
  令和 3 年度ユニークベニュー活用促進事業（鹿児島県） 

♪♪♪日曜の朝にカフェで音楽を♪♪♪ 
 
カフェミニ・コンサート 

出演（公財）鹿児島県文化振興財団 
     アーティストバンク登録アーティスト 

宝山ホール 2 階 ”カフェ マ・ナ～ナ” 

 

毎月１回 日曜日の午前１０時３０分から11時

15 分まで開催されています。 

（入場料は無料ですが、要ワンオーダー） 

※新型コロナウイルス感染予防のため座席数を 

２０席程度とし、検温・手指消毒・換気など対策を

講じ開催しています。 （座席は事前予約抽選制） 

 

●７月２５日（日）は、松岡竜大さん（ギター）と

折田夏菜さん（ピアノ）のお二人で、C.ドビュッシ

ー作曲「水の反映」、久石譲作曲「summer」、松岡

竜 大 作 曲 「 mikuu(tango) 」、 松 岡 竜 大 作 曲

「Lacan」、松岡竜大作曲「Algerias」、C.ドビュ

ッシー作曲「喜びの島」、松岡竜大作曲「mizumari」、

V.モンティ作曲「チャルダッシュ」 
全 8 曲が演奏されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様から「この季節によく合った選曲だったと

思います。とても気持ちよく過ごせました」、「デュ

オの mizumari とても良かったです。チャルダッ

シュも季節と情景が浮かびました」、「久々にライ

ブコンサートを聴き、生の演奏はいいなと思いま

した。魂のこもった演奏をありがとうございまし

た」、「ピアノでは夏の清流が感じられ、ギターでは

初めてフラメンコの演奏が聴けて良かったです。 

デュオでは、チャルダッシュがとても良かったで 

す」などの感想をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折田夏菜さん（左・ピアノ） 松岡竜大さん（右・ギター） 

 

●8 月 22 日（日）は、迫田瑞花さん（ピアノ）と

馬場亮太さん（バリトン）お二人の予定でしたが、

新型コロナウイルス感染症の爆発的な増加に伴い

13 日に鹿児島県独自の「緊急事態宣言」が発令さ

れたためコンサートは中止となりました。 

 

●9 月 26 日（日）は、白石有佳理さん（ピアノ） 

と崎山智華さん（ソプラノ）お二人の予定でした 

が、新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」 

が 9 月 30 日まで延長されコンサートは中止にな

りました。お二人は令和４年１月２３日（日）のカ

フェ・ミニコンサートに出演することが決定しま

した。 

 

●10 月 31 日（日）は、馬場亮太さん（バリトン）

と迫田瑞花さん（ピアノ）のお二人で、C.クラウデ

ィウス作詞・F.シューベルト作曲「死と少女」、S.

リューベック作詞・F.シューベルト作曲「さすらい

人」、J.S.バッハ作曲「平均律クラヴィーア曲集 第

1 巻より 第 18 番 嬰ト短調 BWV863」、K.G.ラ

ッペ作詞・F.シューベルト作曲「Der Einsame」、

E.クルシェネク作曲「UNSER WEIN」、F.ショパ

ン作曲「バラード第 1 番 ト短調 Op23」、野上彰

作詞・小林秀雄作曲「落葉松」全 7 曲とアンコー

ルに高野喜久雄作詞・高田三郎作曲「くちなし」が

演奏されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様から 

「良かったです。ホールで聴きたいと思いました」 

「声楽とピアノがマッチしてとても良かった。特

にバリトンの生うた（声）に心打たれました」 

「シューベルトしばりもドイツ歌曲の歴史を感じ

られていて良かったです。ピアノもショパンは楽

譜を暗記されていて凄かったと思います」 

「とても素敵でした。歌声も良かったし、ピアノも

素晴らしい。ショパンすごかった」 

「とても素敵な時間でした」 

「コロナ禍での久しぶりのコンサート。ゆったり

した時間を過ごせました」 

「昨夜は雨で“落葉松”の歌がぴったりでした」 

「選曲がとても良い。“死と少女”“さすらい人”

