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1995年度(平成7年度) 日時 11月３日(祝)　 PM7:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第一部「さすらい人」

出演者イョルク・デームス(ピアノ) 、 ツェーガー・ファンデルステーネ(テノール)、 

ルツ・レスコヴィッツ(ヴァイオリン)、ユリウス・ベルガー(チェロ)

曲目 即興曲　ハ短調、おやすみ<W.ミュラー>、さすらい<W.ミュラー>、さすらい人の月に寄せる歌<ザルドル>、

さすらい人<リューベック>、さすらい人幻想曲　ハ長調、ピアノ三重奏曲　第一番　変ロ長調

1996年度(平成8年度) 日時 8月28日(水)　P.M.7:00～　 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 第１部　チェロが育てたシューベルト

出演者フランソワーズ・グローベン(チェロ)、　小川典子(ピアノ)

曲目 ベートーヴェン：チェロソナタ 第２番 ト短調 作品5の2、シューマン：アダージョとアレグロ 変イ長調 作品70

ブラームス：チェロソナタ 第１番 作品38、シューベルト：歌曲集　月に寄す ヘ短調 作品57の3 D.193

エルラフ湖 ヘ長調 作品8の3 D.586、ひめられた恋 変ロ長調 作品106の1 D.922、夜と夢 ロ長調 作品43の2 D.827、

水に寄せて歌う 変イ長調 作品71 D.774、セレナーデ(「白鳥の歌」より) 二短調 D.957

1997年度(平成9年度) 日時 11月15日(土)  P.M.6:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第１部「教会のシューベルト」

出演者ヘンシェル・カルテット(弦楽四重奏)、イヨルク・デームス(ピアノ)、トーマス・シューベルト(指揮)、

モニカ・ブルストマン(ソプラノ)、渡邊由美子(アルト)、ゼーガー・ファンデルステーネ(テノール)　

井上敏典(バリトン)、コードリベットコール(混声合唱)、テレマン室内管弦楽団

曲目 シューベルト：弦楽四重奏 第13番 イ短調「ロザムンデ」、シューベルト：ミサ 第5番 変イ長調

シューベルト：即興曲集 作品142

1998年度(平成10年度) 日時 9月12日(土）、P.M.6:30～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第１部 やっぱりシューベルト

出演者ティルマン・クレーマー(ピアノ、)ジョセフ・エルウォーディ(チェロ)

曲目 フォーレ作曲：夢のあとに、ポッパー作曲：妖精の踊り、ショパン作曲：ノクターン 第２番

クライスラー作曲：中国の太鼓、グラナドス作曲：間奏曲、サン・サーンス作曲：白鳥

1999年度（平成11年度） 日時 9月25日(土)　P.M.4:00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 子どもと一緒にシューベルト

出演者アレキサンドル・チェヴチェンコ(アコーディオン)、

テレマン室内管弦楽団・室内合唱団、丹波地区内少年少女合唱団

2000年度（平成12年度） 日時 ９月16日(土)　 16:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ ベルリンからのメッセージ

出演者畑　儀文、ベルリン青少年アコーディオンイニシアティブ；

パウラ・エンゲル（アコーディオン）、ヤン・ヤッハマン（アコーディオン）

ダリア・シュレーター（ヴァイオリン）、アレキサンダー・シューベルト(アコーディオン)、アンネ・プストラウク（フルート）

ニコライ・アブラムソン（クラリネット）、ピロスカ・ホーラン（チェロ）、アルトゥール・ホルニッヒ（チェロ）

ディミトリー・ユーロヴスキー（チェロ）

曲目 バッハ ：フーガの芸術 BWV 1080　、久保摩耶子：新数え歌、シューベルト：野バラ、魔　王、 岡野　貞一：紅　葉、故　郷

2001年度(平成13年度) 日時 ９月９日(日) 　 会場：お菓子の里丹波・ウィーンの館

テーマ 「森の響(ひびき)」

出演者稲本　響(ピアノ)

2002年度(平成14年度) 日時 ８月３０日（金）　１９：００～２０：３０ 会場：丹波の森公苑　中庭

テーマ 「夕やけこやけの愛のうた」

出演者西本　淳(サクソフォン)、足立さつき(ソプラノ)、

スイートポテト(オカリナ合奏団)、武庫川女子大コーラス部(合唱)

畑　儀文(テノール)、岡部佐恵子(ピアノ)、田中明子(ピアノ)　

２　オープニングコンサート①



2003年度(平成15年度) 日時 ９月１３日（土）　①13:30～②15:30～ 会場：お菓子の里丹波・ウィーンの館

テーマ シューベルトオンステージ

出演者中村朋子（ソプラノ）、ティルマン・クレーマー（ピアノ）、畑儀文（テノール）、城村奈都子（ピアノ）

曲目 シューベルト：楽興の時D.780より　変イ長調、ます、楽に寄す、野ばら

シューベルト：楽興の時D.780より ヘ短調、中田喜直 ：小さい秋見つけた、海沼　実：里の秋

シューマン：アラベスク ハ長調 作品18 

シューベルト： オペラ「アルフォンゾとエストレッラ」D.732 より、岩壁と森に囲まれて、あなたは誰、愛らしいお嬢さん、

美しいあなたを見つめる時 （アルフォンゾ）、あなたはとてもやさしいお方、

永遠にこの暗い森にとどまることができたら （エストレッラ）、思い出のしるしとして 　

2004年度(平成16年度) 日時 ９月12日(日)　14:00～16:00  会場：たんば田園交響ホール

テーマ ≪少年シューベルト≫ ～１３歳から１６歳の作品でせまるシューベルトの少年時代～ 

出演者河合隼雄（臨床心理学者、文化庁長官）、片山優陽（ピアノ）、三村祥子（ピアノ）

中村朋子（ソプラノ）、畑儀文（テノール）、中塚昌昭（テノール）、藤村匡人（バリトン）

高本一郎（ギター)古典四重奏団弦楽四重奏：川原千真（ヴァイオリン）、花崎淳生（ヴァイオリン）、三輪真樹（ヴィオラ）

田崎瑞博（チェロ）、シューベルティアーデ合唱団、三田松聖高等学校コーラス部、Kammer Chor P S

足立尚樹（合唱指揮)、小山恵実（ピアノ）

曲目 モーツァルト：「アヴェ　ヴェルム　コルプス」k618、モーツァルト：「レジナ　チェリ」Ｋ.２７６

 シューベルト：　「ハガールの嘆き」Ｄ.５、シューベルト：「父親殺し」Ｄ.１０ 、 　「墓堀り人の歌」Ｄ.４４ 、「キリエ」Ｄ.４５       

 シューベルト：「Gute Nacht」、「子守歌」、「父の命名日のために」Ｄ.８０、「弁護士」Ｄ.３７ 

 シューベルト：「弦楽四重奏曲」変ホ長調Ｄ.８７ 、  「セレナーデ」Ｄ.９５７－４、「ます」Ｄ.５５０  

2005年度（平成17年度） 日時 9月24日（土）　①13:00～②15:00～ 会場：お菓子の里丹波・ウィーンの館

テーマ 秋の日のヴィオロン

出演者ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、中山育美（ピアノ）、岡本　昭（バンドネオン）

幕内弘司（コントラバス）、畑　儀文（テノール） 

2006年度(平成18年度) 日時 ９月２日（土）　１８：００～ 会場：篠山城大書院

テーマ 「大書院のセレナーデ」

出演者森本英希(フルート)、ルドルフ・マイスター(ピアノ)、ヤンネ・舘野(ヴァイオリン)

大谷史子（ヴァイオリン）、姜　高光（ヴィオラ）、曽田　健（チェロ）、中村朋子（ソプラノ）

勝本早織（ソプラノ）、吉住直子（ソプラノ）、福永圭子（アルト）、畑　儀文（テノール）、丹波篠山男声合唱団

曲目 モーツァルト：「アイネ　クライネ　ナハトムジーク」、ベートーベン：「セレナード作品25」、シューベルト：「夜想曲D897」「夜」

2007年度(平成19年
度)

日時 9月9日（日)①13:00～②15：00～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ  ヴィオラ・ダ・たんばのティータイム～ヴィオラ・ダ・たんばとヴィオラ・ダ・ガンバ～

出演者中島悦子(ヴィオラ)、右近恭子(ピアノ)、坂本利文(ヴィオラ・ダ・ガンバ）、

平山照秋（おはなし）、畑　儀文（テノール）

2008年度(平成20年度) 日時 9月7日（日）①13:30～②15:30 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 「シェフ・パブロのシューベルトたんば風」～厳選素材～

出演者パブロ・エスカンデ（ピアノ）、中村朋子（ソプラノ）、篠部信宏 (バス)

畑　儀文（テノール）

2009年度(平成21年度) 日時 ９月５日（土）①１３：３０～②１５：３０～　 会場：お菓子の里丹波ミオール館 　　　　

テーマ 　「『おお牧場はみどり』はチェコのうた？！」～ＢＡＳＳが支える魅惑のハーモニー～　

出演者篠部信宏（バス）、畑儀文（テノール）、中村朋子（ソプラノ）、福永圭子（アルト）、渡辺治子（ピアノ）

曲目 ボヘミア民謡（原曲）： おお、牧場はみどり、ドヴォルザーク： キリエ（「新世界」より）

スメタナ： モルダウ（「我が祖国」より）、ドヴォルザーク： 我が母の教え給ひし歌

ドヴォルザーク： ユーモレスク、シューベルト： キリエ、シューベルト： 仲間、シューベルト： 楽に寄す

シューベルト： 祝いの日、シューベルト： 踊り、ボヘミア民謡 ：おお、牧場はみどり　（小塚憲二編曲）

山田耕筰： 赤とんぼ、本居長世： 七つの子（篠原　真編曲）、草川　信：夕焼け小焼け　（渡辺　直編曲）

Ｊ.シュトラウス 美しく青きドナウ、シューベルト： シューベルティアーデたんば

シューベルティアーデ
たんば１０周年

２　オープニングコンサート②



2010年度(平成22年度) 日時 9月25日（土）　①13：30～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 森に、はずむ

出演者 安永早絵子（打楽器）フランツ、酒井友里菜（ピアノ）、酒井友芙未（ピアノ）、

畑儀文（テノール）、アレキサンドル・シェヴチェンコ（バヤーン）、城村奈都子（ピアノ）

曲目 シューベルト：「軍隊行進曲」、「連祷」（マリンバ）、ピアソラ：バチンの少年（バヤーン）、鮫（マリンバ）、

エルナンデス：エルクンバンチェロ（カホン）、ショスタコーヴィチ：ワルツ　　他

2011年度(平成23年度) 日時 9月3日（土）　①13：30～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 森につまびく  

出演者 藤井敬吾（ギター）、舘野ヤンネ（ヴァイオリン）、高橋麻子（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 日時 9月8日（土）　①13：30～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ シューベルトの”走れメロス”！？

出演者 井本英子（ピアノ・編曲）、萩原合歓（ヴァイオリン）、後藤俊子（チェロ）、

福永吉宏（フルート）、畑儀文（テノール）

2013年度(平成25年度) 日時 9月7日(土)①13：30～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 僕の詩（うた）

出演者 松原友(テノール)、大渕雅子(ピアノ)、畑儀文(テノール)

2014年度(平成26年度) 日時 9月13日（土）①13：30～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ シューベルト・ミニオペラ集～二十年のドラマ～

出演者 畑儀文（テノール）、ガハプカ奈美（ソプラノ）、松原友（テノール）、篠部信宏（バス）

ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ・ｶﾞﾊﾌﾟｶ（ｸﾗﾘﾈｯﾄ）、城村奈都子（ピアノ）

シューベルティアーデたんば２０周年・歌コンクール を実施 

2015年度（平成27年度） 日時 9月12日（土）①13：30～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 「シューベルトはこんな音色を聞いていた」

出演者 城村奈都子（ピアノ）、森本英希（クラシカルフルート）、伊佐治道生（バロックヴァイオリン）、 

畑儀文（テノール）

曲目 シューベルト：即興曲ハ短調Ｄ８９９/１、ヴァイオリンソナタ第１番ニ長調Ｄ３８４

「しぼめる花」の主題による序奏と変奏曲ホ短調Ｄ８０２より、歌曲集「美しき水車小屋の娘」Ｄ７９５より

2016年度（平成28年度） 日時 9月11日（日） 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 森の小夜曲（セレナーデ）

出演者 井本 蝶山（尺八）、勝井 粧子（箏）、畑 儀文(テノール)

曲目 作者不詳：流祖 中尾都山編曲：鶴の巣籠、宮城道雄：春の海、八橋　検校：六段の調、滝廉太郎：荒城の月、

シューベルト：アヴェマリア　Ｄ８３９、セレナーデ　Ｄ９５７／４、月に寄す　Ｄ１９３、宮城道雄：潮音、池上眞吾：星降る谷間

2017年度(平成29年度) 日時 9月9日（土）①13：０0～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 弦の脈動

