
混声♪青葉

新たな出会いと出発、令和に幸あれ

令和コンサート
主宰・指導・指揮：酒井 沃子

ゲスト出演：夏田 昌和、ピアノ：吉田 幸央
マリンバ：竹下 麻子、演出：恵川 智美

主催：混声♪青葉 令和コンサート実行委員会
後援：横浜市青葉区役所

2019.10.14月

青葉区

開演 15：00

テアトロ・ジーリオ・ショウワ
（小田急線 新百合ヶ丘駅から徒歩4分）

会場

指　　揮：酒井 沃子　　ピアノ：吉田 幸央
入団資格：55歳以上（初心者歓迎）
練習日時：毎週金曜日　13：30～ 15：30
練習会場：スタジオ・バルーン
　　　　　東急田園都市線／横浜市営地下鉄「あざみ野」駅下車
　　　　　東口より横浜信金脇入る　徒歩３分
お問合せ・お申込み：オフィス・バルーン
URL：www.ajisainokai.com 
TE L：045－902－7402　TEL/FAX ：045－901－9914
Mail：office_balloon@a00.itscom.net

～混声の素敵なハーモニーをご一緒に!～
発足して今年で 31年、「いつも今が旬！いつまでもチャレンジ精神を
持ち続けよう！」をモットーとするパワー溢れる混声合唱団です。
すべての曲に当団に相応しいオリジナリティ溢れる編曲を依頼して、混声
合唱ならではの深みと広がりのあるコーラスライフをエンジョイしています。
練習後のオシャレなワイン＆コーヒータイムも楽しみです。
ご一緒に楽しみませんか ? 

ソ プ ラ ノ

ア ル ト

テ ノ ー ル

ベ ー ス

実行委員長：藤雄太久夫
実 行 委 員：上田　紘子　 遠藤恵美子　 木下富美子　 滝沢　邦子
　　　　　　田中　輝子　 中村　　捷　 丹羽　宣行　 橋本　　隆
　　　　　　福田十喜夫　 堀田　裕久　 宮本　治保

混声♪青葉 令和コンサート実行委員会

阿部　昭子 石井　裕子 今井　昌子 岩田　直美
上田　紘子 大島　早苗 小野𠩤桂子 桜井　陽子
杉山　紀子 鈴木　靖子 武田ミツ子 田中　輝子
築野　洋子 寺田　喨子 服部　朱美 林　　　静 
日高　礼子 深澤紀美子 藤井　裕子 堀江登代美 
山内美治子 山本　康子 吉田い志子 若杉　利子

池上　澄子 池田　洋子 伊藤　正子 伊藤　美子
岩上　直美 遠藤恵美子 大槻　直美 岡本のり子
加藤　容子 木下富美子 齋藤　智子 佐々　賴子
島田　厚子 杉山　昌子 鈴木　悦子 鈴木　節子
滝沢　邦子 立川　房子 寺尾　晴子 長谷川順子
堀　　紀子 松本みどり 水谷ひろみ 米田由美子 
結城　文子

青柳　成樹 大成　　修 大林　通浩 清田　善則
墳本　　優 當摩　秀雄 福田十喜夫 藤雄太久夫
堀田　裕久 宮本　治保

石井　周司 今井　清明 岡本　峰雄 中村　　捷
丹羽　宣行 橋本　　隆 長谷川了治 原田　稔保
横田　　通 箕輪　　暢

出 演 者 名 簿

団員募集中！

4Kも簡単・快適



ご 挨 拶
プ ロ グ ラ ム

　混声♪青葉の皆さんと一緒にいると、歌うことの素晴らしさを改めて感じさせて
もらえます。心を込めて思い切り楽しんで歌えば、そこに音楽が生まれ、そして感
動が生まれるのです。例え歌詞が直ぐに出てこなくても、例え音程が多少ズレても、
例えリズムに多少乗り遅れたとしても…こんな細かいことよりも、音楽の本質を突
いているのです。いや、冗談ではなく本当に！
　心のこもった歌声とハーモニーを最後までお楽しみくださいませ。

吉田 幸央（ピアノ）

　「新たな出会いと出発」と副題にあるように、なんと盛りだくさんの曲の数々で
しょう！ 曲目を知らされた当初はこんなにステージングなんてムリムリ絶対無理～
と思っていた私ですが、稽古で聴く曲が増えるにつれて、皆さんの笑顔に釣られて
少しずつチャレンジしてみようかな、と思うようになりました。
　夏田先生、吉田さん、竹下さん、そして沃子先生に支えられて、最高の笑顔と歌
を聴かせてくれるのを楽しみにしています。『笑顔』で歌って…！

