼に立ち

　楽に成る” という言葉を引用され、 ｢ 人間の心は…( 略 )…最終的に音楽を聴いたり奏でたりする

　ことで完成する」 と述べられています。

♪ オーパスゆずりはライブでははじめ、 ピアノ独奏または連弾のライブが多かったのですが、 だんだんと

　 管楽器や弦楽器の出演も増えてきました。

2016 年
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  ４月　第５回ゆずりはコンサート～東日本大震災被災地支援コンサート～
　　　　　( 兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール )〈弦楽器・管楽器・声楽・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 50
  ４月　第 12 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈サクソフォン四重奏〉
  ４月　第 13 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ピアノ〉
  ４月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
  ５月　県友会神戸支部総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県民会館 )〈クラリネット・ピアノ〉★写真№ 51
  ５月　第 14 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉★写真№ 52
  ５月　第４回ゆずりはの会 (PIA Julian)〈サクソフォン・ピアノ〉
  ５月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈サクソフォン・ピアノ・シンセサイザー〉
  ６月　第 15 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
  ６月　兵庫県立川西北陵高等学校 １年生音楽鑑賞会〈声楽・フルート・ピアノトリオ〉★写真№ 53

2016 年

2016 年度 2016 年 ( 平成 28 年 ) ４月～ 2017 年３月

  ６月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
  ７月　ホテル北野プラザ六甲荘チャペルコンサート〈フルート・ピアノ〉

　№ 51　№ 51 　№ 52　№ 52 　№ 53　№ 53

　№ 50　№ 50

♪ 以下、 県立川西北陵高等学校の “校長だより” から抜粋いたします。

　　　「 第１回土曜授業として音楽鑑賞会を開催しました。 ５人の若手音楽家をお招きし、 午前９時半

       から２時間で西洋音楽の半世紀を辿ります。 パッヘルベルの “カノン” から、 葉加瀬太郎の

      “情熱大陸” まで、 なんと 22 曲！　有名な曲を中心に演奏を聴きながら、 途中、 巧みなＭＣ

　　　で音楽史の知識を確認するという趣向を凝らした授業です。 ちょうど “題名のない音楽会” のよう

　　　でした。 …………」
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　№ 54　№ 54 　№ 55　№ 55 　№ 56　№ 56

  ８月　第 16 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
  ８月　第 25 回西宮商工会議所くすの木コンサート ( 西宮市アミティホール）〈声楽・ピアノ〉
  ８月　第 17 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ピアノ〉
  ９月　第 18 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ピアノ〉
  ９月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・フルート〉
10 月　第 19 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
11 月　兵庫県立神戸商業高等学校 芸術鑑賞会 ( 明石市民会館 )〈声楽・ピアノ・金管五重奏〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 54

11 月　第 20 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
11 月　第３回音楽のひろば ( 西宮市プレラホール )〈弦楽器・管楽器・ピアノ〉★写真№ 57

♪ 第１部は声楽とピアノのステージ、 第２部は金管五重奏のステージ、 第３部は県立神戸商業高等

　学校の吹奏楽部の皆さんとともに吹奏楽を楽しむステージと、 盛りだくさんの内容でおおくりしました。

　№ 57　№ 57

2016 年

11 月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈サクソフォン・ピアノ〉
12 月　宝南自治会クリスマス会〈声楽・フルート・ピアノ〉★写真№ 55
12 月　兵庫県立兵庫高等学校 芸術鑑賞会 ( 神戸文化ホール中ホール )〈声楽・ピアノ〉
12 月　西宮市貝類館クリスマスコンサート〈声楽・フルート・ピアノ〉
12 月　ニコニコ桜保育園 創立 10 周年記念コンサート〈弦楽四重奏・フルート・ピアノ〉
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  １月　介護協近畿ブロック会教員研修会 ( ホテル北野プラザ六甲荘）〈ヴァイオリン・チェロ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 56
  １月　第 21 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ピアノ〉
  １月　兵庫県立神戸特別支援学校高等部 交流鑑賞会〈ヴァイオリン二重奏〉
  １月　兵庫県立神戸特別支援学校中学部 交流鑑賞会〈声楽・ピアノ〉★写真№ 58
  １月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・ピアノ〉