出演者 伊左治道生（バロック・ヴァイオリン）、佐野健二（リュート＆１９世紀ギター）、

大西万喜（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、畑儀文（テノール）

曲目 ヴェネツィア民謡：３人娘と一緒に、ヴィヴァルディ：ヴァイオリン　ソナタ　イ長調　作品２－２、パーセル：しばしの間の音楽、

シューベルト：楽に寄す　D547、舞曲集（ヴァイオリン＆ギター）、マイール：金髪のゴンドラ乗り

ヴェネツィア民謡：皆は言うだろう「おお、なんと美しきかな」と、もし私のご主人様に飽きたら、愛しき私の眠り姫、全ての女性は私と一緒

２　オープニングコンサート③



2018年度(平成30年度) 日時 9月9日(日)①13：00～②15：30～ 会場：お菓子の里丹波ミオール館

テーマ 「ぼくの大好きなクラリネット」

出演者 稲本渡（クラリネット）、細谷公三香（チェロ）、澤田奈央子（ピアノ）、畑儀文（テノール）

曲目 プレヴィン：ミュージカル「マイ フェア　レディ」より踊り明かそう、稲本耕一：エスペランサ

フランスの子供の歌：クラリネットをこわしちゃった、シューベルト：セレナーデ、エアラフ湖、湖上にて、

モンティ：チャルダッシュ、モリコーネ：映画「ニューシネマパラダイス」より、ブラームス：クラリネット三重奏曲　作品１１４より　第１楽章

ピアソラ：リベルタンゴ、シューベルト：シューベルティアーデたんば（至福）Ｄ４３３

201９年度(令和元年度) 日時 9月1日（日）13：30～ 会場：田園交響ホール

テーマ 待ってました！シューベルトの秀作　オクテット(八重奏曲)

出演者 釋　伸司 （ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、川端 直子（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、松田 美奈子（ｳﾞｨｵﾗ）、雨田 一孝(ﾁｪﾛ)、関　一平（ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ）、

稲本 渡　(ｸﾗﾘﾈｯﾄ)、桑原 正善　(ﾌｧｺﾞｯﾄ)、世古宗 優(ﾎﾙﾝ)、髙橋 麻子(ﾋﾟｱﾉ)、畑　儀文(ﾃﾉｰﾙ）

曲目 シューベルト作曲:楽に寄す、ヴァイオリンとピアノの為のソナチネ ニ長調 D384 第一楽章、 八重奏曲 D803 第一楽章・第二楽章、

シューベルト作曲:君はわが憩いD776、八重奏曲 第三楽章、:即興曲D899-1 ハ短調、八重奏曲 第四楽章・第五楽章、

シューベルト作曲:夜咲きスミレ D752、八重奏曲 第六楽章、シューベルティアーデたんば（至福）D433
シューベルティアーデ

たんば　２５周年

２　オープニングコンサート④



３　ミドルコンサート①
1995年度(平成7年度) 日時 11月４日(土)   14:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第二部「音楽に寄す」

出演者 イョルク・デームス(ピアノ)、ツェーガー・ファンデルステーネ(テノール)、ヴェレーナ・クラウゼ(ソプラノ)、田中　純(バス）　

ザルツブルグゾリステン(弦楽)、テレマン室内管弦楽団、県立篠山鳳鳴高等学校合唱部、県立柏原高等学校コーラス部

曲目 ショーバー：音楽に寄す、楽興の時　ハ長調　へ短調　、シューベルト：わたしのクラヴィアに寄せて、小品　変ホ長調

リュートに寄せて、セレナーデ、ヴァイオリン　ソナタ　イ長調、アダージョとロンドンコンチェルタンテ　ヘ長調

ミサ　第二番　ト長調　

日時 11月４日(土) 19:00～ 会場：県立丹波文化会館

テーマ 第三部「愛の便り」

出演者 イョルク・デームス(ピアノ)、ツェーガー・ファンデルステーネ(テノール)、ヴェレーナ・クラウゼ(ソプラノ)　

ルツ・レスコヴィッツ(ヴァイオリン)、ユリウス・ベルガー(チェロ)

曲目 レルシュタープ：三重奏曲「ノットゥルノ」変ホ長調、愛の便り、ウーラント：春のおもい、愛の便り、シュルツェ：春に

ゲーテ：羊飼の嘆きの歌、アリア(ヴィラベルラのクラウディーネより)、アルペッジョーネ　ソナタ　イ短調、ガニュメート

イョルク・デームス：恋人のそばに、三の即興曲、シューベルトの祈り、変イ長調、変ロ長調、ゲーテ：ミューズの子

イョルク・デームス：ロマンス(ロザムンテより)、満月は丘の上に輝き、コリン：二重唱　光と愛、ひめられた恋

リュッケルト：挨拶を贈ろう、ヘルティー：至福

1996年度(平成8年度) 日時 9月19日(木)19:00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 第２部 トーマスだって シューベルト

出演者 ゼーガー・ファンデルステーネ（テノール）、トーマス・シューベルト（ピアノ）

曲目 シューベルト：歌曲集「美しき水車小屋の娘」

日時 9月22日(日) )19:00～ 会場：やまなみホール

テーマ 第３部　こんなピアノでシューベルト

出演者 マックスファン・エグモント(バリトン)、奥　千恵子(フォルテピアノ)　

曲目 シューベルト：「ヴィルヘルム・マイスター」から　竪琴ひきの歌 D.478、歌曲集「白鳥の歌」レルシュタープとハイネの詩による

1997年度(平成9年度) 日時 11月16日(日)16:00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 第２部「世界のシューベルト」

出演者 ヘンシェル・カルテット(弦楽四重奏)、イヨルク・デームス(ピアノ)　、モニカ・ブルストマン(ソプラノ)、　

ゼーガー・ファンデルステーネ(テノール)、伍　芳(中国古箏)、北野　徹(打楽器)　

曲目 シューベルト：弦楽四重奏曲　第10番　変ホ長調、トーマス・シューベルト：田捨女・作句「雪の朝二の字二の字の下駄の跡」、

トーマス・シューベルト：古箏とシューベルトとの出会い、山田耕作：この道/からたちの花、広重とシューベルトの出会い

シューベルト：さすらい、ぼだい樹、君こそわが憩　ほか

1998年度(平成10年度) 日時 9月19日(木) 19:00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 第２部 たっぷりシューベルト

出演者 ティルマン・クレーマー(ピアノ)、幸田聡子(ヴァイオリン)、趙　静(チェロ)

曲目 シューベルト：ピアノ・ソナタ 第15番 ハ長調 D.840、ピアノ三重奏曲 第１番 変ロ長調 D.898

1999年度（平成11年度） 日時 10月9日(土)　①13:00～②15:00～  会場：お菓子の里・ウィーンの館

テーマ 午後のサロンコンサート

出演者 足立さつき(ソプラノ)、トーマス・シューベルト（ピアノ）

2000年度（平成12年度） 日時 10月29日(日) ①13:00～②15:00～  会場：お菓子の里・ウィーンの館

テーマ ―午後のサロンコンサート―

出演者 幸田　聡子(ヴァイオリン)

曲目 マスネ：タイスの瞑想曲、サラサーテ：チゴイネルワイゼン、見岳　章：川の流れのよう　



３　ミドルコンサート②
2002年度(平成14年度) 日時 １０月１４日（月）①14:00～　②16:00～  会場：お菓子の里

テーマ 「ルドとルミの秋のロマン」

出演者 伊藤ルミ(ピアノ)、ルドヴィート・カンタ(チェロ)　、畑　儀文(テノール)

2004年度(平成16年度) 日時 10月23日(土)①13:30～②15:30～   会場：お菓子の里・ウィーンの館

テーマ ≪フルートデュオ≫  ～オランダからの夫婦フルート二重奏～ 

出演者 マルティンローゼマ（フルート）、パウリーネファンデアマルク（フルート）、高本一郎（ギター）

曲目 モーツァルト：「魔笛」の二重奏、シューベルト：菩提樹、アルペッジョーネ ソナタ

山田耕筰：赤とんぼ、ゴセック：ガヴォット 、ドビッシー：亜麻色の髪の乙女、ジルヒァー：ローレライ

シューマン：トロイメライ、ドヴォルザーク：ユーモレスク、ピアソラ：タンゴの歴史

201９年度(令和元年度) 日時 9月28日（土）①13:30～②15:30～  会場：お菓子の里・ウィーンの館

テーマ どちらがヴィオラ？ヴァイオリン？

出演者 釋　伸司（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、中村　翔太郎（ｳﾞｨｵﾗ）、深井　千聡　(ﾋﾟｱﾉ）、畑　 儀文 （ﾃﾉｰﾙ）

曲目 シューベルト：楽に寄すD547、弦楽三重奏曲第1番D471、挨拶を送ろう D741（ヴィオラとピアノ版）

モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラの為の二重奏曲第1番 K423、すみれ K476、ミヨ―：四つの顔

ウェーバー：アンダンテとハンガリー風ロンド、シューベルト：シューベルティアーデたんば（至福）D433



４　ファイナル・ガラコンサート①
1995年度(平成7年度) 日時 11月５日(日)　PM2:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第四部「水の上で歌う」

出演者 イョルク・デームス(ピアノ)、ツェーガー・ファンデルステーネ(テノール)、ヴェレーナ・クラウゼ(ソプラノ)、

ザルツブルグゾリステン(弦楽)

曲目 シュトルベルグ：即興曲、水の上で歌う、ゲーテ：漁夫、恋をするもののさまざまな姿、

ザリース　ゼーヴィス：泉のほとりの若者、レルシュタープ：湖上で、わが家、流れの上で、

イョルク・デームズ：エアルフ湖の夜の明るみ(即興曲　変ホ長調)、５重奏曲「ます」イ長調

1996年度(平成8年度) 日時 9月26日(木) P.M.7:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第４部　４人いっしょにシューベルト

出演者 カルミナカルテット（弦楽四重奏）

曲目 シューベルト：弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132、弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810「死と乙女」

1997年度(平成9年度) 日時 11月27日(木)　P.M.7:00～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 第３部「冬の旅」

出演者 ペーター・シュライヤー(テノール)、アレクセイ・リュビモフ(ピアノ)、

曲目 シューベルト：歌曲集「冬の旅」全24曲

1998年度(平成10年度) 日時 9月20日(日)①P.M.1:00～②P.M.3:00～ 会場：お菓子の里丹波・ウィーンの館

テーマ 午後のサロンコンサート

出演者 足立さつき(ソプラノ)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

曲目 ズィツィンスキー：ヴィーン我が夢の町、シューベルト：ます、糸を紡ぐグレートヒェン D.118

モーツァルト：恋とはどんなものかしら、ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌

1999年度（平成11年度） 日時 11月9日(金) 会場：お菓子の里丹波・ウィーンの館

テーマ 晩秋のセレナーデ

出演者 ロジャー・ヴィニォールズ(ピアノ)

2000年度（平成12年度） 日時 11月19日(日) P.M.6:30～ 会場：お菓子の里丹波・ウィーンの館

テーマ ―晩秋のセレナーデ―

出演者 トーマス・シューベルト(ピアノ)

2001年度(平成13年度) 日時 11月18日(日)15:00～　 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 音楽絵本

出演者 ティルマン・クレーマー(ピアノ)、ジャック・アモン(ピアノ)、稲本　響(ピアノ)、畑　儀文(テノール)　ほか

2002年度(平成14年度) 日時 １１月２日（土）１４：００～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 「ふたつの野ばら」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、ジャック・アモン（ピアノ）、井戸柄里（ヴァイオリン）、

竹花千景（ピアノ）、平岡洋子（フルート）



４　ファイナル・ガラコンサート②
2003年度(平成15年度) 日時 １１ 月９ 日（日）１４ ：００ ～  会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 丹波の森に楽興の時

出演者 中村朋子（ソプラノ）、イェルク・デームス（ピアノ）、テレマン室内合唱団、林　　裕（チェロ）、

上田　希（クラリネット）、畑儀文（テノール）

曲目 シューベルト：楽興の時　さすらい人幻想曲　即興曲、合唱、ミリアムの勝利の歌、セレナーデ

シューベルト：詩篇２３、光と愛、糸を絃ぐグレートヒェン、菩提樹

2004年度(平成16年度) 日時 １０月３１日(日）　14:00～00 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ ≪人生の嵐≫～魅惑のソプラノと名ピアニストが奏でるシューベルトの生涯～

出演者 河合雅雄（霊長類学者、丹波の森公苑長）、ウルスラ フィードラー（ソプラノ）、

小林道夫（ピアノ）、片山優陽（ピアノ）、ボリス ベクテレフ（ピアノ）、畑儀文（テノール）

曲目 幻想曲　ヘ短調　Ｄ．940 、恋の悲しみ　Ｄ．465、秘密  Ｄ．491、孤独な人　Ｄ．800、笑いと涙　Ｄ．777、

エレンの歌　Ⅰ Ｄ．837、Ⅱ Ｄ．838、人生の嵐 Ｄ．947 、憧れ　Ｄ．636  、光と愛    Ｄ．352、漁師の歌 Ｄ．881

水の上で歌う Ｄ．774、万霊節の連禱  Ｄ．343、 さすらい人が月に寄せて Ｄ．870

ブルックにて Ｄ．853、ます Ｄ．550 

シューベルティアーデたんば１０周年

2005年度（平成17年度） 日時 11月13日（日）14:30 ～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 神が住む森 タピオラ

出演者 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、舘野　泉（ピアノ）、駒ヶ嶺ゆかり（メゾソプラノ）、

水月恵美子（ピアノ）、畑　儀文（テノール）山口　潤（ホルン）、萩原次己（バリトン）

中塚昌昭（テノール）、青木耕平（バリトン）、蒲生絢子（ホルン）、渋井　満（ホルン）

2006年度(平成18年度) 日時 １１月１２日（日） 14：００～　　 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 「魔法の笛・魔法の竪琴」