恵川 智美（演出）

　本日は「混声♪青葉」の演奏会にお越しいただきありがとうございます。「令和」
のスタートとなる節目の年に演奏会を開催できることは、団員一同の喜びでありま
す。私どもは暗譜でステージに立つことをモットーに練習しています。“が” 昨日覚
えていたことが今日は何処かに消えて出てこない？ 日々暗譜との戦いです。今日は、
この努力が実り、皆様に楽しんでいただけるステージになればと思います。
　「歌う喜び・歌える喜び」に感謝 ！

藤雄 太久夫（団長・コンサート実行委員長）

　30年前～そっと落とした『ひ・と・し・ず・く』。令和という新しい年に大きな輪
になりました。
　常にその時々に合ったより良い演奏をと、心がけてまいりましたが、今回は演出
家恵川智美さん、客演指揮夏田昌和さん、マリンバ・パーカッション竹下麻子さんの
お力をいただきながら、「混声♪青葉」ならではのステージをお届けしたいと、団員
一同日々取り組んでまいりました。そして私も命を懸けて～腕を振って～います！
　このひとときを、是非ご一緒にお楽しみください。

酒井 沃子（主宰・指導・指揮）

第 1 部 第 2 部

1989 年（平成元年） （財）横浜市老人クラブ連合会の混声合唱団として
 創立（指導・指揮　酒井沃子）
1990年（平成２年） 団の名称を「混声合唱団　銀の会」とする
2004年（平成 16年） 酒井沃子が主宰するコーラス 5団体の総称を
 「あじさいの会」とする
2008年（平成 20年） 創立 20周年を機に、団の名称を「混声♪青葉」に改称
2018年（平成 30年） 混声♪青葉 30周年コンサートを開催
2019年（令和元年） 今回、混声♪青葉令和コンサートを開催

これまでに、「銀の会」「混声♪青葉」として単独コンサートを 9 回、あじさいの会でのジョイント
コンサートを8回、計17回のコンサートを開催。
その他、ヴィサン≪人生百歳≫ジョイント・コーラスフェスティバル in よこはま、国際シニア合唱
祭 ゴールデンウェーブ in 横浜、シニアコーラス・TOKYO・フェスティバル等の合唱祭に参加し、
エフォー賞・ヤマハ賞・ゴールデンウェーブ賞・日野原賞・都民共済特別賞等、多数の賞を受賞。
また、1993年（平成5年）には、わが青春の歌声「セピア色の想い出」をビクターからCD発売。

〈 休　憩 〉

１. ロシア民謡集 編曲：小森 俊明

　　⑴ 赤いサラファン 作曲：ヴァルラーモフ　訳詞：小野 光子

　　⑵ バイカル湖のほとり 訳詞：井上 頼豊 中央合唱団

　　⑶ なぜ私は貴方を知ったのでしょう 訳詞：小野 光子

　　⑷ 咎めないで私を 訳詞：小野 光子

　　⑸ 黒い瞳 訳詞：小野 光子　大胡 敏夫

 客演指揮：夏田 昌和

２. ユー・レイズ・ミー・アップ
 作曲：R. ラヴァランド　作詞：さかい ようこ　編曲：夏田 昌和

３. ひとしずく 作詩：さかい ようこ　作曲：夏田 昌和

４. 小さな空 作詩 /作曲：武満 徹

１. ウエストサイド物語メドレー 客演指揮：夏田 昌和
 作詩：S. ソンドハイム　作曲：L. バーンスタイン
 訳詞 /編曲：青木 雅也
　　⑴ 序章
　　⑵ 素敵な気持
　　⑶ マリア
　　⑷ マンボ
　　⑸ ひとつの心
　　⑹ 何処か
　　⑺ トゥナイト

２. わが青春の日々 編曲：古曾志 洋子

　　⑴ 空よ （混声） 作詩 /作曲：難波 寛臣

　　⑵ 学生時代 （女声） 作詩 /作曲：平岡 精二

　　⑶ 白いブランコ （男声） 作詩：小平 なほみ　作曲：菅原 進

　　⑷ この広い野原いっぱい （混声）
 作詩：小薗江 圭子　作曲：森山 良子

　　⑸ てんとう虫のサンバ （混声）
 作詩：さいとう 大三　作曲：馬飼野 俊一

　　⑹ 風 （混声） 作詩：北山 修　作曲：端田 宣彦

〈 休　憩 〉

混声♪青葉の歩み

舞台監督：中村 真理、ステージマネージャー：丹羽 綾子、フロントマネージャー：山本 桂子、照明：濵口 暁

指揮：酒井 沃子　ピアノ：吉田 幸央　演出：恵川 智美

マリンバ＆パーカッション：竹下 麻子