2017 年
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  ４月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈フルート・ピアノ〉
  ４月　第 24 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ピアノ〉
  ５月　県友会神戸支部総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県民会館 )〈ヴァイオリン・声楽・ピアノ〉
  ５月　第５回ゆずりはの会 ( ホテル北野プラザ六甲荘 )〈サクソフォン・ヴァイオリン・声楽・ピアノ〉
  ５月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈フルート・ピアノ〉★写真№ 61
  ６月　第 25 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ピアノ〉
  ６月　筑紫海会総会 ( 福岡女子大学同窓会 ) ゲスト演奏〈声楽・ピアノ〉★写真№ 62
  ６月　㈱ 宮本組 全店安全衛生推進大会 ( 姫路市文化センター小ホール）〈弦楽四重奏〉★写真№ 63
  ６月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
  ７月　西宮市展オープニングセレモニー ( 西宮市立市民ギャラリー）〈フルート〉
  ７月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈ヴァイオリン・チェロ〉
  ８月　第６回ゆずりはコンサート ( 兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽器・管楽器・マリンバ・ピアノ〉★写真№ 67
  ８月　第 26 回西宮商工会議所くすの木コンサート ( 西宮市アミティホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈トランペット・ピアノ〉

　№ 58　№ 58 　№ 59　№ 59 　№ 60　№ 60

  １月　香寺ふれあいコンサート ( 香寺健康福祉センター）〈チェロ・ピアノ〉★写真№ 59
  ２月　第 22 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈フルート・ギター・ピアノ〉
  ２月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈ヴァイオリン・チェロ〉
  ３月　第 23 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ３月　兵庫県立加古川南高等学校 芸術鑑賞会〈ヴァイオリン・クラリネット・ピアノ〉★写真№ 60
  ３月　兵庫県立武道館フェスティバル〈サクソフォン四重奏〉
  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘クラシックライブ〈クラリネット・ギター〉
  ３月　第２回 吉岡邑玲氏 講習会 ( 西宮市中央公民館）

2017 年

2017 年度 2017 年 ( 平成 29 年 ) ４月～ 2018 年３月

　№ 61　№ 61 　№ 62　№ 62 　№ 63　№ 63

　№ 64　№ 64 　№ 65　№ 65 　№ 66　№ 66
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  ８月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈チェロ・ピアノ〉★写真№ 64
  ９月　第 26 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
  ９月　日韓スポーツ交流歓迎夕食会 ( ポートピアホテル）〈サクソフォン四重奏〉★写真№ 65
  ９月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈ヴァイオリン・フルート〉
10 月　阪神シニアカレッジ文化祭 開学 20 周年特別企画 ゆずりは “ ときめき ” コンサート
                            ( 宝塚ソリオホール）〈ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・フルート〉★写真№ 66
10 月　兵庫県立尼崎稲園高等学校 芸術鑑賞会 ( 尼崎アルカイックホール）〈声楽・ピアノ・弦楽器・指揮〉
                                                                                                                                        ★写真№ 68、69

　№ 67　№ 67

♪ 第１部 “歌声でお届けするクラシック音楽” では、 オペラをわかりやすく関西弁で表現する場面もあり、

　楽しんでいただきました。 また、 第２部 “弦楽アンサンブルを楽しもう” では Yuzuriha Strings が

　“ホルベルク組曲” “ニューヨークからの４枚の絵” を演奏しました。

　№ 68　№ 68 　№ 69　№ 69

11 月　全国産業安全衛生大会 昼休み癒しロビーコンサート ( 神戸国際展示場）〈弦楽四重奏〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 70
11 月　第 27 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
11 月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈ヴァイオリン・ギター〉
12 月　兵庫県立兵庫高等学校 芸術鑑賞会 ( 神戸文化ホール中ホール )〈木管五重奏・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 71

　№ 70　№ 70 　№ 71　№ 71

2017 年
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12 月　兵庫県立西神戸高等特別支援学校 芸術鑑賞会〈ヴァイオリン・ピアノ〉★写真№ 72

12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ〈フルート・ピアノ〉
  １月　兵庫県立神戸特別支援学校中学部 交流鑑賞会〈声楽・ピアノ〉★写真№ 73

　№ 72　№ 72 　№ 73　№ 73 　№ 74　№ 74

  １月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈声楽・フルート・ピアノ〉
  １月　兵庫県立神戸特別支援学校高等部 交流鑑賞会〈ヴァイオリン・ギター〉
  ２月　兵庫県立神戸特別支援学校小学部 交流鑑賞会〈フルート・ピアノ〉
  ２月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈サクソフォン・ピアノ〉
  ２月　瑞宝小綬章受章祝賀会（宝塚ホテル )〈弦楽四重奏〉
  ２月　トラストグレイス御影 如月コンサート〈声楽・フルート・ピアノ〉★写真№ 74

