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平成26(2014)年のH月 9日 (日 )に 、

創立65周年記念行事が開催されました。多く

の方のご協力のもと、素晴らしい行事となり

ましたことを心より感謝申し上げます。

記念演奏会・記念パーテイーのご報告につ

いて、詳 しくは 4、 5ページの記事をご覧く

ださい。
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同窓会バザー出品提供のお願い
Find us on

Facebook

音高同窓会FacebookQRコ ード

音高同窓会の「今」を知る

同窓会から同窓生と繋がって

智の財産を分かち合おう

http://www.facebook.coll■

oukoudousoukai/

会員の皆様の交流を、より

深めていただけるようにSNS

本年9月 19日 (土 )、 20日 (日 )の 2日 間、母校にて

芸術祭が開催されます。

同窓会では、毎度好評をいただいているバザーを

企画し、20日 (日 )に 母校の芸術祭へ参加することと

なりました。

つきましては同窓生の皆様の中でバザーに出品す

る品を提供しても良いという方に、品物をお寄せい

ただきたいと考えております。バザーに定番の実用

品に加え、音高同窓会ならではの、自慢の品揃えを

モットーにしたいと思つております。

◆ ◆ ◆ご協力いただきたい品物の一例◆ ◆ ◆

*ステージ衣装
(新品未使用品か、クリーニング済みに限る)

*⊂ D、 楽譜 (少々の書き込みはOK)

*書籍は音楽関係のみ

*御贈答品は新品未使用品のみ
(新品でも経年劣化したもの、におい移りしたものは除く)

*食料品は除く

*シュシュやハンドメイドアクセサリーなどの小物
(新品もしくは使用感のないもの)

♪不明な点があれば下記までご本目談ください♪

ご提供品は9月 1日 (火)～ 14日 (月 )(土
。日をのぞく)の期間に、同窓会事務局で受け付けております。

下記の点につきましてご理解とご協力をお願いいたします。また、送料のご負担をお願いしております。

何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。尚、売上げは同窓会運営の活動資金とさせていただきます。

・バザー終了後の商品取り扱いについては同窓会に一任していただきます。

。⊆提供品に関して不明な点があればお問い合わせください。

ご提供品の送 lJ先 は  〒186-0005国立市西2-12-19 TEL042-572-8014
国立音楽大学附属高等学校同窓会事務局 バザー係 宛 までお願いします。

【お問い合わせ先】 国立音楽大学附属高等学校同窓会
丁EL/FA× 042-572-8014(月 ・水11:00～ 17:00) E maiti onkou― d@amber plala orip

※ 8月 中の同窓会事務局へのお問い合わせは E¨ mailに てお願いいた します。

を利用した活動にも取り組ん

でいきたいと考えております。

演奏会情報やご活躍、また

お店などの紹介等様々な情報

をお寄せください。

皆様の「いいね !´」をお待

ちしております。

従来の公式ホームページも

よろしくお願いいたします。

llttpノ/www kunitachiol■ou org/
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会員の皆様、お変わりございませんか。お元気でお過ごしのこ

