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やまのベ文声含1日□

小中高生 500円
未就学児 入場不可

やまのべ 女声合 唱団

団長 :長 谷川道子

副団長 :遠 藤美智子・村山笙子
「 「山 l lJ町 マ マさんコーラス Jと して山辺 小学校 P]A活 動 の中で結成 。
1967年 常任指揮者 に吉 田ユカリ先 生をlrlぇ る。
1991年 ハ ワイにて親善演 奏。
1994年 「やまのべ 女声合 唱団 Jと 名称を変更。
19624‐

「令 日本 おかあさんJ― ラス全国大会 Jに 東北 支部代表 として6回 出場。
第28回 は 'ひ まわ 菖"受 賞。
tり

山形県芸 llJ文 化祭
山形県社会音 楽祭

音 楽部 門 優秀賞受賞 2回
最優 秀賞受賞 2回

やまのべ童謡 音楽祭や ロマンテ ィックコンサ ー トな ど、地域 に根ざ した音楽活動
「 音楽 は和 なりJ「 仲良 く若 く美 しく」
「良 き家庭人 良き社会人 でありたいJ
を通 し、
をモ ットーに活動 している。

演 奏 曲 目

女声合唱とビアノのための 世 界 中 の 女 たちよ
イタリア民謡による女声合唱メドレー Gloial ltalia
女声合旧 こよる美空ひばり作品集 川 の 流れ のよ うにより

作曲

信長貴富

訳詞 ・ 編 曲
編曲

島 頼子

信長貴富
1也

佐藤 容子 ・ 佐藤 寛子

シュガーシスターズ
山形県 山辺 町出身

ともに山形県立 山形 北高等学校音楽不
Jを 経 て東京藝術 大学 音楽学部声楽利卒業。
同大学 院修士課程 独 唱科修了。
姉妹 それぞれが「 日本歌 山 Jの 分野 で 日本一 を受賞 し、高 い評 価を得る。
切磋琢 磨 しあいなが ら高 め合 ってきた2人 の原 点 は、幼 い頃から童謡・ 唱歌 の二 重 唱を楽 しんできたことに始まり、いま、この原点 への思 いが溢れ 出す。
・
「美 しく響 く日本 のうた 心 のハ ーモニー 」をテーマに、息 のあった艶や
童謡 ・ 唱歌 を含めた「 日本 のうたJを 文化 として発信 したい 1｀ という思 いを持ち、
かな デュエットで歩 みを進 めている。コンサ ー ト活動 を軸 に、童謡 唱歌講座、ワークショップ付 きスクール コンサ ー トも展 開。
2人 の愛称 は、佐藤 と甘 いお l1/糖 を力Чすて「Sugar SttersJ(シ ョガーシスターズ )
2014年 11月 、ファース トアルバムCD「 わすれがたさ ら、
るさとJり リース、好評発売 中。
2015年 7月 に東京芸術劇場で N

PPON SYMPHONYオ

BS TBS「 日本名 曲アルバ ム」BS朝 日
「全国童謡歌 卵

ーケス トラと初共演、2016年 1月 には東京 フィルハ ーモニー交響 楽 団と共演 し大成功 をおさめる。
ンクール30回 記念大会 Jに ケス ト出演。メデ ィアで の活躍の場 も広 げつつ ある。

所属事 務所 :株 式会社 オフィス ルナ ピエナ http://lunattcna co ip
公式 ホ ームベ ージ
「シュガーシスターズ Jhttpブ /su9aris co鋼
フェイスブックペ ージ
「Sugar SstersJで 検 索
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前田拓郎 ピアノ
1983年 、長 崎県生 まれ。東京芸術大学音 楽学部 1付 属音 楽高等学校 、同大学音楽学部 を経 て、同大学 院音楽 ll究利 修士 課程修
第49回 全 日本学生音楽 コンクール

Jヽ 学校 の部

r。

全国大会 第 1位 。第 52回 全 日本学 生音楽 Jン クール 中学校 の部 全国人会 第 1位 。第 4回 安川加壽子記

念 コン クール 第 1位 、安川加壽子 音楽賞受賞。2005年 、第 2回 ショバ ン国際 ビアソコンクープ防nAS A派 遣部 門 金賞、Fath賞 受賞。第35回 日本 ショバン
協 会賞受賞。
2004年 、皇太子殿下 ご臨席 の下 、芸大 フィルハ ーモニア (指 揮 1小 林研― 郎氏 )と ショバ ン :ビ ア ノ協奏 曲を共演 したのをはじめ、これまでにポ ーラン ド国
立 クラクフ室 内管弦楽 団、オランタ ・ユ ース 。オーケス トラ、東京 交響楽 団、九州交響 楽 団、ニ ッボ ンシンフォニーな とと共演。2008年 、首相官 邸 にて胡錦
涛・中国 国家主 席を迎 えての晩餐会で演奏。
これまでにビア プを馬場 幸子、中村順子、多 美智子 の各氏 に、ソル フェージュを柴戸亜樹、故 竹 島悠紀子 の各氏 に師事。
近年で よ、日本 各地 にてピア ノコンクール の審査 員、公 開講座 の講 師等務 め、指導 と演奏両分野 におい て活動 の幅を広 げ ている。現在、尚美学 園大学専
任講 師、東京芸 術大学非常勤講 師。

R山 形駅西側から徒歩3分
・」

・車でお越 しの方は、お近 く
の駐車場をご利用 ください。
また、混雑が予想されます
ので、できるだけ公共の交
通機関をご利用 ください。

◎ 民間駐車場

主催 軍マンティックコンサート実行委員会 口
やまのべ女声合唱団
後援 山辺町・山辺町教育委員会・山辺町文化団体協議会・山形県合唱連盟・山形市女声合唱連盟
■お問い合せ先 ■ ロマンティックコンサー ト実行委員会事務局 (担 当 :小 川)電 話 080… 3146… 8938