序曲の歌曲を聴く機会が少ないので」 

などの感想をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迫田瑞花さん（左・ピアノ） 馬場亮太さん（右・バリトン） 

 

九州吹奏楽コンクール 
 

鹿児島県代表（高校 A の部） 
 

 応援コンサート 
 

8 月 13 日（金） 宝山ホール 

九州吹奏楽コンクールに鹿児島県代表（高校 A の

部）として出場する 3 校の応援コンサートが開催

されました。 

✽出演団体 
●神村学園中等部・高等部 

  １.課題曲Ⅳ 吹奏楽のための「エール・マーチ」 

            作曲：宮下秀樹 

  ２.組曲「名誉・勇気・誓約」（自由曲） 

            作曲：S.メリロ 

  ３.オーメンズ・オブ・ラブ 

      作曲：和泉宏隆/編曲：真島俊夫 

  ４.虹 

      作曲：石崎ひゅーい/編曲：郷間幹夫 

宝山ホールボランティア通信誌 

「語いもんそ」 
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  ５.エル・クン・バン・チェロ 

    作曲：R.フェルナンデス/編曲：岩井直溥 

 

 

 

 

 

 

●鹿児島県立加治木高等学校 

 １.英雄の証～「モンスターハンター」より 

     作曲：甲田雅人/編曲：森田一浩 

 ２.課題曲Ⅳ 吹奏楽のための「エール・マーチ」 

            作曲：宮下秀樹 

 ３.ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲（自由曲） 

            作曲：C.T.スミス 

 

 

 

 

 

 

●鹿児島県立松陽高等学校 

 １.行進曲「南鳥島の光」    作曲：酒井格 

 ２.課題曲Ⅳ 吹奏楽のための「エール・マーチ」 

              作曲：宮下秀樹 

 ３.交響詩「ローマの噴水」より（自由曲） 

    作曲：O.レスピーギ/編曲：中村俊哉 

 ４.宝島 

    作曲：和泉宏隆/編曲：真島俊夫 

 

 

 

 

 

 

 

●３校の 3 年生による合同ステージ 

 １.トイズ・パレード（第 30 回朝日作曲賞受賞曲作品） 

                  作曲：平山雄一 

 ２.「ドラゴンクエストⅠ」より序曲 

    作曲：すぎやまこういち/編曲：真島俊夫 

 

 

 

 

 

 

◎本公演は新型コロナウイルス感染症対策に関す

る国や県等の方針やガイドラインに基づいた対策

を講じ開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様から 

「大変すばらしい演奏を聴かせてもらいました。3

校とも九州大会頑張って下さい」 

「九州大会出場の 3 校、さすがの演奏でした。ラ

ストの 3 年生合同演奏が素敵な取り組みだと思い

ました。どの曲も心地よい音で楽しめました」 

「高校生たちの一生懸命な演奏はどれもみな素晴

らしかった。課題曲の“エール・マーチ”は楽器の

構成が違うためか、3 校とも全く違う印象を受け

た。神村学園の元気な若々しい印象、松陽高校の成

熟した印象と、そんな中でも加治木高校のやさし

く包みこむような演奏が特に心に響いた。3 校の

皆様の活躍をこれからも応援していきます」 

「同じ課題曲でも解釈の仕方によって曲想が全く

違うんだなあと改めて感じました。九州大会頑張

ってきてください」 

「3 校それぞれの演奏スタイルで、一生懸命楽し

そうに演奏している姿に感動をもらいました。

“エール・マーチ”は 3 校とも演奏した曲でした

が、甲乙つけがたい、どの学校も素晴らしい演奏で

した」 

「コロナ禍でのコンサートありがとうございまし

た。3 年生合同ステージ！夢のようです。3 年生

にとっては忘れられないステージになったと思い

ます」 

「コロナ禍でのイベント、大会、とても大変だとお

察しします。諸々調整されてのステージというこ

とを考えると胸が熱くなります。私たち応援者の

思いものせて晴れの舞台でパフォーマンスをして

きてください」 

などの感想をいただきました。 

★九州大会では 

・神村学園中等部・高等部   金賞を受賞 

・鹿児島県立加治木高等学校  銀賞を受賞 

・鹿児島県立松陽高等学校 金賞を受賞・九州代表 

★第 69 回全日本吹奏楽コンクール（高校・10/24） 

・鹿児島県立松陽高等学校   銀賞を受賞 

 