♪ 神戸ワイナリー内にある西神戸高等特別支援学校に伺いました。 自然に囲まれ、 伸び伸びと明るく

　学校生活をおくられている生徒さんたちの、 生き生きとした姿が素敵でした。

  ３月　第４回音楽のひろば～世界の名曲より～ ( 西宮市プレラホール )〈弦楽器・管楽器・声楽・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 77 

♪ トラストグレイス御影様に初めて伺いました。 御影の高台から海を見下ろす絶好のロケーションと、

　皆様の温かいまなざしの中、 幸せな気持ちで演奏することができました。

  ３月　藍綬褒章受章記念式典 ( ウェスティンホテル淡路）〈弦楽四重奏〉★写真№ 75
  ３月　兵庫県立加古川南高等学校 音楽鑑賞会〈ヴァイオリン・チェロ・ギター〉★写真№ 76
  ３月　ホテル北野プラザ六甲荘ミュージックナイト〈声楽・ピアノ〉
  ３月　第１回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉

♪ お客様への認知度も上がり定着してきた “オーパスゆずりはライブ” に続き、 新響楽器様の

　ご厚意で甲子園店でも演奏させていただけることになりました。

　№ 75　№ 75 　№ 76　№ 76

2018 年

　№ 77　№ 77
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2018 年度 2018 年 ( 平成 30 年 ) ４月～ 2019 年３月

2018 年  ５月　県友会神戸支部総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県民会館 )〈声楽・ピアノ〉★写真№ 79
  ５月　県友会全体総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県民会館 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ジャズボーカル・サクソフォン・コントラバス・ピアノ〉
  ６月　第２回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈チェロ・ピアノ〉
  ６月　西宮市展覧オープニング演奏 ( 西宮市立市民ギャラリー )〈サクソフォン・ギター〉
  ７月　第３回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  ７月　第４回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  ７月　第５回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ７月　第６回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  ８月　第７回ゆずりはコンサート ( 兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール )
                                                  　　　　　　　　　　　　　 〈弦楽器・管楽器・ピアノ〉★写真№ 78
  ８月　関西国際大学グループラーニングプログラム 
             高齢者総合福祉施設丹寿荘 夏のふれあいミニコンサート〈サクソフォン・パーカッション〉 

　№ 79　№ 79 　№ 80　№ 80 　№ 81　№ 81

　№ 78　№ 78

♪ 関西国際大学グループラーニングプログラムに参加させていただいたのは、 この丹寿荘が最初です。

　地域と連携するさまざまな企画を通して “ゆずりは” も学ぶことがたくさんあります。

  ８月　丹波市復興イベント オープニング演奏 ( ライフピアいちじま大ホール )
                                                                                           〈サクソフォン・パーカッション〉
  ８月　第 27 回西宮市商工会議所くすの木コンサート ( 西宮市アミティホール )〈フルート・ピアノ〉
  ８月　宝塚ゴルフ倶楽部 サバティーニフェア〈フルート四重奏〉★写真№ 80
  ８月　第７回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  ９月　第 28 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )
                                                                      〈ヴァイオリン・フルート・声楽・ピアノ〉
  ９月　トラストグレイス御影 秋の演奏会〈サクソフォン・ギター・二胡〉★写真№ 81
  ９月　叙勲受章祝賀会 記念演奏 ( ホテルオークラ神戸 )〈弦楽四重奏〉
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10 月　阪神シニアカレッジ文化祭 ( 宝塚ソリオホール )〈サクソフォン四重奏〉★写真№ 82
10 月　第８回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
10 月　第 29 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )〈ピアノ〉
10 月　兵庫県立川西緑台高等学校 音楽鑑賞会〈声楽・ヴァイオリン・チェロ〉★写真№ 83  

　№ 82　№ 82 　№ 83　№ 83 　№ 84　№ 84

　№ 85　№ 85 　№ 86　№ 86 　№ 87　№ 87

11 月　兵庫県立川西緑台高等学校 創立 50 周年記念祝賀会 ( アステ川西 )〈弦楽四重奏〉
12 月　第９回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ヴァイオリン・ピアノ〉★写真№ 84
12 月　兵庫県立西宮香風高等学校 １，２部生芸術鑑賞会
　　　　　　　　　　　　〈声楽・木管五重奏・フルート・ヴァイオリン・ピアノ〉★写真№ 85

12 月　兵庫県立西宮香風高等学校 ３部生芸術鑑賞会〈フルート・声楽・ヴァイオリン・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 86