ととお慶び申し上げます。また本日国立音楽大学附属高等学校

を御卒業の皆様、本当におめでとうございます。心よりお祝い申
し上げます。

昨年度は母校創立65周年を祝い、記念コンサートと総会、パー

ティーを行いました。facebookや ホームページでもその様子は

紹介されておりますが、本会報で改めてご覧いただければ幸いで

す。これらのイベントは全て盛会に終わりましたが、これもご出演、

ご参加頂きました皆様方のお陰と思つております。改めて感謝、

御礼申し上げます。また日頃のお忙しい中、同窓会のために貴重

な時間をご提供くださり、準備から当日進行まで運営された理事

会やスタッフの皆様にも、この場をお借りして深く感謝申し上tなす。

世界をみても、日本を見ても、あらゆる場で様 な々動きが見られ

ます。それは旧体制の変化、崩壊という世の必然なのか、それと

も何者かが仕掛けた巧妙な罠の始まりなのか分かりませんが、変
わりつつあることは間違いのないところだと思います。その波は

社会全体を覆い、子供の減少に始まり、生活レベルの格差拡大

などにも表れております。その結果、母校の卒業生数にも影響し、

同窓会の運営費が減少するという事態にも繋がっていますが、そ

んな中、昨年度は皆様から「協力金」という形でのご援助をお願
いさせて頂きました。多くの方々からご厚意を頂けましたことに大

変感激致しました。65周年行事を縮小することなく運営出来まし

たことも、この事無くしては考えられないことでした。深く感謝申し

上げる次第です。今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。

しかしなお厳しい状況が続くことは間違いなく、今後はあらゆる

面での見直し、節約が必要となります。皆様にお届けしている
「会報」も、ついに再考せざるを得ない状況となってきました。同

窓会の活動報告でもある「会報」の制作、送付は、いわば同窓会
としての大本の作業ですが、その形を変えることに、理事会でも
「現状維持」や陥J作法変更」など様 な々意見が出されています。

引き続き検討を致しますが、次回総会案内の際に「会報」につい

ての皆様のお考えや感じ方などをアンケートでご回答頂き、今後
の参考にさせていただこうと思つておりますので、こちらの方もど

うぞご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

懐かしい母校を思い出したら、同窓会にお越しください。総会
は母校の校舎内で行われます。かつて教えを受けた先生方、庭
の木 や々教室が、皆様が高校生だったあのときのように、温かく

迎えてくれることと思います。会員の皆様のご多幸を、ますますの
ご活躍を祈念申し上げ、同窓会のイベントでお会い出来ますこと

を期待致しております。

続く一巡りの時を、どうかお元気でお過ごしください。

星野蟷

平成26年度の国立音楽大学附属高校卒業生の皆さん、ご卒

業おめでとうございます。

皆さんは、高校での3年間の学業を終えられ、4月からは新たな

場所で、新たな挑戦を始めることになります。そして殆どの方が、

これまでのクラスを単位とした学びとは異る形で、どちらかという

と個人単位で、学びに取り組むのではないでしょうか。大学では

個人の学修目的に応じて、異つた時間割で学ぶというように、個

人単位での行動が基本になります。逆に、担任の先生を中心に、

クラス単位で学業も、学業以外の様 な々活動にも取り組むために

結束しなければならなかった高校時代は、それだけに独特の思い

出に満ちていることでしょう。恐らくそのために、高校の同窓会は、

大学の同窓会よりも懐かしさが、ひとしお、かき立てられるように

思います。

今、在学中の出来事を振り返って、何が一番印象的だったで

しょうか。何が今後、懐かしく思い出されるのでしょうか。いずれ何

年か後に、その懐かしい同窓会に参加することを楽しみに、新た

な道に挑戦されることを祈ります。

浅い春の柔らかな光が再び巡つてきて、来し方行く末を思う頃
となりました。皆様、お健やかにお過ごしでしたか?

同窓会報発行の本日は、音高3年生たちが卒業生と呼ばれ、

新たな同窓会員となられた日でもあります。卒業生の皆さん、お

めでとう!そして、同窓会員として、これから末永くどうぞよろしく!