宝山プレゼンツ 
  千住真理子 

 

ヴァイオリン・リサイタル 
 

 10 月 24 日（日）14 時開演 宝山ホール 

 

 

 

 

 

幻の名器ストラディヴァリウス「デュランティ」と 

運命的な出会いを果たした千住真理子が奏でる名

曲の数々！ 

★演奏曲目 
第 1 部 

・黒人霊歌：アメイジング・グレイス 

・J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ 

・J.S.バッハ/グノー：アヴェ・マリア 

・W.A.モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第 11 番より 

  アンダンテ・グラツィオーソ～トルコ行進曲 

・L.ｖ.ベートーヴェン：アダージョ・カンタービレ 

            ～「悲愴ソナタ」より 

・T.A.ヴィターリ：シャコンヌ 

第 2 部 

・久保禎：『5 つの風景画』より 

       《串木野さのさ》による 

・山田耕筰/渡辺俊幸編：赤とんぼ 

・成田為三/千住明編：浜辺の歌 

・スコットランド民謡/千住明編：蛍の光 

・A.ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 第 2 番 

・J.ブラームス：ハンガリー舞曲 第 20 番 

・P.ルイギ：バラ色の人生 

・M.D.ファリャ/F.クライスラー編：スペイン舞曲 

        ～歌劇「はかなき人生」より 

・ロシア民謡：黒い瞳 

  アンコール 

・A.ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌 

・G.ホルスト：ジュピター 

・V.モンティ：チャルダッシュ 

◎本公演は、国や県が示した感染防止の取組例な

どに基づいた対策を講じ開催されました。 

 

お客様から 

「ストラディヴァリウスの生の音色を千住さんの

技術と共に聴く機会を得てとても幸せで感動しま

した」 

「どの音も細やかに響きわたり、心が震えました。

ストラディヴァリウスの音の生演奏を十分に味わ

えました」 

「ヴァイオリンの音色がとてもきれいで心地良か

ったです。トルコ行進曲はハラハラドキドキしな

がら聴いていました。千住さんがどんな思いを込

めて演奏されているのかが、音にのせてとてもよ

く伝わりました。とても感動しました。知っている

曲がたくさんでずっと聴いていたいと思いました」 

「コロナ禍でありますが、うっとりするような美

しいヴァイオリンの音色に癒されました。主人の

誕生日に一緒に素晴らしいコンサートに来られた

こと良い思い出になりました」 

「完璧すぎるほど素晴らしい千住さんの演奏にと

ても感動しました。テレビでもおっしゃっていた

ストラディヴァリウスを実際に見ることができ、

聴く事ができてとても嬉しいです。また普段から

練習に一生懸命励んでらっしゃる千住さんに会え

てとても感動しました」 

「とても素晴らしかったです。千住さんはトーク

もお上手ですね。演奏は選曲もとてもすごいと思

いました。前半のクラシックは子どももよく知っ

ている曲が多く、ヴァイオリンってこんなにすご

いんだねと感動していました。もちろん私も感動

しました。また、ピアノの山洞さんの演奏もすごか

ったです。お二人の息の合う演奏に本当に来て良

かったと思いました」 

「素晴らしかったです。生演奏を聴けて満足しま

した。お人柄がにじみ出た演奏でした。鹿児島在住

の作曲家の曲も聴けて感動しました」 

「アンコール 3 曲もしていただいて感動しました」

などの感想をいただきました。 

宝山ホール広報ボランティア『語いもんそ』編集部 

〒892-0816 鹿児島市山下町 5-3 宝山ホール 

電話（099）223-4221 FAX（099）223-2503 

撮影・取材記事 広報ボランティア 四十住 孝行 