出演者 森本英希（フルート）、ゼバスティアン・マンツ（クラリネット）、春木浩子（ハープ）、

畑儀文（テノール）、中村朋子（ソプラノ）吉住直子（ソプラノ）、安永紀子（アルト）、

福永圭子（アルト）、テレマン室内管弦楽団

曲目 モーツァルト：「オペラ『魔笛』よりタミーノのアリア」、「ミサ曲ハ短調よりソプラノのアリア」

モーツァルト：「クラリネット協奏曲より第１楽章」、「フルートとハープのための協奏曲　第２・３楽章」

シューベルト：「オペラ『魔法の竪琴』より　精霊の合唱」

シューベルト：「シューベルトファンタジー（トゥルネチェック作曲）」、「岩上の牧人」

2007年度(平成19年
度) 日時 11月10（土）　14：00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ ヴィオラ・ダ・たんばの秋祭り

出演者 中島悦子（ヴィオラ）、ヘンシェルカルテット（弦楽四重奏）、畑　儀文（テノール）

2008年度(平成20年度) 日時 平成２０年１１月９日（日） 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 「シェフ・パブロのシューベルトたんば風」～創作曲発表会～

出演者 パブロ・エスカンデ（ピアノ）、三橋桜子（ピアノ）、老田裕子（ソプラノ）、多川響子（ピアノ）、

ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、中田美穂（ヴィオラ）、長谷川順子（コントラバス）

福永吉宏（フルート）、曽田　健（チェロ）、畑　儀文（テノール）、アレキサンドル・シェヴチェンコ（バヤーン）



４　ファイナル・ガラコンサート③
2009年度(平成21年度) 日時 平成21年11月23日（祝・月） 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 　「ＭＹ ＷＡＹ　私の音楽人生」 　　　　　　

出演者 篠部信宏（バス）、畑儀文（テノール）、ミロスラフ・ケイマル（トランペット）、

渡辺治子（ピアノ）、三原　萌（フルート）

曲目 海沼　実：里の秋、岡野貞一： 紅葉、バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、バッハ：偉大なる主、強き王

ヘンデル：ラッパは鳴り、タファネル：「魔弾の射手」幻想曲　、ドヴォルザーク：ユーモレスク

ドヴォルザーク：ラルゴ、ヘンデル：オンブラ　マイ　フ、シューベルト：菩提樹、アヴェ・マリア、流れの上で

久石　譲：星をのんだ少年、コズマ：枯葉、ガーナーミスティー、ルヴォ&フランソワ：ＭＹ　ＷＡＹ

シューベルト：シューベルティアーデたんば

2010年度(平成22年度) 日時 11月13日(土)　14：30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 幼なじみの音あそび

出演者 カタリーナ・ヴィデル（リコーダー）、パトリック・カールソン（リュート）、安永早絵子（打楽器）

池田安友子（打楽器）、高橋明日香（リコーダー）、森本英希（リコーダー）

内山光知子（打楽器）、高鍋歩（打楽器）、谷風佳孝（鍵盤ハーモニカ）

河口結子（鍵盤ハーモニカ）、梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ）、城村奈都子（ピアノ）、畑儀文（テノール）

曲目 ヤコブ･ヴァン･エイク：ナイチンゲール、マルティン･Ｑ・ラルソン：デュエット 、ゲオルク･フィリップ･テレマン：デュエット 

アンナ・ボン：アレグロ、プレスト、ヘンリー･パーセル：グラウンド、 グァテマラ民謡：レスビア・アウロラ、　 

内山光知子：La vida guiro guiro、池田安友子：さんさんななびょうし、米山正夫：「リンゴ追分

 グァテマラ：ホコテナンゴ村へ、F.シューベルト：野ばら、菩提樹、セレナーデ、ます、２０１０年☆ますの旅

   「ます、世界を夢見る」、「ます、上海万博に行く」 、 「ます、ドバイ･シティタワーに登る」

「ます、アイスランドの噴火に驚く」、河口結子：「ます、セーヌで恋に落ちる」

河口結子：「ます、コンドルに追いかけられる」、「 ます、故郷に帰る」

F.シューベルト：シューベルティアーデたんば（至福）　　

2011年度(平成23年度) 日時 11月12日（土）14：00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 森のギター四重奏（カルテット）

出演者 藤井敬吾（ギター）、上田英治（ギター）、上田ちよ（ギター）、岩崎慎一（ギター）

BHChor(男声合唱団）、斉藤建寛（チェロ）、大槻朱里（ソプラノ）、森本英希（フルート）

ペーター・コヴァーチ（ヴィオラ）、藤井由美（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 日時 11月17日（土）　14：00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 森のカーニバル

出演者 井本英子(ピアノ・編曲)、朴瑛実(ソプラノ)、ＴＨＥ ＢＡＲＢＥＲＳ＆ＢＩＳＨＯＰＳ（男声合唱）

吉岡克典(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)、後藤敏子(チェロ)、福永吉宏(フルート)、安永早絵子(打楽器)

畑儀文(テノール)、城村奈都子(ピアノ) 

2013年度(平成25年度) 日時 11月16日（土）　14：30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 君に響け

出演者 松原友(テノール)、ヴィタリー・ユシュマノフ(バリトン)、

マチェイ・ゴルビオヴスキー(クラリネット)、アレクサンダー・シェフチェンコ(バヤーン)

パブロ・エスカンデ(ピアノ)、小玉晃(バリトン)、篠部信宏(バス)、畑儀文(テノール)

2014年度(平成26年度) 日時 11月9日（日）　14:00　～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ シューベルト・ガラコンサート～二十（はたち）の祝祭～

出演者 畑儀文（テノール）、ニツァン・バルタナ（ヴァイオリン）、ティルマン・クレーマー（ピアノ）

中島悦子（ヴィオラ）、久元祐子（ピアノ）、成川昭代(チェロ)、城村奈都子（ピアノ）

長谷川順子(コントラバス)

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの歌コンクール最優秀賞受賞者（シューベルティアーデたんば２０周年・歌コンクール） 



４　ファイナル・ガラコンサート④
2015年度（平成27年度） 日時 11月14日（土）　13:30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 「フランツもびっくり！尺八でアヴェマリア！？トロンボーンで子守唄！？」

出演者 城村奈都子（ピアノ）、ニーヴェン・デリヤン（トロンボーン）、井本蝶山（尺八）、

畑儀文（テノール・指揮）、朴瑛実（ソプラノ）、関西フィルハーモニー合唱団

曲目 シューベルト：楽に寄す Ｄ５４７、即興曲ヘ短調Ｄ９３５/４

ウエーバー：ロマンス、シューマン：ロマンス、シューベルト：子守歌、室伏　正隆編曲：里の秋、七つの子、かなりや

山本　邦山：甲乙、シューベルト：アヴェ・マリア、ミリアムの勝利の歌Ｄ９４２、即興曲　変イ長調　Ｄ９３５/２

シューベルト：シューベルティアーデたんば（至福）Ｄ４３３　

2016年度（平成28年度） 日時 11月13日（日）　13:30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ たてよこななめ　楽に寄す

出演者 井本蝶山（尺八）、マルーシャ・グロシェリ（フルート）、勝井　粧子（箏）、正田温子（篠笛）、

長谷部瑞季（ピアノ）、城村奈都子（ピアノ）、畑儀文(テノール)

曲目 シューベルト：楽に寄す Ｄ５４７、山本邦山：雁；　井本　蝶山（尺八）、沢井忠夫：上弦の曲

W･Ｆ･バッハ：フルートソナタ、シューベルト：アヴェ・マリア D839、ます D550、楽興の時 第3番 D780

しぼめる花の主題による序奏と変奏曲 D802、長沢勝俊：萌春

2017年度(平成29年度) 日時 11月11日（土）　13:30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ バロックの響スペインの声シューベルトの心

出演者 伊左治道生（ヴァイオリン＆バロック・ヴァイオリン）

フランツェスク・オルテガ・イ・マルティ（バリトン）、村田佳生（リコーダー）

三橋桜子（チェンバロ）、城村奈都子（ピアノ）、畑儀文（テノール）

曲目 シューベルト： 楽に寄す　Ｄ５４７、 ヴァイオリン・ソナタ　ト短調　第３番　Ｄ４０８、 春に　Ｄ８８２

シューベルト： 月に寄せて　Ｄ１９３、モーツァルト ： オペラ「魔笛」より“パパゲーナ、パパゲーナ”

ビゼー ： オペラ「カルメン」より“闘牛士の歌”、古楽器のおはなし、ウッチェリーニ ：「ベルガマスカ」によるアリア

Ｊ．Ｓ．バッハ： 「カンタータ１５８番」より　アリア“世よさらば！我は汝に倦みたり”

テレマン ： トリオ・ソナタ イ短調 ＴＷＶ４２：ａ４、シュメルツァー： チャッコーナ

シューベルト： シューベルティアーデたんば（至福）　Ｄ４３３

2018年度(平成30年度) 日時 11月10日（土）　15:30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 「パパからもらったクラリネット」

出演者 稲本　渡（クラリネット）、内藤　里美（ソプラノ）、桑原　正善（ファゴット）

ティルマン・クレーマー（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

曲目 シューベルト ： 楽に寄す　Ｄ５４７、稲本耕一： エスペランサ、シューベルト： ピアノソナタ　Ｄ９４０より第一楽章

シューベルト ： 岩上の羊飼い　Ｄ９６５、モンティ ： チャルダッシュ、ハチャトリアン： 剣の舞、トスティ ： 薔薇

グリンカ ： 悲壮三重奏曲　Ⅰ Allegro moderato Ⅱ Scherzo Ⅲ Largo ⅳ Allegro con spirito、

シューベルト： シューベルティアーデたんば（至福）　Ｄ４３３

201９年度(令和元年度) 日時 11月16日（土）　13：30～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 25年ぶり!レジェンドと共に来丹

出演者 釋　伸司（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、ユリウス・ベルガー (ﾁｪﾛ)、オリヴァー・ケルン(ﾋﾟｱﾉ)

畑　儀文　 (ﾃﾉｰﾙ)

曲目 シューベルト：アルペッジョーネ・ソナタ イ短調 D821/、ピアノ三重奏曲 変ロ長調（第1楽章）D898

シューベルト：即興曲、ベートーヴェン：歌曲集「遥かなる恋人に寄す」

シューベルティアーデたんば２５周年 

　　　　　　



５　ＰＲコンサート・協賛コンサート①
1997年度(平成9年度) 日時 8月30日 会場：丹波の森公苑

テーマ 星空コンサート

日時 1月31日 会場：篠山町・大正ロマン館

テーマ シューベルト生誕200年祭　　

1999年度（平成11年度） 日時 10月14日(木) 会場：今田町・さぎそうホール

テーマ ウェルカムコンサート

出演者 海外招聘アーティスト

日時 10月15日(金)19:00～ 会場：音楽の友ホール新大阪

テーマ 丹波の森の仲間たち

出演者 海外招聘アーティスト

2000年度（平成12年度） 日時 10月14日(土) 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 「秋」奏鳴曲(ソナタ)に遊ぶ