母校・音高と音中では、今年度もまた、人の上を流れてゆく時
の作まいにも似て、喜びと悩みとが交錯しながら過ぎてゆきまし

た。それらの中でも、皆様と共に母校65周年をお祝いしたコン

サートは、輝かしいトピックスとして心に刻まれています。

2014年 H月 9日 、胎J立65周年記念演奏会」本番の日、国立

音楽大学講堂大ホールは、大勢のお客様をお迎えし、華やいだ

雰囲気に満ちていました。そしてコンサートでは、1978年卒業・小

原孝さんとのデュオで若い才能を炸裂させた2014年卒業・武本

和大君の演奏や、その澄み切った静證な響きで、客席全体に感

動の漣を及ばした1954年卒業・花村光浩先生作曲の委嘱作品
『3人の奏者による小曲』の初演など、充実の14カグラムが、音

高と音中創立から今日までの歩みの総和の象徴として繰り広げ

られていました。

もうすぐ、これらすべてをも「過去」として取り込みながら2014
年度が終わり、爛漫の春とともに新たな年度が始まります。再び

巡ってくる時が、音高と音中にとって、よい音楽と共に在る悦びに

満ちたものとなることを期し、来るべき日々 が皆様にとって素晴ら

しいものとなりますようお祈りしながら、新たな始まりを待ちたいと

思います。

:荒晰 .泰俊1
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国立音楽大学附属高等学校同窓会
一般会計決算        一般会計予算

平成25年 11月 1日 ～平成26年 10月 31日   平成26年 11月 1日 ～平成27年 10月 31日
収入の部                         収入の部

科 目 予  算 決  算

繰越金 11,309,913 ll,309,913

会  費 2,520,000 2,540,000

預金利息 2,000 2,438

総会会費 60,000 55,000

主催者行事費 60,000 102,050

65周年記念行事費 3,000,000 0

寄 付 0 192,124

協力金 0 551,000

奨学金返金 0 0

計 16,951,913 14,752,525

支出の部

繰越金 9,821,615

会 費 2,860,000

預金利息 2,000

主催行事費 0

総会会費 60,000

65周 年記念行事費 2,000,000

奨学金返済 0

合    計 14,743.615

利 目 予  算 決  算

事務費 1240000

交通費 5000 0

通信費 1,350,000 149

振込手数料 648

事務用品費 765

会議費 100000 、677

慶弔費 100,000 962

印昴」費 (会報 総会案内等)

総会 費

総会費補助 0

謝 ネL 10000 )800

管理費 80000 l 963

記念品代 160000 15

雑  費 272153 0

主催行事費

65周 年記念行事費

寄 付

50000 6` 1260

2,000,000 、253

0 16 124

奨学金貸出 493.760 0

奨学金基金 10500.000 0

今年度支出合計① 16,951,913 4930910

次年度繰越金額② 9821615

支出合計 (D+② ) 14752525

イ撃]努ツ葦「i[舅 1:i彗

||'

記念パーティー

パーティー冒頭、小原孝さんの指揮による「逢えてよかったね」

を全員合唱 ♪

法人を代表して内野理事、荒木校長よりご挨拶を賜り、またPTA
会長清水様からも創立65周年を祝うお言葉を頂戴いたしました。

多くの懐かしい先生方にもご出席いただき、普段は顔をみることの

ない同窓生同士が学生時代にタイムスリップしたかのごとく笑いの

絶えない時間を過ごしていました。パレスホテル、および鬼澤修さ

ん(1971音 22)からのJ享意により食事券争奪のじゃんけん大会

を行い大盛り上がり。最後は羽田先生指揮で全員合唱!現役時代

と変わらぬ先生のご指導の下「そこ1音違うわよ!l」 と怒られながら

も、「音高」の結束力を肌で感じた大変嬉しいひとときとなりました。
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議飩鰤 KK
700名 余りのお客様にご入場いただき3部構成によるとても豪華

な演奏会となりましたc初 めて司会 (長井さん)を伴つた形を試みまし

たが、作曲者・演奏者のエピソードなどを交えたお話も大変好評でし

た。3時 間という長めの演奏会でしたが、音高出身者の素晴らしい活

躍ぶりを皆様にお届けできたのではないかと思っております。

演奏会の取りを飾った「唱歌の四季」は、漱1上先 41・ 菊池先生の2

台ピアノに先導され、武田先生の流麗な指 lF~に素晴らしい響きを聴

かせてくれました。

また、演奏会のチケット販売に際しましては、評議員・出|'1者・同窓

会員。関係者の皆様に多大なご協力をいただきまして心より感謝中し

上げます。

ソプラノ :中瀬 絹枝(1958音 9)
チェロ 1守屋 新(1964音 15)

」 ライ圭県奮薯享|138子喜381

司会 :長丼 進之介(2005音 56)