12 月　兵庫県立西神戸高等特別支援学校 音楽鑑賞会〈サクソフォン〉★写真№ 87
12 月　第 10 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈オーボエ・ピアノ〉
12 月　トラストグレイス御影 クリスマスコンサート〈フルート・クラリネット・ホルン・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 88
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ〈フルート・声楽・ピアノ〉
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘 ゆく年くる年ご夕食会〈フルート・ピアノ〉
  １月　神戸市灘区歯科医師会 新年会ゲスト演奏 ( ザマーカススクエア神戸 )〈フルート二重奏〉

  １月　第 30 回オーパスゆずりはライブ ( 新響楽器西宮北口オーパス店 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈声楽、ホルン、ファゴット、ピアノ〉
  ２月　兵庫県立神崎工業高等学校 芸術鑑賞会 ( サンシビック尼崎 )
　　　　　　　　　　　　　　　　〈ヴァイオリン・ギター・サクソフォン・ピアノ〉★写真№ 89

♪ 県立川西緑台高等学校では、 出演者が敢えて生徒の皆さんと同じフロアで演奏し、 声楽家の二人

　は生徒さんたちの間を歩きながら歌うこともしました。 生徒の皆さんは、 間近で聞く歌声に聞き入ってい

　ました。

♪ 心に響く音楽を～２組の音楽家によるバレンタインコンサート～と題して行われました。 最後には、 まもな

　く卒業する３年生へのサプライズとして、 神崎工業高校教諭の髙木先生 ( トロンボーン ) とサックスの共

　演で “上を向いて歩こう” を演奏。 さらに、 全出演者の演奏に乗せて校歌のメロディが流れると、 先生

　方や３年生の皆さんが壇上に上がって歌い上げる、 感動のフィナーレとなりました。

2019 年

♪ 西宮香風高等学校では、 はじめに１，２部生向けの演奏を同校体育館で行いました。 “フルートの調べ

　を楽しもう” “ヴァイオリンで音を紡ぐ” “歌に夢をのせて” “木管五重奏で奏でる世界” と４組のプログラ

　ムをお送りし、 最後は総勢 11 名でクリスマスソングを演奏しました。

♪ ３部生向けの演奏は講堂で行いました。 カノン進行について演奏をまじえてお話ししたり、 平原綾香の

　カバー曲を原曲と比べつつ演奏するなど、 高校生に興味を持っていただける内容でおおくりしました。

♪ 神戸市灘区歯科医師会の皆様と新年のおめでたい席でご一緒し、 楽しく演奏できました。 このような

　集まりに音楽を取り入れていただけるのは、 とても嬉しいことです。
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　№ 88　№ 88 　№ 89　№ 89 　№ 90　№ 90

　№ 91　№ 91 　№ 92　№ 92

  ２月　宝塚ゴルフ倶楽部 サバティーニフェア〈弦楽四重奏〉

  ２月　こころ豊かな人づくり 500 人委員育成事業修了式（兵庫県公館）
　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート・オーボエ・ヴァイオリン〉
 

  ３月　第 11 回新響ゆずりはライブ（新響楽器甲子園ホール）〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ３月　兵庫県立芦屋国際中等教育学校 コーラスコンクールゲスト演奏〈ヴァイオリン・ピアノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 90
  ３月　第 12 回新響ゆずりはライブ（新響楽器甲子園ホール）〈ピアノ〉★写真№ 91
  ３月　阪神シニアカレッジ 新庁舎開設記念式典〈弦楽四重奏〉★写真№ 92
 