出演者 須田　祥子(ヴィオラ)、ティルマン・クレーマー(ピアノ)、小川　明子(アルト)、司　会：畑　儀文

曲目 ベートーベン：ピアノソナタ「月光」、シューベルト：ピアノソナタ イ長調 D664、ブラームス ：ヴィオラソナタ 第１番ヘ短調　

2001年度(平成13年度) 日時 10月21日(日)　 11:00～　13:30～ 会場：篠山市今田町・陶の郷

テーマ 陶器まつり協賛コンサート」

出演者 稲本渡（クラリネット）、畑　儀文（テノール）、中村朋子（ソプラノ）、井本英子（ピアノ）

2002年度(平成14年度) 日時 １０月２５日（金） 14:00～15:30 会場：篠山市立西紀中学校

テーマ 西紀中学校音楽鑑賞会

出演者 上田 希（ピアノ）、荒 庸子(チェロ）、ジャック・アモン（ピアノ）

河江 優（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

日時 １０月２７日（日 ）13:30～14:00 会場：篠山市・ユニトピアささやま

テーマ シューベルティアーデinユニトピアささやま

出演者 ジャック・アモン（ピアノ）

日時 １０月３０日（水） 18:30～20:00 会場：神戸市・神戸生活創造センター

テーマ シューベルティアーデin神戸さわやかコンサート

出演者 ジャック・アモン（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

2003年度(平成15年度) みどりの森のコンサート 会場：お菓子の里丹波・ウィーン館

日時 ８ 月３０ 日（土） 14:30 ～ 16:30

テーマ 心の出逢い

出演者 ルドルフ・マイスター（ピアノ）、堀井さやか（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

シューベルティアーデ in 神戸 会場：兵庫県立神戸生活創造センター

日時 １０ 月８ 日（水）18:30 ～ 20:30　 

テーマ  たそがれコンサート

出演者 中村朋子（ソプラノ）、畑儀文（テノール）、ロベルト・ルーポ（ピアノ）

シューベルティアーデ in ささやまの森公園 会場：ささやまの森公園

日時 １０ 月２５ 日（土） 14:00 ～

テーマ 里山コンサート

出演者 アンサンブル　パレット、小林達夫（オカリナ）、小林理子（オカリナ）、増井一友（ギター）

成川昭代（チェロ）、山下ジュン（ピアノ）、童謡を歌う会、向井千尋（手作り太鼓）、篠山ホルンクラブ



５　ＰＲコンサート・協賛コンサート②
2004年度(平成16年度) 日時 １０月２１日(木） 18:30～ 20:00 会場：神戸生活創造センター

テーマ シューベルティアーデｉｎ神戸

出演者 マルティンローゼマ（フルート）、パウリーネファンデアマルク（フルート）、高本一郎（ギター）、畑儀文（テノール）

日時 １０月２４日(日） 14:00～16:00 会場：ささやまの森公園

テーマ 里山コンサート

出演者 アンサンブルパレット；小林達夫（オカリナ）、小林理子（オカリナ）、増井一友（ギター）、成川昭代（チェロ）、

山下ジュン（パーカッション）

日時 １１月７日(日）14:00～ 会場：尼崎アルカイックホール

テーマ みどり会グリーン交響楽団定期演奏会（大阪）

出演者 みどり会グリーン交響楽団、畑儀文（テノール）

日時 9月5日(日） 13:30～ 会場：お菓子の里丹波ウィーンの館

テーマ みどりの森のコンサート

出演者 ルドルフ・マイスター（ピアノ）、堀井さやか（ピアノ）、畑儀文（テノール）

2005年度（平成17年度） 日時 10月22日（土）14:30～ 会場：たんば田園交響ホール

テーマ みどりの音楽会

出演者 高谷光信（指揮）、グリーン交響楽団、アレキサンドル・チェヴチェンコ（アコーディオン）、

中村朋子（ソプラノ）、畑　儀文（テノール）、丹波篠山男声合唱団 

日時 8月6日（土）17:45～ 会場：ジーベックホール

テーマ 水上の花火

出演者 西本　淳（アルト．サクソフォン）、井上麻子（ソプラノ．サクソフォン）、

鈴木恵美（テナー．サクソフォン）、吉岡一郎（バリトン．サクソフォン、畑　儀文（テノール） 

日時 10月23日（日） 14：00 ～16：00 会場：ささやまの森公園

テーマ 里山コンサート３

出演者 ロス・アンデス・デ・タンバ 

日時 11月9日（水） 18:30 ～ 20:30 会場：神戸生活創造センター

テーマ シューベルティアーデ in 神戸

出演者 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、平原あゆみ（ピアノ）、畑　儀文（テノール） 

2006年度(平成18年度) 日時 7月28日（金） 18：００～　 会場：兵庫県立芸術文化センター小ホール

テーマ 「菩提樹の木かげ」

出演者 森本英希(フルート)、大渕雅子(ピアノ)、畑儀文（テノール）

曲目 シューベルト：「菩提樹、クープラン：「恋のうぐいす」、メッツラー：「泉のほとり」

日時 9月3日（日）　 会場：たんば田園交響ホール 日時　　　9月6日（水）19：00～ 会場：プレラホール

テーマ  ルドルフ・マイスターピアノ公開レッスン テーマ　　ルドルフ・マイスターピアノリサイタル

日時 9月６日（水）19：00～会場：小野市うるおい交流館エクラ 日時　　　9月8日（金）19：00～

テーマ シューベルティアーデおの テーマ　　「秋桜咲くコンサート」

日時 9月23日（土）14：00～会場：フラワータウン市民センター 日時　　　10月14日（土）15：00～　　

テーマ ヤンネ・舘野ヴァイオリンコンサート テーマ　　コードリベットコール　

日時 10月22日（日）　 会場：ささやまの森公園 日時　　　11月8日（水）18：30～　会場：神戸生活創造センター

テーマ 里山コンサートIV テーマ　　シューベルティアーデ in 神戸

日時 12月2日（土）　 会場：チルドレンズミュージアム 

テーマ チルドレンズミュージアム 

2007年度(平成19年度) 日時 8月12日（日）　14:00 ～ 会場：兵庫県立芸術文化センター小ホール

テーマ ヴィオラ・ダ・たんばの夏休み

出演者 中島悦子（ヴィオラ）、レオニード・ソロコフ（ヴァイオリン）、右近恭子（ピアノ）,畑　儀文（テノール）

日時 9月23（日）　　14：00～ 会場： 三田市フラワータウン市民センター

テーマ  ミニピアノ 聴いてみよう　弾いてみよう 楽しいミニコンサート

出演者  安達真紀（ピアノ）、似内和華子（クラリネット）、山田祐里（ソプラノ）

日時 9月30（日）　　14：00～ 会場：小野市　うるおい交流館エクラホール

テーマ シューベルティアーデ小野   「茜さすコンサート」

出演者 中島悦子（ヴィオラ）、中村朋子（ソプラノ）、アレキサンドル・シェヴチェンコ）（バヤーン）

畑　儀文（テノール）

日時 10月28（日）　14：00～ 会場：ささやまの森公園

テーマ  里山コンサートⅤ～渓谷に響く癒しのしらべ～

出演者 ダイチェン（トプショール）、石田裕之（シンガーソングライター）



５　ＰＲコンサート・協賛コンサート③
2008年度(平成20年度) 日時 7月27日（日）　19:00 ～ 会場：丹波の森公苑　

テーマ キャンドルナイト in 丹波

出演者 中村朋子（ソプラノ）、西本　淳（サクソフォン）、井本英子（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

日時 9月28日（日）　13:30～ 会場：ささやまの森公園

テーマ 里山コンサートⅥ

出演者 安井邦之（オカリナ）、柴田光雄（リコーダー）、安成明美（ソプラノ）、小南智恵（アルト）

日時 11月30日（日）　15:45～ 会場：兵庫県公館　

テーマ ひょうご美土里のふるさとコンサート～うたで伝える「水に命をかけた人」～

出演者 中村朋子（ソプラノ）、畑　儀文（テノール）、篠部信宏（バス）、福永吉宏（フルート）、

廣川祐史（打楽器）、井本英子（ピアノ）

日時 1月18日（日）　14：00～ 会場：小野市うるおい交流館エクラホール

テーマ  シューベルティアーデ小野    「はばたくはるの翔春コンサート」

出演者 片岡リサ（琴）西本　淳（サクソフォン）、井本英子（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

2009年度(平成21年度) 日時  6月 6日（土）　16:00～17:00 会場：スピカホール

テーマ シューベルティアーデin佐用町

出演者 西本　淳（サクソフォン）、安永早絵子 （打楽器）、原田 恭子（ピアノ）

日時 9月23日（水・祝）　13：00～15：00 会場：ささやまの森公園

テーマ  里山コンサートⅦ　丹波篠山真南風・なんくるないさ

出演者 沖縄太鼓、アルバトロス （アカペラユニット）

日時 1月17日（日）　14：00～16：00 会場：小野市うるおい交流館エクラホール

テーマ シューベルティアーデ小野　　ニューイヤーコンサート～４人が織りなす春いちばんカルテット～

出演者 中村 朋子（ソプラノ）、福永 圭子（アルト）、篠部 信宏（バス）、畑　儀文（テノール）、城村奈都子 （ピアノ）

2010年度(平成22年度) 日時 8月29日（日）　14:00～16:00 会場：たんば田園交響ホール

テーマ みどりの森こどものためのコンサート

出演者 ルドルフ・マイスター（ピアノ）、田辺とおる（バリトン）、高橋昌子（ソプラノ）、堀井さやか（ピアノ）

日時 9月26日（日）　13:30～15:30 会場：ささやまの森公園

テーマ 里山コンサートⅧ

出演者 ＧＵＤＡ ＧＵＤＡ（ポップバンド）

日時 11月11日（木）　13:00～15:00 会場：さよう文化情報センター

テーマ ｼｭｰﾍﾞﾙﾃｨｱｰﾃﾞin佐用町

出演者 カタリーナ・ヴィデル（リコーダー）、パトリック・カールソン（リュート）、畑儀文

日時 1月16日（日）　14:00～16:00 会場：小野市うるおい交流館ｴｸﾗﾎｰﾙ

テーマ ｼｭｰﾍﾞﾙﾃｨｱｰﾃﾞ小野ｺﾝｻｰﾄ

出演者 BeatJACK（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ）、畑儀文（ﾃﾉｰﾙ）

2011年度(平成23年度) 日時 10月15日（土）　14：00～ 会場：丹波の森公苑

テーマ ～アンネットさんと共に～こころのふるさとコンサート

出演者 シルバーエコーささやま

日時 10月3日(月)　19:00～21:00 会場：四季の森生涯学習センター

テーマ 歌のつどい

出演者 福永圭子(メゾソプラノ)、城村奈都子(ピアノ)

日時 10月18日(火)　15:00～17:00 会場：丹波の森公苑

テーマ 歌のつどい

出演者 福永圭子(メゾソプラノ)、三村祥子(ピアノ)

2012年度(平成24年度) 日時 10月７日（日）　18：30～ 会場：ほろ酔い城下蔵

テーマ 酒蔵で楽しみ室内楽の夕べ ～シューベルト八重奏曲と名曲集～

出演者 メロマン八重奏団(萩森学、酒井規和、 萩森則子、井塚篤司 森本志穂、酒井弘穴、 原明司、松本治夫） 

日時 10月15日(月)　19:00～21:00 会場：四季の森生涯学習センター

テーマ 篠山市（歌のつどい）

出演者 福永圭子(メゾソプラノ)、城村奈都子(ピアノ)

日時 10月31日(水)　19:00～21:00 会場：丹波の森公苑

テーマ 丹波市（歌のつどい）

出演者 福永圭子(メゾソプラノ)、城村奈都子(ピアノ)

日時 11月5日(月)　19:00～21:00 会場：カレッジ神戸仁川教室

テーマ 西宮市（歌のつどい）

出演者 畑儀文(テノール・ピアノ)

日時 7月5日 会場：女川町立第二小学校

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式（コンガ、ボンゴ）、ミニコンサート

出演者 畑儀文(テノール)、高橋麻子（ピアノ）



５　ＰＲコンサート・協賛コンサート④
2013年度(平成25年度) 日時 3月2日(日)　14:00～ 会場：三田市総合文化センター郷の音ホール　大ホール

テーマ モーツァルト・レクイエム

出演者 畑儀文(テノール)、小玉晃(指揮)

日時 １０月９日(水) 14:30～16:30 会場：たんば田園交響ホール

テーマ 篠山市（歌のつどい）

出演者 福永圭子(メゾソプラノ)、井本裕美(ピアノ)

日時 10月25日(金)　19:00～21:00 会場：丹波の森公苑 台風の接近に伴い中止

テーマ 丹波市（歌のつどい）

出演者 福永圭子(メゾソプラノ)、城村奈都子(ピアノ)

日時 11月7日(木)　19:00～21:00 会場：カレッジ神戸仁川教室

テーマ 宝塚市（歌のつどい）

出演者 畑儀文(テノール・ピアノ)

日時 7月17日 会場：宮城県山元町立山下第二小学校

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式（鉄琴、木琴、掲示用のマグネット五線譜）、ミニコンサート

出演者 高橋麻子（ピアノ）、千石史子（ソプラノ）

2014年度(平成26年度) 日時 8月31日（日）　①13:00～、②15:30～ 会場：丹波の森公苑 多目的ルーム

テーマ たんばにありがとう音楽会　①”ここは教室♪キンコンカン”　②”残暑お見舞い♪申し上げます”

出演者 泉山民衣(サクソフォン）、安永早絵子(打楽器）、城村奈都子(ピアノ）

日時 9月10日（水）　17:00～20:00 会場：京都文化博物館

テーマ 丹波の森国際音楽祭  シューベルティアーデたんば２０回記念

京・フランツコンサート～今日は京都でシューベルト三昧（ざんまい）～

出演者 畑儀文（テノール）、藤井敬吾（ギター）、森本英希（フルート）、篠部信宏（バス）

パブロ・エスカンデ（ピアノ）、ヤンネ舘野（ヴァイオリン）

日時 11月7日(金)　11:00～15:30 会場：丹波の森公苑

テーマ シューベルトの歌コンクール（予選）

出場者 49組・50人 （内ひと組は2人での重唱）

審査員 畑儀文（シューベルティアーデたんば　音楽監督）、寺谷千枝子（東京藝術大学　教授）

ティルマン・クレーマー（フライブルグ音楽大学　講師）、足立さつき（ソプラノ歌手）

日時 11月8日(土)　13:00～15:20 会場：たんば田園交響ホール

テーマ シューベルトの歌コンクール（本選）

出場者 15組・16人 （内ひと組は2人での重唱）

審査員 畑儀文（シューベルティアーデたんば　音楽監督）、寺谷千枝子（東京藝術大学　教授）

ティルマン・クレーマー（フライブルグ音楽大学　講師）、足立さつき（ソプラノ歌手）寺谷千枝子（東京藝術大学　教授）ティルマン・クレーマー（フライブルグ音楽大学　講師）足立さつき（ソプラノ歌手）

