
後援　神奈川県合唱連盟　KAMCA神奈川男声合唱協会　

                      日本合唱指揮者協会　かながわ合唱指揮者クラブ

2018 年 10 月 20 日（土）

12：50 開場　13：30 開演

横浜みなとみらいホール・大ホール

　

横浜並木男声合唱団　団長　稲村 　徹

音楽とは、男の心から炎を打ち出すものでなければならない。

　そして、女の目から涙を引き出すものでなければならない。

Beethoven

常任指揮者　吉田 千鶴子

　吉田  千鶴子（よしだ　ちづこ）

　臼居　 基（うすい　もとい）

　金井　 信（かない　まこと）

ⓒNaoya Yamaguchi（Studio☆ Di:VA） 

      指　揮：吉田 千鶴子　　ピアノ：臼居 　基

 人はこの世に生を享け、母なる大地と人々の愛に育まれて成長する。

 少年の目は遠い空を見つめ、少年の耳は深い潮の音を聴き、少年の手は小さな命を慈しむ。

 そして、少年の足は、闇の彼方を探るように、確かな一歩を踏み出す。

 遊んで、走って、笑って、泣いて、歌って、夢見て、

 少年はいつか、人を愛する “男 ”になってゆく。

　　　いぬのおまわりさん
　　　大きな古時計
　　　君をのせて　「天空の城ラピュタ」より

　　　琵琶湖周航の歌（男声版初演）
　　　大地讃頌

      
指　揮：吉田 千鶴子　　ピアノ：臼居 　基

 俺の中にいるのは誰だ？　俺の心の底の底には何がある？

 どこまで俺を裏返せば、本当の “俺 ”が現われる？

 本当の “俺 ” ？　そいつは何者だ？

 男は己の影に問いかけ、己と闘い続ける。

 俺は、何処へ行こうとしている？

　　　男声合唱とピアノのための　「五つのモノローグ」

　　　　１　男の地図
　　　　２　女に
　　　　３　男の唄
　　　　４　父の唄
　　　　５　頼み

　 　休　憩　

男に生まれ、葛藤を乗り越え、人生に乾杯 !!



    　　　　 指　揮：吉田  千鶴子　　ピアノ：臼居　基

 古（いにしえ）より、天に光ある如く、地に歌あり。

 「歌舞伎もの」と言うは、集いて歌い踊る男どもなり。

 遠方より疾風の如く来たりて、歌い踊り、悪を斬る！

 善人尚もて往生を遂ぐ、いわんや歌舞伎ものをや。

 その人生は一瞬の夢幻にして、死して屍（しかばね）拾う者無けれども、

 “ 男 ” の魂は尚、遙か天空に在りて、時を超え永遠の光輝を放つらむ。  

 踊る阿呆に歌う阿呆、ええじゃないか！

　　　銭形平次
　　　子連れ狼
　　　あゝ人生に涙あり　「水戸黄門」より

　　　だれかが風の中で　「木枯し紋次郎」より

ピアノとトーク：金井　信　

 クラシックからジャズ、映画音楽から J-POPまで幅広いジャンルと軽妙なトーク。

 さて、今回はどんな趣向で・・。

  　　　   　　　　 
指　揮：吉田  千鶴子　　ピアノ：金井　信

 嗚呼、酒よ！　悲しいにつけ、飲む。寂しいにつけ、飲む。心乱れて、飲む。

 又、嬉しいにつけ、飲む。親しき友と、飲む。心穏やかに、飲む。

 今宵の宴も、最高潮。願わくば、君よ、歓喜の涙で盃を交わそう！

 やがて、潰れた “男 ”は、女の膝で暫し微睡（まどろ）み、明日の朝、再び空を

 見上げるだろう。　さあ、横浜並木ワールド全開 !!

　　　 乾　　杯 長渕 　剛　作詞／作曲 源田 俊一郎　 編曲

　　　 春の小川 高野 辰之　作詞 岡野 貞一　作曲 源田 俊一郎　 編曲

　　　 酒と泪と男と女 河島 英五　作詞／作曲 田中 　宏 編曲

　　　 スーダラ節 青島 幸男　作詞 萩原 哲晶　作曲 金井 　信 編曲

　　　 北 酒 場 なかにし  礼　作詞 中村 泰士　作曲 田中 　宏 編曲

　　　 学園天国 阿久 　悠　作詞 井上 忠夫　作曲
田中 　宏

よしだ ちづこ
編曲

〈スタッフ〉

アナウンス    杉田 美恵子

フロント・ステージ進行スタッフ  横浜グリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　　  シーサイド・グレイスフル・シンガーズ