  ３月　第５回音楽のひろば（西宮市プレラホール）〈管楽器・声楽・ピアノ〉★写真№ 93
  

　№ 93　№ 93

2019 年
♪ 伝統と格式を誇る宝塚ゴルフ倶楽部のレストランで演奏させていただきました。 ゴルフコンペの後の

　楽しい会食で、 イタリア料理に舌づつみをうちながらも、 演奏を熱心に聴いてくださり、 惜しみない

　拍手を送ってくださいました。

♪ 日頃より文化祭やオープンカレッジなど節目のイベントごとに出演させていただいています。 県と共催で

　開催された記念式典では、 新庁舎開設のお祝いにふさわしい厳かな演奏と、 柔らかな弦の調べに乗

　せて会場いっぱいに春をお届けしました。

♪ 明治の香り漂う歴史的な建造物、 兵庫県公館にて演奏させていただきました。 約 200 名の

　列席者の前で、 建物と式典にふさわしく音楽が厳かに響き渡りました。
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2019 年度 2019 年 ( 平成 31 年 ) ４月～ 2020 年３月
  ５月　第 13 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  ５月　県友会神戸支部総会 ゲスト演奏 ( 兵庫県民会館 )〈ピアノトリオ〉★写真№ 94
  ５月　東京女学館関西白菊会 お昼のコンサート ( 阪急インターナショナルホテル )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈フルート・ヴァイオリン・ギター〉
  ７月　第８回ゆずりはコンサート ( 兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽器・管楽器・声楽・ピアノ〉★写真№ 100
  ７月　第 14 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉★写真№ 95
  ８月　塚口北ふたば保育園 平和のつどい ゲスト演奏〈声楽・フルート・ピアノ〉
  ８月　宝塚ゴルフ倶楽部 サバティーニフェア〈フルート・クラリネット・ハープ〉★写真№ 96
  ９月　トラストグレイス御影 秋のコンサート〈弦楽四重奏〉★写真№ 98
  ９月　第 15 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈フルート・ピアノ〉★写真№ 97

2019 年

　№ 94　№ 94 　№ 95　№ 95 　№ 96　№ 96

　№ 97　№ 97

　№ 98　№ 98

　№ 99　№ 99

№ 100№ 100
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  ９月　おとなのためのわくわく夜の図書館コンサート ( 三木市立中央図書館 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈サクソフォン・ピアノ〉★写真№ 99

  ９月　第 16 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈フルート・ピアノ〉
10 月　第 17 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノトリオ〉
10 月　阪神シニアカレッジ文化祭 ( 宝塚中央公民館 )〈声楽・サクソフォン・ピアノ〉
10 月　第 18 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
10 月　第 19 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ヴィオラ・クラリネット・ピアノ〉
10 月　第 20 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈トロンボーン・ピアノ〉
10 月　早稲田大学同窓会 ( ポートピアホテル )〈ピアノ〉
11 月　第 21 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
12 月　兵庫県立兵庫高等学校 芸術鑑賞会 ( 神戸文化ホール中ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈弦楽四重奏・ピアノ〉★写真№ 101
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ〈サクソフォン・ピアノ〉★写真№ 102
  １月　ホテル北野プラザ六甲荘お正月ライブ〈サクソフォン・ギター・二胡〉
  １月　神戸市灘区歯科医師会 新年会ゲスト演奏 ( ザマーカススクエア神戸 )〈ヴァイオリン二重奏〉
  １月　第 22 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  １月　第 23 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ヴァイオリン・ホルン・ファゴット・声楽ピアノ〉
  ２月　第６回音楽のひろば ( 兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　〈弦楽器・管楽器・ピアノ〉★写真№ 104
  ２月　第 24 回新響ゆずりはライブ ( 新響楽器甲子園ホール )〈ピアノ〉
  ２月　デリシャスよかわコンサート ( 山田錦の館 )〈サクソフォン・チェロ・ピアノ〉★写真№ 103

♪ 三木市立図書館は、 ガラス張りのとても明るく綺麗な図書館です。 前年に引き続き、 関西国際大学の　

　ラーニングプログラムとして行われました。 普段は人のいない静かな夜の図書館で演奏するという斬新な企

　画に、 多くのお客様がご来場くださいました。

2019 年

2020 年

№ 104№ 104

　№ 101　№ 101 　№ 102　№ 102 　№ 103　№ 103
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2020年度 2020 年 ( 令和２年 ) ４月～ 2021 年３月

2020 年   ９月　“ アルビレオ ” デュオコンサート ( エテルノ池田 )〈フルート・トロンボーン・ピアノ〉
10 月　阪神シニアカレッジ オープンカレッジ〈声楽・ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
11 月　兵庫県立有馬高等学校 芸術鑑賞会〈声楽・ピアノ・弦楽五重奏・金管五重奏〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★写真№ 105 ～ 107

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、 音楽業界は大打撃を受けたと言われていますが、 “ゆずりは” や会

員演奏家たちも例外ではなく、 演奏の場が次々となくなり、 予定していた演奏会も中止や延期を余儀なくされま

した。 そのような中で、 “ゆずりは” の出演者たちはオンラインでの演奏配信やレッスンを行うなど、 日々活動を持

続するために努力し、 前向きに励んでいました。

11 月　第９回ゆずりはコンサート ( 兵庫県立芸術文化センタ神戸女学院小ホール )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈管楽器・声楽・ピアノ〉★写真№ 108