日時 ７月１１日（金） 会場：南三陸町立志津川小学校

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式、ミニコンサート

出演者 畑儀文（テノール）

2015年度（平成27年度） 日時 6月14日（日）　14:00～ 会場：丹波の森公苑ホール

テーマ 大槻朱里ソプラノコンサート～うたは風に乗って～

出演者 大槻朱里（ソプラノ）、安曽麻里江（ピアノ）、成川昭代（チェロ）

日時 6月16日（火）

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式、ミニコンサート

出演者 畑儀文（テノール）

2016年度（平成28年度） 日時 ６月１９日（日）　14:00～ 会場：丹波市立ライフピアいちじま大ホール

テーマ ～井本蝶山～　尺八リサイタル

出演者 井本蝶山（尺八）、勝井粧子（箏）、正田温子（篠笛）、長谷部瑞季（ピアノ）

日時 6月17日（金） 会場：石巻市立釜小学校

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式、ミニコンサート

出演者 髙橋　麻子（ピアノ）、竹内　将也（打楽器）



５　ＰＲコンサート・協賛コンサート⑤
2017年度(平成29年度) 日時 9月16日（土）　15:00～ 会場：日本キリスト教団東梅田教会

テーマ The Asterisk Octet 3rd Concert～八つの輝ける星からうまれる至極のハーモニー～

出演者 老田裕子（ソプラノ）、鈴木美紀子（ソプラノ）、青木洋也（アルト）、福永圭子（アルト）

畑　儀文（テノール）、松原　友（テノール）、藤井大輔（バスバリトン）、篠部信宏（バス）

パブロ・エスカンデ（オルガン）

曲目 主に向かって新しき歌を歌え　ＢＷＶ２２５、来たれ　イエスよ　来たれ　ＢＷＶ２２９

聖霊はわれらの弱きを助けたもう　ＢＷＶ２２６、イエス、わが喜び　ＢＷＶ２２７

恐れることなかれ、われ汝とともにあり　ＢＷＶ２２８、主をたたえよ、すべての異教徒よ　ＢＷＶ２３０

日時 7月11日（火）　10:50～11:50 会場：仙台市立岡田小学校

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式、ミニ・コンサート

出演者 髙橋　麻子（ピアノ）、竹内　将也（打楽器）

2018年度(平成30年度) 日時 9月15日（土）　14:00～ 会場：日本キリスト教団東梅田教会

テーマ The Asterisk Octet 4th Concert～八つの輝ける星からうまれる至極のハーモニー～

出演者 老田裕子（ソプラノ）、鈴木美紀子（ソプラノ）、青木洋也（アルト）、福永圭子（アルト）

畑　儀文（テノール）、松原　友（テノール）、藤井大輔（バスバリトン）、篠部信宏（バス）

パブロ・エスカンデ（オルガン）

曲目 J.ブラームス：ジプシーの歌　Zigeunerlieder op.103、髙田　三郎：混声合唱組曲「水のいのち」

＊心のうた；大阪ラプソディー、すみれの花咲く頃、瀬戸の花嫁、くちぶるに歌を

日時 5月29日（火）　10:30～11:15 会場：福島県相馬市立磯部小学校

テーマ 被災地訪問：贈呈式、ミニコンサート

出演者 髙橋　麻子（ピアノ）、竹内　将也（打楽器）

日時 7月22日（日）　11:00～14:00 会場：木屋町小路交流広場

テーマ 城崎温泉PRライブ

出演者 畑　儀文（テノール）他

日時 7月22日（日）　16:00～17:00 会場：ＪＲ福知山駅コンコース

テーマ ＪＲ福知山駅PRライブ

出演者 畑　儀文（テノール）他

日時 8月8日（水）　12:00～13:00 会場：兵庫県庁１号館　芝生広場

テーマ 兵庫県庁PRライブ

出演者 畑　儀文（テノール）他

日時 8月8日（水）　14:00～15:00 会場：兵庫県立美術館１Ｆロビー　

テーマ 兵庫県立美術館PRライブ

出演者 畑　儀文（テノール）他

日時 8月13日（月）　12:00～16:00 会場：舞鶴若狭自動車道西紀ＳＡ（上り線）

テーマ 西紀ＳＡPRライブ

出演者 畑　儀文（テノール）他

201９年度(令和元年度) 日時 3月5日(火)　19:00～ 会場：兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール

テーマ 協賛コンサート

出演者 畑　儀文（テノール）、渡辺　治子（ピアノ）

曲目 ベートヴェン：歌曲集《遥かなる恋人に寄す》、メンデルスゾーン：歌の翼に、ヴェネツィアのゴンドラの歌　ほか

シューマン：歌曲集《詩人の恋》

日時 6月28日(金)　19:00～ 会場：宝塚ベガ・ホール

テーマ 協賛コンサート

出演者 畑　儀文（テノール）、岡原　慎也（ピアノ）

曲目 シューベルト：歌曲集《美しき水車小屋の娘》作品25　D795

日時 9月29日(日)　14:00～ 会場：京都府立府民ホール　アルティ

テーマ 協賛コンサート

出演者 畑　儀文（テノール）、城村　奈都子（ピアノ）

曲目 日本のうた；赤とんぼ、ドロップスのうた、夏の思い出、落葉松、さびしいカシの木　ほか

日時 12月1日(日)　14:00～ 会場：いずみホール

テーマ 協賛コンサート

出演者 畑　儀文（テノール）、小林　道夫（フォルテピアノ）

曲目 シューベルト：歌曲集《冬の旅》作品　89　D911

日時 9月18日(水)　19:00～ 会場：兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール

テーマ 協賛コンサート

出演者 老田裕子（ソプラノ）　、鈴木美紀子（ソプラノ）　、青木洋也（アルト）、永松圭子（アルト）、畑　儀文（テノール）

藤井大輔（バス）、篠部信宏（バス）、越知晴子（ピアノ）、河内仁志（ピアノ）、パプロ・エスカンデ（オルガン）　



５　ＰＲコンサート・協賛コンサート⑥
201９年度(令和元年度) 日時 7月20日(土)　17:30～ 会場：GOSPEL

テーマ 京都ＰＲコンサート

出演者 畑　儀文(テノール)、パブロ・エスカンデ(ピアノ)、篠部　信宏(バス)

日時 7月28日(日)　 会場：パリンカ

テーマ 仙台ＰＲコンサート

出演者 畑　儀文(テノール)、高橋　麻子(ピアノ)

日時 7月31日(水)　18:10～ 会場：高知大学教育学部音楽棟ホール

テーマ 高知ＰＲコンサート

出演者 畑　儀文(テノール、ピアノ)　

日時 8月12日(月・祝)　13:00～ 会場：サローネ・ファンタナ

テーマ 東京ＰＲコンサート

出演者 畑　儀文(テノール、ピアノ)、BHChor(男声コーラス)、田村　典子(指揮)

日時 8月17日(土)　14:00～ 会場：文化のみち百花百草

テーマ 名古屋ＰＲコンサート

出演者 畑　儀文(テノール、ピアノ)

日時 6月7日(金)　15:00～ 会場：兵庫医科大学ささやま医療センター

テーマ 丹波篠山市ＰＲコンサート

出演者 畑　儀文(テノール、ピアノ）

日時 6月15日(土) 会場：県立丹波医療センター・丹波市健康センター

テーマ 丹波市ＰＲコンサート（ルミネ開設記念式典）

出演者 畑　儀文(テノール)、城村　奈津子(ピアノ) 

日時 7月30日(火)　11:00～ 会場：イオンモール神戸北

テーマ 神戸市ＰＲコンサート

出演者 春木　浩子(ハープ)、畑　儀文(テノール・ピアノ)

日時 7月30日(火)　13:00～ 会場：イオンモール神戸北

テーマ 神戸市ＰＲコンサート

出演者 春木　浩子(ハープ)、畑　儀文(テノール・ピアノ)

日時 8月8日(木)　13:30～ 会場：兵庫県立人と自然の博物館

テーマ 三田市ＰＲコンサート

出演者 安永　早絵子(打楽器)、安永　友昭(打楽器)、畑　儀文(テノール、ピアノ)

日時 8月15日(木)　13:00～ 会場：ゆめタウン丹波 台風接近により中止

テーマ 丹波市ＰＲコンサート

出演者 春木　浩子(ハープ)、畑　儀文(テノール・ピアノ)

日時 8月21日(水)　11:00～  会場：バザールタウン篠山

テーマ 丹波篠山市ＰＲコンサート

出演者 春木　浩子(ハープ)、畑　儀文(テノール・ピアノ)

日時 8月22日(木)　14:00～  会場：兵庫県立美術館 

テーマ 神戸市ＰＲコンサート

出演者 春木　浩子(ハープ)、畑　儀文(テノール・ピアノ)

日時 7月17日(水)　10:30～11:15 会場：福島市立福島第三小学校

テーマ 被災地訪問：楽器贈呈式、ミニコンサート

出演者 　髙橋　麻子(ピアノ)、井上　直樹(トランペット)



６　街角コンサート①

1995年度(平成7年度) 日時 10月６日(火)19:00～　 会場：山名酒造・酒蔵

テーマ シューベルトを楽しむクラシックの夕べ

出演者 畑　儀文、弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) 日時 8月30日(金)19:00～ 会場：ライフピアいちじま

テーマ 「耳を澄ませば白鳳の里に音のある風景がある」シューベルティアーデin三ツ塚

出演者 畑　儀文(テノール)、シュヴァンメルルカルテット

1997年度(平成9年度) 日時 9月28日(日)18：30～ 会場：白亳寺本堂

テーマ 中国古箏のしらべ

出演者 伍　芳、畑　儀文

1998年度(平成10年度) 日時 9月25日(金）19:00～　 会場：北奥公民館

テーマ 歌声喫茶「ミロンガ」　―灯に揺れるタンゴ―

出演者 ジャブシーズ・クィーン(きのはらしげこ/後藤ミホコ)、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） 日時 10月16日(土)10:00～　 会場：竹田小学校

テーマ 荒城の月・一部「子供たちと」

出演者 トーマス・シューベルト(ピアノ、)畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 日時 10月21日(土)　13:00～ 会場：前山小学校

テーマ 「セロ弾きと13人の仲間」

出演者 近藤浩志（チェロ）、吉澤友里絵（ピアノ）

2001年度(平成13年度) 日時 10月12日(金)18:30～ 会場：鴨ノ庄コミュニティセンター

テーマ 「グランバー・グランマー達の狂想曲」

出演者 稲本　響(ピアノ)、近藤　晟(テノール)

2002年度(平成14年度) 日時 １１月１日（金）18:30～ 会場：三輪小学校

テーマ 「講談とシューベルト ～四人の声を使い分ける珍しい歌～」

出演者 旭堂南左衛門（講談）、小玉　晃（バリトン）、畑　儀文(テノール)、多川響子（ピアノ）、

コーロひまわり（福岡県飯塚市）

2003年度(平成15年度) 日時 ９ 月１５ 日（祝・月）１部12:30～２部14:30 ～  会場：三ッ塚史跡公園

テーマ 「ピクニックコンサート」

出演者 1 部 Mike ＆ One and only、2 部 西本淳（ソプラノ サクソフォン）、藤田友美（アルト サクソフォン、

鈴木恵美（テナー サクソフォン）、佐坂貴之（バリトン サクソフォン）

2004年度(平成16年度) 日時 10月29日(金）19:00 ～ 会場：正法寺本堂

テーマ ≪山寺に響く恋の詩≫シューベルト美しき水車小屋の娘 全曲

出演者 ツェーガー・ファンデルステーネ（テノール）、前川尚子（ピアノ）

2005年度（平成17年度） 日時 11月4日（金）19:00 ～ 会場：与戸公民館

テーマ 美和の里．秋！～ふるさとコンサート～

出演者 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、ペトリ・クメラ（ギター） 

2006年度(平成18年度) 日時 １０月３日（火）１４：００～ 会場：市島中学校

テーマ 鹿集(かたかり)音楽会

出演者 森本英希（フルート）、ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、大渕雅子（ピアノ）

2007年度(平成19年度) 日時 10月14（日）15：00～ 会場：JR丹波竹田駅前・市島駅前

テーマ  “鉄道の日”コンサート～１３５年前のこの日、日本初の鉄道が開通した～

出演者  川口雅行（マンドリン）、ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）

2008年度(平成20年度) 日時 ９月２８日（日）15:00 ～ 会場：石像寺

テーマ 「磐座の里コンサート」～四神相応の庭に響く香しき調べ～

出演者 パブロ・エスカンデ　（ピアノ）、三橋桜子（チェンバロ）

2009年度(平成21年度) 日時 9月25日（金）19：00～ 会場：山名酒造

テーマ バロックダンスの世界  ～酒蔵で楽しむ宮廷舞踏～ 

出演者 樋口裕子、橋本佳子(バロックダンス）、吉竹百合子（チェンバロ）、ヤンネ舘野（ヴァイオリン）

市島



６　街角コンサート②

2010年度(平成22年度) 日時 11月6日(土)18：30～ 会場：美和コミュニティセンター　

テーマ 美和地区アグリフェスタ前夜祭”

出演者 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、中山育美（ピアノ）、ヴィッレ・ヒルトゥラ(ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ)

長谷川順子(コントラバス)

2011年度(平成23年度) 日時 ９月25日（日） 13：00～15：00 会場：特別養護老人ホーム・丹寿荘

テーマ やさしい愛のしらべ

出演者 藤井敬吾（ギター）、大久保直美（歌、ライアーハープ）

2012年度(平成24年度) 日時 9月28日（金）19：00～ 会場：ライフピアいちじま アートサロン

テーマ 光あふるる希望の響き～被災地からゲストを迎えて～(丹波市市島町上田814)

出演者 千石史子(ソプラノ)、藤井由美(ピアノ)