ピアノ調律    土屋 雄二

ビデオ撮影    （有）オー・エム・エス

　　　 合唱経験の少ない方へのサポートも充実しています

　　　ぜひ見学においでください

　　　　　　練習：毎週　日曜日　午後

　　　　　　場所：横浜市立 並木中央小学校 音楽室   シーサイドライン並木中央駅からすぐ

　　　　　　団費：　4000 円 / 月

　　　　　　お問合せ：Tel：045-771-5649、090-7636-7713　稲村  E-mail：t.inamura@jade.plala.or.jp

橋本政雄　　画星忠雄　　柴田宏之　　

佐野茂彰　　村上　功　　石丸貴啓　

宮田幹延　　田中正通    ★阿部太持

　久保田寿一　　池田弘明　　片岡一正

★梅津秀恭　　　森田修二　　内沼義雄

　鈴木竹四郎　　福田　博　　宮崎淳司

岩方辰旺　　森田賢一　　松田知之

下條沢男　　津島　悟　★岡本　進

村田和義　　稲村　徹　　本田誠一

小宮一恭　 高田純一　土橋幹雄

神保良博　 太田昭三　古川克久　金曽康雄

岩元伸一 ★柳原裕三　坂元　豊★：パートリーダー

1994年 10 月 横浜市金沢区並木に男の文化活動として「男声合唱団をやろう」と 23 名が集まり「並木男声

合唱団」を結成。

1997年 11 月

12月 常任指揮者に吉田千鶴子氏を招聘。

1998年 ９月 神奈川ゆめ国体に合唱団として参加。

1999年 10 月

2000年 11 月 Soprano Message Vol.5“ 吉田千鶴子と共に ”にてオペレッタ「こうもり」に出演。

タウンテレビ南横浜（現 J:COM）にて放映。

2003年 3月

2004年 5月 日本合唱指揮者協会第 5回合唱フェスティバル「LOOK AT CONCERT」（於：王子・北とぴあ）

に出演。

10 月

2005年 5月 「リーダーシャッツ 21 男声合唱曲編」出版記念演奏会（於：滝野川会館）に出演。

2006年 11 月

2007年 6月 日本合唱指揮者協会第 8回合唱フェスティバル（於：王子・北とぴあ）に出演。

ピアニスト小原孝氏（NHK・FMで活躍）が飛び入りで共演。

2008年 10 月

同月 団名に「横浜」を冠し「横浜並木男声合唱団」に改称。

2009年 10 月 吉田孝古麿氏、吉田公子氏と共に「SUN YOSHIDA ジョイントコンサート」（於：神奈川県立音

楽堂）を開催。

2010年 6月 日本合唱指揮者協会第 11 回合唱フェスティバル（於：王子・北とぴあ）でトライトーンと共演。

9 月 NHK首都圏番組「こんにちは　いっと６けん／人生わたし流」にて、“踊る “合唱団、定期演

奏会に向けて猛特訓中！として放映。

同月 韓国KBSテレビにて放映

2011年 6月 日本合唱指揮者協会「合唱の祭典」（於：王子・北とぴあ）に出演、ラッキィ池田氏と共演。

9 月 “ カンロ飴 ”のＣＭに出演。劇団「潮の音」の上演に木遣りで出演。

12 月 TBS ラジオ「毒蝮三太夫　ミュージックプレゼント」に出演。

2012年 1月 BS 日本テレビ「よい国のニュース」で練習風景を放映。

同月 TBS テレビ「はなまるマーケット」に歌って踊れる合唱団として出演。

3 月 NHKテレビ「まちかど情報室」にて「輝け おじさん」で放映。

6 月 「軽井沢・緑の音楽祭」に招待演奏団体として出演。

11 月

2013年 4月 KAMCA 第 10 回記念演奏会（於：小田原市民会館）に出演。

6 月 テレビ朝日「題名のない音楽会」に出演。

7 月 関東おとうさんコーラス大会 in いずのくに（於：伊豆の国市長岡総合会館）に出演。

12 月 グラールウィンドオーケストラ「ウィンターコンサート」（於：川崎市教育文化会館）に出演。

2014年 10 月

2015年 3月 第 35 回ヨコハマ・コーラルフェスト（於：横浜みなとみらいホール・大ホール）に出演、

記念合同演奏「讃！讃！Go！ Go ！合唱団」に参加。

2016年 4月 KAMCA 第 13 回演奏会（於：鎌倉芸術館）に出演、合同演奏「YMCA」「川の流れのように」

を吉田千鶴子氏が指揮。

10 月

同月 男声合唱団デザミ・アンティム 横浜並木男声合唱団ジョイントコンサート 2016（於：鶴岡市

中央公民館市民ホール）に出演。初の演奏旅行。

2017年 12 月 「Eve eve Concert 吉田千鶴子と愉快な仲間たち」（於：磯子公会堂）に出演。

2018年 4月 第 10 回 国際シニア合唱祭ゴールデンウェーブ in 横浜（於：横浜みなとみらいホール・大ホール）

に出演。

5 月 KAMCA 第 15 回演奏会（於：横浜みなとみらいホール・大ホール）に出演。

10 月