♪ ２部構成で２学年ずつ ( ３年生のみ通しで ) 鑑賞する方法により、 実施されました。 ｢ こんなときだ

　からこそ生徒たちに音楽を！」 という、 先生方の思いに応えられるよう、 精一杯の演奏をお届けしました。

12 月　兵庫県立神戸特別支援学校 中学部 交流鑑賞会〈フルート・ピアノ〉
12 月　ホテル北野プラザ六甲荘クリスマスディナーライブ〈サクソフォン・ピアノ〉★写真№ 109
  １月　ホテル北野プラザ六甲荘お正月ライブ〈フルート・ピアノ〉★写真№ 111
  ２月　兵庫県立神戸特別支援学校 高等部 交流鑑賞会〈ヴァイオリン・ピアノ〉
  ２月　西宮市アウトリーチ事業 西宮市立南甲子園小学校演奏会〈フルート・オーボエ〉
  ２月　兵庫県立神戸特別支援学校 小学部 交流鑑賞会〈ヴァイオリン・ピアノ〉★写真№ 110
  ２月　おとなのためのわくわく図書館コンサート ( 三木市立中央図書館 )〈ヴァイオリン・ヴィオラ〉
  ３月　阪神シニアカレッジ出前講座 ( かんたん！生演奏で辿るクラシック音楽の歴史 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ヴァイオリン・フルート・ピアノ〉
  ３月　サックスデュオとピアノのしらべ ( エテルノ仁川 )〈サクソフォン・ピアノ〉

♪ ７月に予定されていたものを延期する形で実施しました。 座席数を半数に制限し、 感染症予防対策

　を講じての実施となりました。 お客様からは「 やはり生の音楽は素晴らしい」「 来てよかった」 という声と

　同時に、「 頑張ってほしい」 という温かい応援の声も多くいただきました。

　№ 108　№ 108

　№ 105　№ 105 　№ 106　№ 106 　№ 107　№ 107

2021 年
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　№ 109　№ 109 　№ 111　№ 111

　№ 110　№ 110

会報誌“ゆずりは” 創刊号～第 18 号

会報誌 “ ゆずりは ” は、創刊号 ( 平成 23 年 10 月８日 ) から第 18 号 ( 令和２年 10 月 15 日 ）まで発行いたしました。
その折々の活動の様子や今後のイベントについてお伝えするとともに、会員の生の声もお届けしています。
その内容は、ホームページでもご覧になれます。また、バックナンバーには在庫がございますので、ご希望の方
はお知らせください。　　　HP：https://www.yuzuriha-art.or.jp/　　yuzuriha.office@gmail.com ( 事務局 )　　　　　　　　　　　　　　　　　
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Me m o r i e s

Music Night  ♪ Classic Live
ホテル北野プラザ六甲荘

2013.4.12 ( 金 )

  兵庫県立西宮高等学校卒業。
  これまでに、クラリネットを松原紀彦、
武田仁、小川哲生、高橋知己、八段悠子の
各氏に、室内楽を倉橋日出夫、安藤史子、
大嶋義実の各氏に師事。
  現在、京都市立芸術大学音楽学部４回生。

Clarinet

大岩　春菜

Piano

大村　夢

    滋賀県出身。４歳よりピアノを始める。京都市立音楽高校卒業。
　第 10 回ショパン国際ピアノコンクール in Asia 高校生部門ア
ジア大会入選。第８回宝塚ベガ学生ピアノコンクール高校生部門
第１位、それに伴い京都市教育委員会より表彰される。2010 年
ヤマハ・ヤングピアニストコンサート金賞受賞及びファイナル推
薦演奏会に出演。2011 年第 13 回日本演奏家コンクール全国大
会入選。2012 年オーディションを経て第 40 回かんでんふれあ
いコンサートに出演。

ライブディナー　　3,500 円

フード＆ドリンク　1,400 円

ミュージックチャージ　無料

１ｓｔステージ　18：30 ～

２ｎｄステージ　19：30 ～

ホテル北野プラザ六甲荘
お問い合わせ・ご予約

         代表：078-241-2451　　

レストラン：078-241-9150

〒 650-0002　神戸市中央区北野町１- １- １４

第５回

2014年 10月25日 (土 )
14 ：00～ 15 ：00

入場無料

渡邉 いちご

Ichigo Watanabe

渡部 里紗

Risa Watanabe

　兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、現在、神戸女学院大学
音楽学部音楽科１回生。
　第 12 回 PIARA ピアノコンクール全国大会入賞。第 11 回、
第 13 回ショパン国際ピアノコンクール inASIA 全国大会入選。
第 12 回日本演奏家コンクール全国大会出場。第 27 回、第 31
回宝塚演奏家連盟推薦ベガフレッシュコンサートに出演。第 23
回日本クラシック音楽コンクール全国大会出場。第 4 回ヨーロッ
パ国際ピアノコンクール全国大会金賞。2012 年西宮市にゆかり
のある音楽家たちによる第 21 回くすの木コンサートに出演。
　これまでに井上登与美、轟木裕子、阿部裕之、山上明美の各
氏に師事。