2013年度(平成25年度) 日時 9月14日（土）18：00～ 会場：竹田小学校

テーマ 秋の夕暮れコンサート～先人からのメッセージ～

出演者 高橋麻子(ピアノ)、高橋正典(バリトン)、ヤンネ舘野(ヴァイオリン)、芦田恵之助唱歌を歌う会

2014年度(平成26年度) 日時 2月28日（土）18:30～ 会場：ﾗｲﾌﾋﾟｱいちじま 健康学習室

テーマ いちじま街角コンサート～ありがとうの気持ちを歌に寄せて～

出演者 畑儀文（テノール） 大久保直美（歌、ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ）

曲目 グリーン・スリーブス、いつも何度でも、子守唄メドレー、涙そうそう、eternity、You Raise Me Up、

ジュピター～地球への祈り～歌を翼に、この道、からたちの花、アヴェ・マリア、夜咲きすみれ、、

モーツアルト：すみれアレッサンドロ・スカルラッティ：すみれ、糸、命のバトン、上を向いて歩こう

2015年度（平成27年度） 日時 10月30日（金）19:00～ 会場：前山小学校

テーマ さきやまキラキラコンサート 

出演者 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、マルッティ・ラウティオ（ピアノ）

曲目 J.シベリウス：ノヴェレッテ、ロマンス、あやめ、樅の木、２つのロンディーノ

J.シベリウス：ヴァイオリン協奏曲　二短調　作品４７　第２楽章、ノクターン、ワルツ、ロンディーノ、ロマンス、ユモレスク

F.シューベルト：アヴェ・マリア、野ばら、君こそわが憩い、J.シベリウス：フィンランディア　作品２６

山本直純：歌えバンバン、F.Schubert：シューベルティアーデたんばの歌（Seligkeit）

2016年度（平成28年度） 日時 10月9日（日）18:30～ 会場：鴨庄小学校

テーマ かものしょう音楽まつり～邦＆洋～

出演者 井本蝶山（尺八）、勝井粧子（箏）、木寺里穂（サクソフォン）

曲目 シューベルト：君はわが想い、山田耕筰：この道、待ちぼうけ、ピアソラ：アディオス・ノニーノ、クライスラー：愛の悲しみ

ミヨー作曲：スカラムーショより　ブラジレイラ、流祖　中尾都山：鶴の巣籠もり、水野利彦：ことうた～わらべ唄～

宮城道雄：虫の武蔵野、水川寿也：ＫＡＩ

2017年度(平成29年度) 日時 10月1日（日）14:00～ 会場：ライフピアいちじまアートサロン

テーマ 心ふれあう音楽会～繋がる愛の響き～

出演者 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、パブロ・エスカンデ（ピアノ）、吉見真里奈（トロンボーン）、

西村菜月（トロンボーン）、赤井寛延（トロンボーン）、亀岡航紀（トロンボーン）、市島さつきコーラス（女声コーラス）

曲目 Ｇ．Ｐ．テレマン：４声のコンチェルト、高嶋圭子：ふるさとのうた、Ｐ．スパーク：トウキョウ・トリプティック、

Ｆ．シューベルト：野ばら、菩提樹、シューベルトの子守唄、Ａ．ヴィヴァルディ：四季より「秋」Ａｕｔｕｍｎ

Ｊ．シベリウス：ノヴェレッテ、タンゴ：想いの届く日、タンゴ：アザバーチェ、Ｆ．シューベルト：アヴェ・マリア

Ｆ．シューベルト：ソナチネ　ニ長調、Ｊ．マスネ：タイスの瞑想曲、Ｊ．シベリウス：ノクターン

Ｂ．バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、Ｇ．フォーレ：パヴァーヌ、Ｖ．モンティ：チャルダッシュ

2018年度(平成30年度) 日時 9月30日（日）16:00～ 会場：terra dono 台風接近により中止

テーマ シューベルタンゴ～大地の恵みに乾杯！～

出演者 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、パブロ・エスカンデ（ピアノ）、吉見真里奈（トロンボーン）

西村菜月（トロンボーン）、ビッレ・ヒルトゥラ（バンドネオン）、長谷川順子（コントラバス） 

201９年度(令和元年度) 日時 9月21日(土)14:00～15:30 会場：済納寺

テーマ 光永ファミリーと過ごすひと時～自然に包まれながら～

出演者 光永 武夫(ファゴット)、服部　隆一郎(クラリネット)、服部 悦子(ピアノ)、光永 秀子(ピアノ、チェンバロ)

千藤 里子(フルート)、松田 杏子(打楽器)、光永 恭子(お話)

市島



６　街角コンサート③

1995年度(平成7年度) 日時 ９月23日(土)17:30～ 会場：町民ふれあい広場

テーマ 黄昏にうたう

出演者 畑　儀文、和田紀子、堤　充代

1996年度(平成8年度) 日時 8月31日(土)　18:00～

テーマ 「ゆく夏をおしみながら」

出演者 畑　儀文(テノール)、植木順子(ソプラノ)、福井清子(ピアノ)

1997年度(平成9年度) 日時 10月3日(金）19:00～ 会場：町民ふれあい広場

テーマ ときめきコンサート 「今、愛がかがやくとき」

出演者 土井明平、土井美由紀

1998年度(平成10年度) 日時 9月1日(火)19:00～　 会場：町民ふれあい広場

テーマ 季々(どきどき)コンサート　―春日局とシューベルト―

出演者 畑　儀文(テノール)、荻野さおり(琴)　、ふれあいコーラス

1999年度（平成11年度） 日時 10月8日(金)19:00～　 会場：春日町能瀬・観音寺

テーマ つりがねコンサート「桃花渓にてシューベルト」

出演者 トーマス・シューベルト(ピアノ)、劉　鋒(二胡) 、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 日時 10月13日(金)　18:30～ 会場：春日町・円光寺

テーマ つりがねコンサートpart・ ～保月の里の音楽会～

出演者 ティルマン・クレーマー(ピアノ）、竹内さおり(琴）、保月の里合唱団

2001年度(平成13年度) 日時 10月27日(土)　19:00～ 会場：黒井・ハートフルかすが

テーマ 「響け! 心の歌」

出演者 稲本　響(ピアノ)、地元アーティスト

2002年度(平成14年度) 日時 １０月１９日（土）19:00～ 会場：船城小学校体育館

テーマ 「めだかの学校・シューベルト」

出演者 井出智佳子（ピアノ）、芦田紗弥香（メゾソプラノ）、平 奈瑠美（ピアノ）、小森弘子（ピアノ）

ふなきリリカルコーラス、船城小学校児童・ＰＴＡ

2003年度(平成15年度) 日時 9 月27 日（土）19:00～  会場：進修小学校体育館

テーマ 「三尾お山のコンサート」

出演者 中村朋子（ソプラノ）、ボリス・ベクテレフ（ピアノ）、江田ひとみ（サクソフォン）

2004年度(平成16年度) 日時 9月25日(土）19:00～ 会場：春日町文化ホール

テーマ １０回記念街角スペシャル

出演者 片山優陽（ピアノ ）、赤松由夏（ヴァイオリン）、10 回記念スペシャル合唱団

2005年度（平成17年度） 日時 9月23日（土）14:00 ～ 会場：萬松寺

テーマ つりがねコンサート PartⅢ～みんながヤンネ～

出演者 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、中山育美（ピアノ）、岡本　昭（バンドネオン）、幕内弘司（コントラバス）

春日戦国太鼓 

2006年度(平成18年度) 日時 9月9日（土）16：００～　　 会場：ふれあいホール

テーマ 「笛吹童子とシューベルト」

出演者 森本英希（フルート）、篠原美幸（ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）、女声コーラス コールプランタン

2007年度(平成19年度) 日時 10月20（土）17：30～ 会場：下三井庄コミュニティーセンター

テーマ  ヴィオラ・ダ・須磨子

出演者 中島悦子（ヴィオラ）、 篠原美幸（ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）

2008年度(平成20年度) 日時 10月18日（土）16:00～ 会場：進修小学校　体育館

テーマ  三尾お山のコンサート．２

出演者 パブロ・エスカンデ（ピアノ）、三橋桜子（ピアノ）、篠原美幸（ソプラノ）、

城村奈都子（ピアノ）、谷垣　遼（サクソフォン）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

春日　



６　街角コンサート④

2009年度(平成21年度) 日時 10月17日（土）16：00～ 会場：春日ふれあいサロン

テーマ 笑歌

出演者 篠部信宏（バス）、畑　儀文（テノール） 、篠原美幸 （ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 日時 10月3日（日）14:00～ 会場：道の駅「丹波おばあちゃんの里」

テーマ 音の玉手箱～あけてびっくりシューベルト～

出演者 田邊　織恵（ソプラノ）、谷風佳孝（フルート・鍵盤ハーモニカ）、城村奈都子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 日時 10月8日（土）14：00～ 会場：こだま館

テーマ 秋のアルペジオ～nukumori　ga　kodamasuru～

出演者 藤井敬吾（ギター）、岩崎慎一（ギター）、大槻朱里（ソプラノ）

2012年度(平成24年度) 日時 10月6日(土)14:00～ 会場：平松公民館

テーマ シューベルト～おにいさんといっしょ～

出演者 井本英子(ピアノ)、矢野あきら(ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ)、畑儀文(テノール)

2013年度(平成25年度) 日時 10月5日(土)14:00～ 会場：こだま館

テーマ ロマンティック　オータムnukumori ga kodama suru

出演者 松原友(テノール)、大槻朱里(ソプラノ)、佐野まり子(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 日時 10月5日（日）18:30～ 会場：ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｱﾙﾃｨ２Ｆ

テーマ 春日街角コンサート～ロマンティックオータム～

出演者 畑儀文（テノール）、吉見順子（ソプラノ）、西本淳（サクソフォン）、夏目有香（ピアノ）、清水清子（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 日時 10月17日（土）14:00～ 会場：こだま館

テーマ ロマンティック・オータム～nukumori ga kodamasuru～

出演者 城村奈都子（ピアノ）、中村早希（ピアノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

曲目 F.ロー：踊り明かそう、G.マイアベーア：高貴なる殿様方、失礼致します！,G.プッチーニ：誰も寝てはならぬ、

G.ガーシュイン：サマータイム、ス・ワンダフル、D.ポッパー：子守唄、D.ポッパー：スペインの謝肉祭

R.シューマン：献呈　作品２５－１、F.シューベルト：アルペジョーネ・ソナタイ短調より　第２楽章、

「サウンド・オブ・ミュージック」より：私のお気に入り、エーデルワイス、ドレミの歌、、山田耕筰：赤とんぼ

日本民謡：村祭り、岡野貞一：ふるさと、『シューベルティアーデたんば』の歌

2016年度（平成28年度） 日時 10月15日（土）14:00～ 会場：こだま館

テーマ ロマンティック・オータム～nukumori ga kodama suru～

出演者 大西幸代（ピアノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

曲目 Schubert：序曲Ｄ．６７５　、Rachmaninov：ヴォーカリーズ　、Liszt：ハンガリー狂詩曲　第１１番

Perroni：コーヒールンバ、Joplin：パイナップルラグ、大野雄二：ルパン三世のテーマ’８０、Piazzolia：リベルタンゴ

Kabalevsky：道化師のギャロップ、Myers：カヴァティーナ、葉加瀬太郎：情熱大陸、

”マリンバ体験コーナー”、初秋から秋へ（小さい秋みつけた～もみじ）、

2017年度(平成29年度) 日時 10月14日（土）14:00～ 会場：三井建築工房

テーマ ロマンティック・オータム～nukumori ga kodama suru～

出演者 伊左治道生（バロック・ヴァイオリン）、小出智子（リュート）、大槻朱里（ソプラノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

曲目 古賀政男：丘を越えて、オードウェイ：旅愁、文部省唱歌：村祭り、滝廉太郎：秋の月、山田耕筰：赤とんぼ、

ジョンソン：王子のマスク、フレデリック・ロウ：踊り明かそう、

プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」より～私の愛しいお父様～、岡野貞一：「日本の四季メドレー」春が来た、

朧月夜、もみじ、ふるさと、シューベルト：野ばら、荒井由実：やさしさに包まれたなら、子守唄、新井満：千の風になって、

中村八大：上を向いて歩こう、シューベルト：シューベルティアーデたんばの歌　至福

2018年度(平成30年度) 日時 10月13日（土）14:00～ 会場：三井建築工房

テーマ ロマンティック・オータム～nukumori ga kodamasuru～

出演者 稲本　渡（クラリネット）、河内仁志（ピアノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 日時 10月26日(土)14:00～15:30 会場：桂谷寺

テーマ ロマンティック・オータム～お寺 de コンサート～

出演者 細谷　公三香(チェロ)、中島　尚子(ピアノ)

春日　



６　街角コンサート⑤

1995年度(平成7年度) 日時 9月19日(火)19：00～　 会場：悠遊の森ベルピーマン

テーマ 森の音楽散歩径・かいばら

出演者 畑　儀文 松田佳美 弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) 日時 9月13日(金)19：00～ 会場：悠遊の森ベルピーマン

テーマ 森の音楽散歩径―　フィッシャーディスカウ・ハンスホッターが悠遊の森に

出演者 フィッシャーディスカウ・ハンスホッター

1997年度(平成9年度) 日時 10月24日(金)19：00～ 会場：丹波の森公苑

テーマ 森の音楽散歩径

出演者 井上敏典、ウードシュニ・ベルガー

1998年度(平成10年度) 日時 10月23日(金)19：00～ 会場：柏原高校同窓会館

テーマ 森の音楽散歩径・ ―ドイツ・リートをたどって―

出演者 井上敏典(バリトン)、ウードシュニーベルガー(ピアノ)