Zクメ串肇⑮屁響霧桜晃蒼言舅°`
下払本同子0007普 4υ

ヨ7イ彗
「

'そ

ど電霙ξ設抱き』ξヴ;李ヒ百甲猾撃給理肩3るも音60)

仄

トランペット1宮本 正太郎(2008音 59)、 石橋 由衣(2010音 61)、

T雀冨8厠讐話P今弊頸話躍詔°`
ピアノ(編 曲):山 内 のり子(1986音 37)

鐸
ξ
曹
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優秀者表彰

同窓会では、附属高等学校 3年生で卒業時成績優秀者に対 して、

教職員の推薦が有った場合、表彰を行っております。

「マニフィカト」o.ヵルツァス作曲。世界初演)

～学校法人国立音楽大学創立90周年記念事業 ～

指揮 :」 カルツァス Org:青 田絹江 丁en:鹿内芳仁

合唱 :90周年記念合唱団

2015年 3月 19日 (木)18:30開演 (18:00開場)

府中の森芸術劇場ウィーンホール (入場無料)

*同時開催 国立音楽大学附属高等学校合唱部第20回定期演奏会

*記念合唱団|ま 、附属中学校、高校音楽科、高校普通科生徒を中心に構成
されています。詳細はonkouchor blog wox ccま で

平成25年度

音楽科 小倉 茉緒さん

普通科 田中 国利さん
(2014音65)

(2014普49)

音1楽科ニュース

*いずれも詳細は本校ホームページまで

http://www.kunion.ed.jp

♪春休み 合唱教室

4月 4日 (土)に、歌うことが好きな新小学4
～6年生対象とした「春休み 合唱教室」を行

います。在校生といっしょに楽しく歌いましょ

う!ホームページからも申し込みができます。

ご参力日をお待ちしております。

♪夏休み 楽器作り体験教室

昨年8月 8日 (金)に小学4～ 6年生対象の
「夏休み 楽器作り体験教室」を行いました。

その後に行われた同窓会の「サマーコン

サート」では、参加した小学生たちがその日に作つた「締太鼓」で

出演者とセッションを行いました。平成27年度も開催予定です。

(7p参照 )

一 受験対策講座 一

KUN10N講座 2015【無料】

平成25年度より音中入試対応の「音中コース」を行つており

ます。音中への受験をお考えの方は、ぜひご入会をおすすめしま

す。

詳細はホームページをご覧ください。

♪中学校合同遠足

昨年4月 11日 (金 )、 1～ 3年生合同で昭和

記念公園へ行き、オリエンテーリングとドッヂ

ボール大会を行いました。上級生と班を組ん

で行ったオリエンテーリングは、新入生にとっ

ては音中の雰囲気に慣れる第一歩となったようでした。クラス対

抗のドッヂボール大会もとても盛り上がりました。

・ |≒桑曲幸藻妊書案語書‐彗 ■■  | ■ 二受躾対策轟産|■|■ ■

押 ‐岬 |._瑞‖鞘鶉 :

普 澤 科 ニ ュ ー ス
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くにたちアー トビエンナーレ2015

国立市をあげて開催される芸術イベント「くにたちアートビエンナーレ2015」 。

主催者から本校にテーマ楽曲の作曲を委嘱され、本校の山本康雄先生(1976

音27)が書き下ろした「祝祭」が、野外彫刻展の入賞作品授賞式で演奏される

ことになりました。この曲の演奏も本校生徒が担当することになり、附属中学、

高校普通科音楽科約60名の生徒からなる祝祭合奏団(吹奏楽)が編成され、

録音と本番に向け練習が進んでいます。また授賞式での演奏も本校音楽科の

5名が、アンサンカ レで花を添えることになつています。

*国立アートビエンナーレ2015野外彫亥」展授賞式

2015年3月 30日 (月 )12:30～
くにたち市民芸術小ホール (入場無料)