【 曲　目 】 

♪　モーツァルト : フランスの歌「ああ、お母さん聞いて」による 12 の変奏曲　

                                                              C-Dur K.265（きらきら星変奏曲）

♪　リスト ： ハンガリー狂詩曲 第１５番　A-moll S.244 「ラコーツィ行進曲」

♪　ジブリメドレー　(連弾 )

♪　シューベルト ： 即興曲集 Op.142 より第３番　変ロ長調

♪　ショパン ： スケルツォ第３番 嬰ハ短調 Op.39

♪　チャイコフスキー ： 「くるみ割り人形」より　花のワルツ、葦笛の踊り、ロシアの踊り　（連弾）

　　〒 663-8204 兵庫県西宮市高松町１０−２          
　　　　　　　     Tel. 0798-64-1031

　兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、現在、大阪音楽大学音
楽学部１回生。
　２歳よりヤマハ音楽教室に通いジュニア専門研究コース及び
ヤマハマスターコース修了。第 1 回日本バッハコンクール 中学
生部門本選金賞。第 23 回兵庫県学生ピアノコンクール E 部門
優秀賞。第 23 回日本クラシック音楽コンクール 全国大会入賞。
第 14 回ローゼンストック国際ピアノコンクール 審査員賞受賞。
2012 年県立西宮高校音楽科とハンブルグ音楽院とのドイツでの
交流演奏会で、モーツァルトのピアノ協奏曲第２３番を演奏。
　これまでに渡辺純子、鳥居知行、松村秀臣、荒木美佳、C. ソ
アレスの各氏に師事。

お問い合わせ先　
ＮＰＯ法人　関西芸術文化支援の森ゆずりは

2014　12　　22（月） ● 

ホテル北野プラザ六甲荘

　　　　　　　　

　　　　　　
　

夏空に響くメロディ

～ Fresh Summer Live ～

観覧無料

2018.7.16  ( 月・祝 )

お子様から大人の方までお気軽にお楽しみいただけるミニライブです！

座席数に制限 (50 席 ) がございますので、お早めのご来場をお願いします。

第 5回  新響ゆずりはライブ

 14：30 開演  15：00 開演 

Soprano

佐藤 真由子
Violin
玉置 華

Piano
吉本 千華

Piano
藤岡 晴佳

♪  中田 喜直 ／ “マチネ ・ ポエティク”

                    による 四つの歌曲

♪　ブルッフ／ ヴァイオリン協奏曲第 1番 

           ト短調 作品 26 より第 1、 3 楽章

♪　ドビュッシー／　「小組曲」 より

　　　　　　　　　　2. 行列 　4. バレエ

♪　シューマン／ 幻想曲 Op.17 第 1 楽章

♪　ベートーヴェン／ ピアノソナタ第 27 番 

　　　　　　　　　　　　　　　第 2楽章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

Program

新響楽器甲子園ホール
( 新響楽器甲子園店 1 Ｆ）

　

　　　　　  

Music Night ♪ Classic Live 
ホテル北野プラザ六甲荘

2017　 1 / 27  Fri.

ホテル北野プラザ六甲荘

お問い合わせ・ご予約
( 代表 ) 078-241-2451　( レストラン ) 078-241-9150

〒 650-0002　神戸市中央区北野町 1-1-14ライブディナー　　　　　  ３，９００円　　

 　※ ゆずりは会員はワンドリンク付

ライブディナー（ フリードリンク付）

　　　　　　　　　　　　 ５，０００円　

　　　（ ミュージックチャージ　無料）

　　

1st.　ステージ  18 ： 30 ～  

2nd. ステージ　19 ： 30 ～

二重奏でお届けする新春の旋律

  亀山 晴代 　Haruyo Kameyama　☆ 　Violin 

　兵庫県立西宮高等学校音楽科、京都市立芸術大学音楽学
部を卒業、桐朋学園大学院大学音楽研究科演奏研究専攻 ( 修
士課程 ) 修了。第３回名古屋アンサンブルフェスタにて特
別講師賞、第 3 回宗次ホール弦楽四重奏コンクールにおい
て宗次賞を受賞。アトリオン国際室内楽アカデミー、京都
フランス音楽アカデミーなど様々な国内外のセミナーに参
加し、ラ・フォル・ジュルネ、JT のアフタヌーンコンサー
ト等に出演。小澤征爾音楽塾プロジェクト参加。桐朋オー
ケストラ・アカデミー、兵庫芸術文化センター管弦楽団の
アソシエイトプレイヤーを経て、現在は室内楽やオーケス
トラへの客演、桐朋学園大学附属子供のための音楽教室に
て後進の指導に当たる。これまでに故 東儀幸、廣岡克隆、
梅原ひまり、藤原浜雄の各氏に師事。
オフィシャルサイト http://h-kameyama.jimdo.com/