1999年度（平成11年度） 日時 10月25日(月)19：00～ 会場：木の根センター

テーマ 森の音楽散歩径 ・

出演者 トルレンコ・テディーン(チェロ)、畑　儀文(テノール)、多川響子(ピアノ)

2000年度（平成12年度） 日時 10月6日(金)　19:00～ 会場：丹波の森公苑

テーマ 「森の音散歩径」

出演者 井上敏典(バリトン)、ウードシュニーベルガー(ピアノ)

2001年度(平成13年度) 日時 9月13日(木)19:00～ 会場：木の根センター

テーマ 「森の音楽散歩径・」　～ピアノ・バイオリン・音楽の夕べ～

出演者 多川響子(ピアノ)、多川智子(バイオリン)、松田佳美(ソプラノ)

2002年度(平成14年度) 日時 9月20日（金） 19:00～ 会場：木の根センター

テーマ 「森の音楽散歩径vol.8」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、松田佳美（ソプラノ）、井出智佳子（ピアノ）、廣瀬美穂（ピアノ）

2003年度(平成15年度) 日時 １０ 月１９ 日（日）  15:00～ 会場：木の根センター

テーマ 「森の音楽散歩径・ 　～フルートと弦楽四重奏の調べ～」 

出演者 長谷場純一（フルート）、赤松由夏（第１ ヴァイオリン）、高森真貴子（第２ ヴァイオリン）

角田知子（ヴィオラ）、福田賀予（チェロ）

2004年度(平成16年度) 日時 10月17日(日）15:00～ 会場：県立丹波年輪の里木の館

テーマ ≪森の音楽散歩径・～ヴァイオリン・チェロ・ハープの調べ～≫

出演者 赤松由夏（ヴァイオリン）、成川昭代（チェロ）、春木浩子（ハープ）

2005年度（平成17年度） 日時 10月13日（木）19:00 ～ 会場：県立丹波年輪の里木の館

テーマ 森の音楽散歩径XI～室内音楽の夕べ～

出演者 池田室内合唱団 

2006年度(平成18年度) 日時 10月1日（日） 14：00～ 会場：県立柏原高等学校　柏陵会館

テーマ 「森の音楽散歩径XII～サクソフォンとピアノの調べ」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、林　典子（ピアノ）

2007年度(平成19年度) 日時 10月21（日）14：30～ 会場：県立柏原高等学校　柏陵会館

テーマ  森の音楽散歩径ⅩⅢ ～ピアノとヴァイオリンとコーラスの調べ～

出演者 林　典子（ピアノ）、本吉優子（ヴァイオリン）、大阪外国語大学グリークラブＯＢ合唱団

2008年度(平成20年度) 日時 11月8日（土）17:00～1 会場：柏原藩陣屋跡

テーマ 「柏原藩陣屋跡コンサート」～音楽を気楽に楽しもう～

出演者 井上麻子（ソプラノ・サクソフォン）、西本　淳（アルト・サクソフォン）、森下知子（テナー・サクソフォン）

高畑次郎（バリトン・サクソフォン）、太鼓集団　島衆

柏原



６　街角コンサート⑥

2009年度(平成21年度) 日時 10月10日（土） 17：00～ 会場：天箇山　西楽寺

テーマ 柏原楽々コンサート～音楽を気楽に楽しもう！～

出演者 陽子キルバーン（ソプラノ）、渡辺美穂子（フルート）、レイキルバーン（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 日時 9月26日（日）17:00～ 会場：柏原藩陣屋跡

テーマ 柏原藩陣屋跡コンサート～音楽を気楽に楽しもう！～

出演者 赤松由夏（ヴァイオリン）、後藤敏子（チェロ）、城村奈都子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 日時 10月15日（土）18：00～ 会場：柏原藩陣屋跡

テーマ 柏原陣屋跡コンサート～音楽を気軽に楽しもう!～

出演者 後藤敏子（チェロ）、丸川政明（クラリネット）、森田洋美（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 日時 9月16日（金）18：00～ 会場：丹波の森公苑　中庭

テーマ 丹波の森のDolceな時間 ～妖精たちとの音楽会♪～

出演者 吉田佐和子(クラリネット)、小島千紗(ピアノ)、辻本明日香(ヴァイオリン)

2013年度(平成25年度) 日時 9月15日（日）18：00～ 会場：丹波の森公苑　中庭

テーマ 丹波の森の陽気なひととき～♪Machikado Cantabile♪～

出演者 安永早絵子(ﾏﾘﾝﾊﾞ･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)、松尾依子(ｸﾗﾘﾈｯﾄ)、方山裕里(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 日時 10月11日（土） 14:00～16:00 会場：太鼓やぐら【石田町公民館】

テーマ たんば街角カフェ～太鼓とやぐらとSuteki☆な時間♪～（丹波市柏原町柏原141）

出演者 畑儀文（テノール）、南里沙（ｸﾛﾏﾁｯｸﾊｰﾓﾆｶ）

曲目 楽に寄す、里の秋、ロミオとジュリエット、情熱大陸、月の砂漠、旅愁、故郷の廃家

シェルブールの雨傘、ふるさとの四季、小さい秋みつけた、芦田恵之助さんの歌「虹」、セレナーデ、アヴェマリア

Let it go「アナと雪の女王」、涙そうそう、シューベルティアーデたんば（至福）

2015年度（平成27年度） 日時 9月19日（土）16:00～ 会場：たんば黎明館（旧大手会館）

テーマ たんば街角カフェ２０１５～人と時の交差点で素敵な時間を♪～

出演者 辻本明日香（ヴァイオリン）、辻本恵理香（ヴァイオリン）、山口聖代（ピアノ）

2016年度（平成28年度） 日時 10月8日（土）①14:00～②17:00～ 会場：たんば黎明館（旧大手会館）

テーマ たんば街角カフェ２０１６～人と時の交差点で素敵な時間をⅡ♪～

出演者 辻本明日香（ヴァイオリン）、辻本恵理香（ヴァイオリン）、山口聖代（ピアノ）

曲目 第一部：Ｃｉｒｃｕｓ、シューベルト：鱒、アヴェマリア、ヴァイオリンの詩、想いの届く日、

流行歌メドレー（真っ赤な太陽、津軽海峡、まつり）

第二部：ＮＨＫ朝ドラメドレー（とと姉ちゃん、あさが来た、あまちゃん）、四季メドレー、Ｆｏｒ　ｙｏｕｒ　ｓｍｉｌｅ、

大河ドラマ『真田丸』メインテーマ、チャルダッシュ、シューベルティアーデたんば　　至福

2017年度(平成29年度) 日時 9月30日（土）14:00～ 会場：たんば黎明館（旧大手会館）

テーマ たんば街角カフェ２０１７～人と時の交差点で素敵な時間を♪～

出演者 岡山理絵（オーボエ）、小坂智美（ホルン）、光永秀子（ピアノ）

曲目 シューベルト：アヴェ・マリア、野バラ、春への想い、セレナーデ、

ライネッケ：ピアノとオーボエとホルンと為のトリオ、ドヴォルザーク：わが母の教え給いし歌、

日本の歌、春夏秋冬、シューベルト：シューベルティアーデたんば（至福）

2018年度(平成30年度) 日時 10月27日（土）14:00～ 会場：たんば黎明館（旧大手会館）

テーマ たんば街角カフェ2018～人と時の交差点で素敵な時間を♪～

出演者 南口　真那（チェロ、）、高橋　香名（フルート）、樋口　友佳子（ピアノ）、辻本　明日香（ヴァイオリン）

201９年度(令和元年度) 日時 10月12日(土)14:00～16:00 会場：たんば黎明館（旧大手会館） 台風接近により中止

テーマ たんば街角カフェ2019～人と時の交差点で素敵な時間を～

出演者 ｶﾄﾚｱｻｸｿﾌｫﾝｶﾙﾃｯﾄ；本田 千鈴(ソプラノサクソフォン)、白石 尚美(アルトサクソフォン)

西川　静(テナーサクソフォン)、亀井 友恵(バリトンサクソフォン)

柏原



６　街角コンサート⑦

1995年度(平成7年度) 日時 10月28日(土) 　 会場：植野記念美術館

テーマ 音楽と映像と語りでつづるウィーンの森のしらべ

出演者 畑　儀文

1996年度(平成8年度) 日時 10月6日(日)14:00～ 会場：水分れ公園

テーマ 水の流れを音楽にたくす「調べは南へ北へ」

出演者 畑　儀文(テノール)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

1997年度(平成9年度) 日時 10月26日(日)13:30～　 会場：水分れ公園資料館

テーマ 水の流れに音楽をたくす―調べは南へ北へ―

出演者 畑　儀文、水と杜の合唱団

1998年度(平成10年度) 日時 9月24日(木)19:00～ 会場：ポップアップホール

テーマ シューベルトが氷上にやってきた

出演者 トーマス・シューベルト(ピアノ)、趙　静(チェロ)、畑　儀文(テノール)、杜と水の合唱団

1999年度（平成11年度） 日時 10月24日(日)　14:00～ 会場：仏師の里・達身寺

テーマ コスモスの里に響けシューベルト

出演者 トルレンコ・テディーン(チェロ)、畑　儀文(テノール)　

2000年度（平成12年度） 日時 10月22日(日)　14:00～ 会場：大師の森公園

テーマ 「大師の森に響け　シューベルトの調べ」

出演者 春木浩子（ハープ）、平井さやか（ソプラノ）、大森幹子（オルガン）、篠山混声合唱団

2001年度(平成13年度) 日時 10月21日(日)14:00～　 会場：正福寺

テーマ 「本堂に響くシューベルト」

出演者 稲本　響(ピアノ)　ほか

2002年度(平成14年度) 日時 １０月２７日（日）14:00～ 会場：南保健福祉会館

テーマ 「氷ノ川にただよう野鳥のさえずり・シューベルトの調べ」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、小森美和子（ソプラノ）、 進藤昭子（ピアノ）、菊川小百合（ピアノ）

2003年度(平成15年度) 日時 １０ 月２６ 日（日）14:00～  会場：正福寺

テーマ 「なむなむポクポクお寺de concert」

出演者 北村文（ハープ）、永山幸正（トランペット）、小森弘子（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 日時 １０月２日(土）18:30～ 会場：西小学校体育館

テーマ ≪星と話そうコンサート≫

出演者 片山優陽（ピアノ）、マリンバ三重奏：北川皎　、中路友恵、後藤由里子

2005年度（平成17年度） 日時 10月15日（土）18:30 ～ 会場：北小学校・体育館

テーマ 音楽のバリヤフリーコンサート

出演者 大阪芸術大学 木管八重奏団、ステファン・ポポフ（ヴィオラ）、熊谷啓子（ピアノ）  

2006年度(平成18年度) 日時 10月21日（土）18：30～ 会場：東小学校

テーマ 水と杜のファミリーコンサート～シューベルティアーデがやってきた

出演者 左納実子（チェロ）、城村奈都子（ピアノ）、大阪外国語大学グリークラブＯＢ会

2007年度(平成19年度) 日時 10月28（日）14：00～ 会場：南小学校　体育館

テーマ  ひかみ水と杜のファミリーコンサート

出演者 左納実子（チェロ）、藤川　健（チューバ）、城村奈都子（ピアノ）、ひかみ水と杜の合唱団

2008年度(平成20年度) 日時 10月25日（土）18:30～ 会場：中央小学校　体育館

テーマ ひかみ水と杜のファミリーコンサート

出演者 森本英希（フルート）、城村奈都子（ピアノ）、ひかみ水と杜の合唱団

2009年度(平成21年度) 日時 10月3日（土）18：30～ 会場：ポップアップホ－ル

テーマ ひかみ水と杜ファミリーコンサート～シューベルトと吹奏楽の夕べ～

出演者 西本淳 （ソプラノサクソフォン）、井上麻子（アルトサクソフォン）、

津村美妃（テナーサクソフォン）、高畑次郎（バリトンサクソフォン）、氷上中学校吹奏楽部

氷上



６　街角コンサート⑧

2010年度(平成22年度) 日時 11月7日(日)14:00～ 会場：かどのの郷

テーマ ひかみ水と杜ファミリーコンサート～シューベルトがかどのの郷にやってきた～

出演者 成川昭代（チェロ）、三村祥子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 日時 10月23日（日）14：00～ 会場：生郷交流会館

テーマ 生郷に響くシューベルトの調べ～ひかみ水と杜のファミリーコンサート～

出演者 成川昭代（チェロ）、大槻朱里（ソプラノ）、三村祥子（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 日時 10月28日(日)14:00～ 会場：生郷交流会館

会場 南健康福祉会館 (丹波市氷上町佐野555)

テーマ 沼貫に響くシューベルトの調べ ～ひかみ水と杜のファミリーコンサート～

出演者 成川昭代(チェロ) 大槻朱里(ソプラノ) 真壁泰江(ピアノ)

2013年度(平成25年度) 日時 １０月２０日(日)14:00～ 会場：浄福寺

テーマ ひかみ水と杜のファミリーコンサートお寺の鐘に響く　シューベルトの調べ

出演者 大槻朱里(ソプラノ)、斎藤建寛(チェロ)、 南麻紀(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 日時 １１月２日（日）14:00～ 会場：幸世交流施設

テーマ 氷上町水と杜ファミリーコンサート～幸世に響くｼｭｰﾍﾞﾙﾄの調べ～

出演者 畑儀文（テノール）、大槻朱里（ソプラノ）、成川昭代（チェロ）、南麻紀（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 日時 10月18日（日）14:00～ 会場：ひかみ成松交流館