時の流れは速いもので、この3月には普通科として50回 目の

卒業生を送り出すこととなりました。半世紀に渡る普通科の歴

史を振り返ると、その重みをひしひしと感じることができます。

今年度は、1年生が53名 入学し(う ち音中から10名 )、 2年生

50名 、3年生46名 を含めて149名 となり、ここ数年少しずつで

はありますが生徒数は増加傾向にあります。また、男子生徒も

各学年 10名以上おり、共学校としての雰囲気も徐々に定着し
つつあると思います。

普通科では、一人ひとりを大切にする良質の少人数教育を

目指し、音楽的な環境の中で豊かな人間性を育み、細やかな

学習指導による学力の向上に努力しています。生徒は、日々 の

授業に熱心に取り組み、部活動や芸術祭、生徒会独自の行事
であるスポーツ大会や音楽祭などにも積極的に参加し、充実
した高校生活を送っているようです。

1年生は昨年10月に秋の旅行として岩

手を訪れ (2泊 3日 )、 2年生は4月上旬に実

施する沖縄への修学旅行 (4泊 5日 )の準

備を進めているところです。3年生は全員
が無事卒業し、新たなスタートを切ろうとし

ています。春休みには合唱部のほか、吹奏

楽部も定期演奏会 (3月 23日、府中の森芸

術劇場ウイーンホール)を予定しています。

来年度も数回の学校説明会や個別相

談を行いますが、普通科に関する問い合

わせや進学の相談がありましたら、気軽にご連絡していただけ

ればと思います。

☆主な合格大学 (2月 20日現在)       ‐

青山学院大学、中央大学、学習院大学、成険大学、成城大

学、東京薬科大学、國学院大学、武蔵大学、東海大学、杏林

大学、神奈川大学、国立音楽大学



国立音楽大学附属 高等学校同窓会

サマーコンサー

昨年8月8日 (金 )、 母校Aスタジオにて、サマー

コンサートが開催されました。例年アフタヌーンコ

ンサートとして秋に開催しておりましたが、音中の

主催する「夏休み楽器作り体験教室」と共に夏

にイ子いました。

体験授業に参加いただいたお子さま方を迎え、

制作した締太鼓を手に、演奏にも参加していた

だきました。音中・音高らしい企画となり、大変盛

況でした。

※学外のお子さまのお顔にはばかしが入っております

現在、同窓会報はホームページ上でも閲覧出来るようになっ

ております。

本同窓会の運営資金も減少傾向にあり、また社会的にもエコ

運動が叫ばれるなかにおいて、紙媒体での郵送を今後削減した

いと考えております。

つきましては、次回の総会案内ハガキにて、同窓会報郵送の

希望についての調査をさせていただきます。発送は9月 頃の予定

となりますが、総会の出欠と併せてご回答くださいますようお願
いいたします。

なお、総会案内および5年ごとに行っている周年行事の特別号

につきましては、今後も全会員に向けて発送いたしますのでご了

承ください。

運営協珈ざЪ嘉キ:とぉ願い
昨年皆様に呼びかけさせていただいた協力金が次のように集まりましたこと、

厚く御礼申し上げます。 金額:667,000円  (平成27年 2月 18日現在 )

本年も引き続きお願い出来ましたら幸いです。

本同窓会は卒業時の同窓会終身会費で運営してまいりましたが、昨今の卒業
生減少に伴い運営が難しい状況が続いております。また少子化の影響もあり、

今後、減少傾向が続くことが予演1さ れます。今後の同窓会活動を維持していくた

めに、この度、会員の皆様からの協力金をお願いすることになりました。できるだ

け多くの同窓生にご賛同をいただければ幸いです。

今回お送りした会報に同封されている払込用紙 (垂6便局専用)によリーロ

1,000円から随時受け付けております。お振込の際はお名前と卒業回生数 (例

1975音26 音高 太郎)を記載してください。また、右記の銀行日座からでも振

込可能です。ATMにてお振込の際はお名前の前に「キ)」 および卒業回生数

(例 キ1975オン26オンコウタロウ)を入力してください。

郵便振替口座

加入者名 国立音楽大学附属高等学校同窓会
口座 記号001100  回座番号 291647
三 井 住 友 銀 行 国立支店 普通 5011992
三菱東京UFJ銀行 国立支店 普通 1569272