音楽監修・演奏協力
ＮＰＯ法人　関西芸術文化支援の森ゆずりは

( 代表 ) 080-3760-4023　http://yuzuriha-art.or.jp/

  尹 紗梨 　Sari Yoon　☆ 　Piano 

　兵庫県立西宮高等学校音楽科卒業。同校第 23 回定期演
奏会ソリストに選出。京都市立芸術大学音楽学部ピアノ科
首席卒業、同時に京都市長賞・京都音楽協会賞を受賞。在
学中、同大学第 138 回定期演奏会にオーディションにより
ソリストに選出。同大学卒業演奏会、第 53 回関西新人演
奏会に出演。ドイツ・シュトゥットガルト音楽演劇大学大
学院修士課程ピアノ専攻を満点及び首席で修了。第 60 回
全日本学生音楽コンクール高校の部大阪大会入選。第 4 回
PIANALE 国際ピアノコンペティション第 2 位、ドイツフル
ダにてソロコンサート。その他、国内外で数多くのコンサー
トに出演。これまでに山本未央、松村英臣、佐野まり子、
小林仁、佐野えり子、フリーデマン・リーガーの各氏に師事。
西宮音楽協会会員。

 

　

　

　　　　
　　　　　　　　 　

　

 　　　　　　　　
　　　　　

　

　

　

　



歴代の役員とスタッフ

　（各役職内で五十音順）

代表理事：和泉　喜久男

専務理事：三田　裕美

理　事　：乾　征夫
　　　　　梶原　愛子
　　　　　小池　敦子
　　　　　
　　　　　小畠　由美　　　　
　　　　　佐藤　裕美子
　　　　　髙繁　武司
　　　　　竹内　泰弘
　　　　　中務　晴之
　　　　　成瀬　修
　　　　　萩原　健吉
　　　　　長谷場　純一
　　　　　林　香世
　　　　　藤田　浩毅
　　　　　堀川　恵生
　　　　　宮本　美代子
　　　　　薬谷　佳苗
　　　　　山本　茂之
　　　　　山本　龍弥
　　　　　𠮷永　陽一
　　　　　渡邉　朋子

監　事　：石川　照子
　　　　　齊藤　優子

　　　　　西山　重樹

企画・マネジメントスタッフ：永井　千恵
　　　　　　　　　　　　　　宮腰　るみ
　　　　　　　　　　　　　　渡部　麻由子

西宮市アウトリーチスタッフ：大村　優希恵
　　　　　　　　　　　　　　小畠　猛
　　　　　　　　　　　　　　西堀　志保
　　　　　　　　　　　　　　野村　茉由
　　　　　　　　　　　　　　花森　文
　　　　　　　　　　　　　　日浦　栄輝

学生ボランティアスタッフ　：秋野　由衣
　　　　　　　　　　　　　　溝渕　凪紗　

2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～

2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～

2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日
2012 年 ( 平成 24 年 ) ５月 22 日～ 2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日
　　　　※ 2016 年以降もスタッフとして参加
2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～
2017 年 ( 平成 29 年 ) ５月 14 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2014 年 ( 平成 26 年 ) ５月 25 日
2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2018 年 ( 平成 30 年 ) ５月 20 日
2019 年 ( 平成 31 年 ) ５月 12 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～
2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日～ 2018 年 ( 平成 30 年 ) ５月 20 日
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2020 年 ( 令和２年 ) ５月 17 日
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～
2014 年 ( 平成 26 年 ) ５月 25 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2012 年 ( 平成 24 年 ) ５月 22 日
2016 年 ( 平成 28 年 ) ５月 15 日～

2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～ 2018 年 ( 平成 30 年 ) ５月 20 日
2018 年 ( 平成 30 年 ) ５月 20 日～
　　　　※ 設立当初からスタッフとして参加
2011 年 ( 平成 23 年 ) ７月 21 日～

※　左記以外にも、その時々のイベントにおいて
　　多くの方々にご協力いただきました。
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