国立音楽大学附属 高等学校同窓会 第 9号 (通巻37号 )

認 αゝ)″ ″ゝゝ 認 ″ゝ》認 ″ゝ》認 ″ゝう認 ″ヽう認 ″ゝう認 ″ヽう認 ″ゝ)♂ ″ゝ》♂ ″ヽ)♂ ″ヽ≫♂ αヽ)♂ ィヽ)♂ ″ヽ》♂ヽ

と掲載することが出来ます。後援願については常任理事会の承認

が必要になります。申込みご希望の方は所定の用紙をお送りいた

しますので、事務局までご連絡ください。尚、費用などの助成は出

来ませんのでお間違いのないようお願いいたします。

谷 恙美∽→さん
きなソル子係口洛ん
選
"11春

溢o口 )さん
藤岡さゆみさん

=卜

 報
1950者 1 松口 怜民  2008音 59

1953者4 本閻 え子 さん 1966普01

1955者 6 高格 好カニ《声出)さん 1986普 21

1994者 45               (   )は 1口 妥生

住所変更などがございましたら、下記までご連絡くださいますよう

お願いいたします。

E―mail:onlcou¨ d@ambe■plala.o巧p _

HP:http://m― .kunitachionkou.org/

TELO FAX 042-572-8014(事 務局直通)

事務取扱時間は原則として月曜日・水曜日1lЮO～ 1700

【以下の演奏会を後援いたしました】

★東京多摩歌劇団第一回公演モーツァルト作曲『魔笛』全2

幕 日本語公演 【小澤慎吾訳】(鹿内芳仁。小宮康裕・堀内瑛

里 他)★土居 里江ピアノリサイタル ★アンサンブル・アイス

フォーゲル 第2回演奏会 (山 田 晴代)★ 小宮 康裕・五十嵐 稔

ジョイントリサイタル ★星空のコンサートvol.1(伊藤 太郎)

★瀬川 裕美子ピアノリサイタル vol.3 ★モーツァルト作曲 オ

ペラ『魔笛』(中村 春美・秋山 尚子・鮎川 久美子・糟谷 有梨

他)★ 赤松 美紀&阿部 伊吹 ジョイントリサイタル ★セルゲ

イ。ボロトニー×佐久間 敬子 Violin Piano Duo Conce■ ☆子

供から大人まで楽しめるサマーコンサート(中田 かおり)★ 齋藤

亜都沙&中谷 友美 ピアノジョイントリサイタル ☆男弾団(安藤

丘・小宮 康裕・二瓶 充・菊池 大成)★ 五木田 綾 ピアノリサイ

タル ☆岡本 知也ピアノリサイタル ☆第5回 協奏曲(皇帝)と

合唱の調べ (五十嵐 稔)★ Tlo dOS Tias 2本 のフルートとピ

アノのためのコンサート第4回 (加籠六 玲子・永島 香)★櫻田

はるかクラリネットリサイタル ★星空のコンサニト(伊藤 太郎)

★ウポポ・エアラインズ2(伊藤 由佳子。大竹 倉J作・尾崎 久美子・

鴨下 ゆかり。西湖 万里子・竹村 真季・内藤 友紀子・福島 優子・

三木 れい子・吉田 絵美子)★柏田 円 ピアノリサイタル ★ソ

ロイスツ・コンサートシリーズ 36(内川 裕子・渡辺 秋香・五十嵐

稔・津嶋 啓―・上田 彩子。
4ヽ林 裕・阿部 麿)★ こもれびクリス

マスコンサート(荒井 雅至・小宮 康裕)★ 病気とたたかう子

供たちのために Opera Galaチ ャリティーコンサート vol.15・

vol.16(羽 根田宏子・和田茂士・河原 忠之・他)★ ピアノジョイ

ントリサイタル(大河原 梨奈。堀江 明子)★ コーラス・インフィニ

☆クリスマスチャリティーコンサート2014(湯田 佳寿美・菊池 大

成・星野 安彦)★ アンサンブル♪ふぁみ―ゆ 20周年記念コン

サート『アンサンブル♪ふぁみ―ゆの音楽アラカルト(高橋 奈那

子)★ リサイタルシリーズTOKY040山 元 香那子 ピアノ・リ

サイタル ☆2015スプリングコンサート(坂本 いづる。高島 菜穂

子・磯田 智子・須川 明子)☆第21回 アンサンブルトライアウト

コンサート(国立音楽大学附属高等学校オーケストラ)

【今後、後援予定の演奏会】詳細はホームページをご覧ください。

☆・PLANET TERRA YOUTH ORCHESTRA
第 1回 アンサンブルコンサート

【3月 18日 (水 )19:00開演 ルネこだいらレセプションホール】
・PLANET TERRA YOUTH ORCHESTRA第 1回演奏会

【3月 22日 (日 )14:00開 演 ルネこだいら中ホール】

寺lle赳 (2013音 64)伊藤 太郎(2013音 64)澤 崎杖也(2013音 64)

☆山口裕子 ピアノリサイタル2015(2003音 54)

【4月 4日 (土 )14:00開 演 JTアートホールアフィニス】

☆山中悠裕・山中麻愛 ピアノリサイタル・デュオ (2005音56)

【4月 5日 (日 )17:30開演 日暮里サニーホールコンサートサロン】

☆星空のコンサートvol.3伊藤太郎(2012音 63)

【4月 6日 (月 )19:00開 演 4ヽ金井市民交流センター 4ヽホール】

☆横山さやかピアノリサイタルvol.3(2001音 52)

【4月 25日 (土 )たましんRISURUホール イヽホール】

☆深沙の社に木霊する風韻と水音

金子 弘美(1977音 28)

【5月 31日 (日 )深大寺書院】

☆瀬川裕美子ピアノリサイタルvol.4(2005音 56)

【6月 1日 鯛)19:00開演東京文化会館 小ホール】

☆ソロイスツ・コンサートシリーズ37

坂野伊都子(1993音 44)遠藤 志葉・鹿内芳仁(特別会員)他

【6月 12日 (金)19:00開演三鷹市芸術文化センター風のホール】

☆リサイタルシリーズTOKY041
守田絢子ピアノ・リサイタル(2002音 53)

【6月 21日 (日 )14:00開演東京文化会館小ホール】

☆「星合の空」コンサート

羽田喜久代(特別会員)カムジカくにたち

【7月 18日 (土)17:00開演 4ヽ金井宮地楽器ホール大ホール】

【7月 20日 (月・祝)浜離宮朝日ホール】

☆森の音楽会シリーズvol.3

「小玉 もな&和田紘平ジョイントコンサート」(1994音45)

【7月 26日 (日 )14:00開演松戸市文化会館森のホール21小ホール】

☆男弾団

安藤 丘(1983音 34)二瓶 充(1983音 34)/1ヽ宮 康裕(1985音 36)

菊池 大成(特別会員)

【8月 4日 (火)19:00開演国分寺市立いずみホール】

☆ムシカアレグレ・荒井雅至(1968音 19)退官記念コンサート

【8月 21日 (金 )～23日 (日)長野八十二文化財団、高野辰之記念館他】

☆ソロイスツ・コンサートシリーズ38
/1ヽ宮康裕(1985音 36)五十方気稔(1985音 36)イ也

【H月 6日 (金)19:00開演三鷹市芸術文化センター風のホール】

☆安藤丘・弘中幸子ピアノデュオリサイタル(1983音 34)

【12月 20日 (日 )未定府中の森芸術劇場ウィーンホール】

☆リサイタルシリーズTOKY049
清水勇磨バリトンリサイタル(2005音56)

【2016年 1月 24日 (日 )14:00開 演東京文化会館小ホール】

謹んでご冥福をお祈 り申し上げます。