テーマ ひかみ 水と杜のファミリーコンサート～中央地区に響くシューベルトの調べ～

出演者 大槻朱里（ソプラノ）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

曲目 F.ロー：踊り明かそう、G.マイアベーア：高貴なる殿様方、失礼致します！

G.プッチーニ：誰も寝てはならぬ、G.ガーシュイン：サマータイム、：ス・ワンダフル、子守唄

D.ポッパー：スペインの謝肉祭、R.シューマン：献呈　作品２５－１

、F.シューベルト：アルペジョーネ・ソナタイ短調より　第２楽章、エーデルワイス、ドレミの歌、山田耕筰：赤とんぼ

日本民謡：村祭り、岡野貞一：ふるさと、『シューベルティアーデたんば』の歌

2016年度（平成28年度） 日時 １０月２３日（日）14:00～ 会場：岩瀧寺

テーマ 元気！エンジョイ丹波！～岩瀧寺に響くシューベルトの調べ～

出演者 井本蝶山（尺八）、成川昭代（チェロ）

曲目 シューベルト：楽興のとき　野ばら、グノー：アヴェマリア、バッハ：無伴奏チェロ組曲第一番より

中尾都山：峰の月、流祖、民謡：竹田の子守唄～こきりこ節、山本邦山：雁、梶浦由記：ｓａｔｏｙａｍａ

シューベルト：子守唄、ヴィラ＝ロボス：ジェット ホイッスル、皆で歌おう！！『シューベルティアーデたんば』の歌

2017年度(平成29年度) 日時 10月15日（日）14:00～ 会場：水分れ資料館

テーマ 水分れに響くシューベルトの調べ北へ！　南へ！

出演者 伊左治　道生（バロック・ヴァイオリン）、大西　万喜（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、小出　智子（リュート）

曲目 シューベルト：野ばら、子守唄、海沼實：里の秋、梁田貞：どんぐりころころ、

（京都竹田地方の子守唄）：竹田の子守唄、岡野貞一：もみじ、ヴァレ：女王のブランル

オルティス：レセルカーダ　３番　８番　２番、臼井真：しあわせ運べるように、成田為三：浜辺の歌

（スコットランド民謡）：アニー・ローリー、ウッチェリーニ：シンフォニア２番、もし私のご主人様に飽きたなら、

ヴェネツィア民謡より；皆はいうだろう「なんと美しきかな」と、愛しき私の眠り姫、全ての女性は私と一緒

シューベルティアーデたんばの歌

2018年度(平成30年度) 日時 10月21日（日）14:00～ 会場：円通寺

テーマ ひかみ水と杜のファミリーコンサート～もみじ寺に響くシューベルトの調べ～

出演者 森高　彩（ソプラノサクソフォン）、木寺　里穂（アルトサクソフォン）、 ）

畑中　香穂（テナーサクソフォン）、伊東　小百合（バリトンサクソフォン）、日置　道開（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 日時 10月27日(日)14:00～15:30 会場：かどのの郷

テーマ ひかみ水と杜のファミリーコンサート～のどかなかどのの郷に響くシューベルトの調べ～

出演者 辻本 明日香(ヴァイオリン)、鳴尾 牧子(二胡)、北野 友梨(ピアノ)、田島 　隆(タンバリン)

氷上



６　街角コンサート⑨

1995年度(平成7年度) 日時 10月28日(土)13：30～　 会場：福祉交流センター

テーマ 青垣もみじの里コンサート

出演者 足立ゆか、青垣町少年少女合唱団、歌声ひろば

1996年度(平成8年度) 日時 9月20日(金)19:00～ 会場：総合運動公園グリーンベル青垣

テーマ 青垣もみじの里コンサート

出演者 畑　儀文(テノール)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

1997年度(平成9年度) 日時 ９月12日(金) 19:30～ 会場：総合運動公園グリーンベル青垣

テーマ 青垣もみじの里コンサート「シューベルトがジャズになった」

出演者 畑　儀文、中嶋　俊夫　、多田恵美子　ほか

1998年度(平成10年度) 日時 9月11日(金) P.M.4:30～ 会場：高源寺

テーマ 高源寺もみじコンサート　―バロック in シューベルト―

出演者 中野振一郎(チェンバロ)、畑　儀文(テノール)、ロスアンデス

1999年度（平成11年度） 日時 10月17日(日)　 P.M.7:00～ 会場：青垣診療所ロビー

テーマ ミュージック・ケア in あおがき

出演者 トルレンコ・テディーン(チェロ)、県多紀ハッピーボーイズ、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 日時 9月29日(金)19:30～ 会場：青垣診療所ロビー

テーマ …お洒落なコンサート…　気分はウインナー珈琲

出演者 春木浩子(ハープ)、グリーンコーラス

2001年度(平成13年度) 日時 9月15日(土)　19:30～ 会場：青垣町民センター

テーマ 和洋折衷

出演者 小寺智子(声楽)、氷上吹奏楽団、青垣邦楽

2002年度(平成14年度) 日時 ９月６日（金）19:30～ 会場：青垣町民センター

テーマ 私たち、遊ぶ、笑う、歌う

出演者 李　広宏（歌手）、松永貴志（ジャズピアノ）、和泉豊治(リードオルガン)

2003年度(平成15年度) 日時 ９ 月１５ 日（祝・月） 19:30～ 会場：青垣町民センター・別館大ホール

テーマ 「ミンガラバー」

出演者 林　　裕（チェロ）、上田　希（クラリネット）、鈴木　華重子（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 日時 9月17日(金）19:30～ 会場：青垣町民センター・別館大ホール

テーマ ≪Ａｎ ｄｅｎ Ｍｏｎｄ ｉｎ ｅｉｎｅｒ Ｈｅｒｂｓｔｎａｃｈｔ Ｄ 614 ≫秋の月に寄す

出演者 田原祥一郎（テノール）、春木浩子（ハープ）

2005年度（平成17年度） 日時 9月2日（金）19:00 ～ 会場：青垣町福祉交流センター

テーマ ムーンライトコンサート～月夜に響く美しき音色～

出演者 　平原洋子（フルート）、篠原美幸（ソプラノ）、城村奈津子（ピアノ） 　 　

2006年度(平成18年度) 日時 10月22日（日）14：00～　　 会場：青垣住民センター　アリーナ

テーマ 「琴とサックスのコラボレーション♪～East meets West」（丹波市青垣町佐治114）

出演者 片岡リサ（琴）、西本　淳（サクソフォン）

2007年度(平成19年度) 日時 10月6（土）14：00～ 会場：芦田小学校　体育館

テーマ  ヴァイオリンと歌声コンサート～秋風の贈り物～

出演者 赤松由夏（ヴァイオリン）、城村奈都子（ピアノ）、小寺智子、小島直美（二重唱）、混声合唱団フィオーレ

2008年度(平成20年度) 日時 10月4日（土）14:00～ 会場：佐治小学校　体育館

テーマ 「フルートと歌声コンサート」～秋風の贈り物Ⅱ～ 　　　

出演者 森本英希（フルート）、城村奈都子（ピアノ）、畑　儀文（テノール）、コーラスひまわり

2009年度(平成21年度) 日時 9月26日（土）13：00～ 会場：神楽小学校

テーマ ギターと歌声コンサート～秋風の贈り物Ⅲ～

出演者 篠部信宏（バス）、側　哲治（ギター）、多久潤子（ピアノ）、青垣グリーンコーラス

青垣



６　街角コンサート⑩

2010年度(平成22年度) 日時 10月30日(土)14:00～ 会場：遠阪小学校　体育館

テーマ マリンバも！ピアノも！歌も！いろいろコンサート～秋風の贈りものIV～

出演者 安永早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）、城村奈都子（ピアノ）、中村朋子（ソプラノ）

2011年度(平成23年度) 日時 10月30日（日）14：00～ 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～秋風の贈り物もの・～

2012年度(平成24年度) 日時 10月21日(日)14:00～ 会場：青垣住民センター「別館」

テーマ あおがき街角コンサート ～秋風の贈りもの～

出演者 井本英子(ピアノ)、青垣街角合唱団

2013年度(平成25年度) 日時 9月29日(日)14:00～16:00 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～秋風の贈りもの～

出演者 松原友(テノール)、大久保直美(歌・ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ)、佐野まり子(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 日時 10月5日（日）14:00～ 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～秋風の贈り物～

出演者 畑儀文（テノール）、梅谷浩子（鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ）、河口結子（鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ）

2015年度（平成27年度） 日時 10月4日（日）14:00～ 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～秋風の贈り物～

出演者 城村奈都子（ピアノ）、宮名利育（オカリナ）、河口結子（鍵盤ハーモニカ）、梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ）、

街角合唱団（コーラス）

2016年度（平成28年度） 日時 10月16日（日）14:00～ 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～秋風の贈り物～

出演者 大久保直美（ライアーハープ・歌）、竹内さおり（琴）、リコーダー・アンサンブル・あおがき

曲目 第一部；沢井忠夫：楽、編曲：荒城の月、覚和歌子：いつも何度でも、シューベルトの子守唄～モーツァルトの子守唄　

シューベルト：野ばら　、童謡メドレー、宮崎駿：もののけ姫、オリジナル曲：光への旅立ち 　

第二部；Ｂ，ボンサー：マーチ、　梅沼実：里の秋、金子健治：夕やけ超特急、ボヘミア民謡：マーチＢｅｅ

Ｔ，スザート：パヴァーヌ「戦い」、中島みゆき：糸、カッチーニ：アヴェ・マリア、ホルスト：ジュピター、沢井忠夫：讃歌　　　

いずみたく：見上げてごらん夜空の星を、シューベルティアーデたんば「至福」

2017年度(平成29年度) 日時 10月29日（日）13:00～ 会場：東芦田公民館

テーマ あおがき街角コンサート～秋風の贈り物～

出演者 安永　友昭（打楽器）、安永　早絵子（打楽器）、城村　奈都子（ピアノ）

曲目 シューベルト ： アヴェマリア、カバレフスキー：道化師のギャロップ、エルナンデス： カチータ、

シューベルト ： 楽興の時　第三番スタンリー・マイヤーズ ： カバティーナ、（マリンバ体験）

松田昌 ： ロンドン橋のロンド、ピアソラ ： リベルタンゴ、 タンゴエチュードＮｏ．３、ジョプリン ： パイナップルラグ

ペローニ ： コーヒールンバ、エルナンデス ： エル・クンバンチェロ、シューベルト： シューベルティーアデたんば「至福」

2018年度(平成30年度) 日時 10月20日（土）14:00～ 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～さわやかな秋の空のように～

出演者 稲本　渡（クラリネット）、崔　勝貴（サクソフォン）、河内　仁志（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 日時 10月5日(土)14:00～15:30 会場：佐治来楽館

テーマ あおがき街角コンサート～やすらぎのひと時をあなたと共に～

出演者 足立 志穂(メゾソプラノ)、川人 大地(オーボエ)、仲　 香織(ピアノ)

青垣



６　街角コンサート⑪

1995年度(平成7年度) 日時 10月８日(日)19：00～　 会場：円応教五法閣ロビー

テーマ 95さんなん街角コンサート　

出演者 畑　儀文、参加者によるコーラス

1996年度(平成8年度) 日時 8月24日(土)　13:30～ 会場：やまなみホール

テーマ シューベルトと遊ぼう「子どものためのクラシックコンサート」シューベルトの絵ばなし

出演者 畑　儀文(テノール)　、中塚昌昭(テノール)

1997年度(平成9年度) 日時 11月8日(土)18:30～ 会場：山南町・慧日寺

テーマ さんなんTERATERAコンサート「八百姫伝説とシューベルト」

出演者 粂井謙三、杉浦知美

1998年度(平成10年度) 日時 10月10日(土)16：00～ 会場：大歳神社

テーマ 漢方の里に秋の音　―お祭りだよシューベルト―

出演者 粂井謙三・杉浦知美(マンドリンとギター)、プーリー・アナビアン(サントゥール:ペルシャの楽器)

畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） 日時 10月11日(土)14:00～ 会場：薬草薬樹公園

テーマ 漢方の里コンサート「ハーブの香り漂う中で…」

出演者 粂井謙三・杉浦知美(マンドリンとギター)、ティルマン・クレーマー(ピアノ)、中塚昌昭(テノール)

中村朋子(ソプラノ)、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 日時 9月17日(日)　18:30～ 会場：奥公民館

テーマ 「笹倉鉄平とシューベルト」

出演者 ベルリン青少年アコーディオンイニシャティブ、粂井謙二・杉浦知美(マンドリンとギター）　

2001年度(平成13年度) 日時 10月14日(日)　15:00～ 会場：常徳寺

テーマ 「観音さまとシューベルト」

出演者 粂井謙三、杉浦知美(マンドリンとギター)、中塚昌昭(テノール)、中村朋子(ソプラノ)、

フィリピン少数山岳民族アエタ族(特別出演)

2002年度(平成14年度) 日時 １０月１２日（土 ）14:00～16:00 会場：也足時本堂前境内

テーマ 「くうやのみてらのコンサート」

出演者  西本　淳（サクソフォン）、中村明子（ソプラノ）、中塚昌明（テノール）、北村　文 （ハープ）、岩尾城太鼓

2003年度(平成15年度) 日時 9 月28 日（日）13:30～  会場：川代公園

テーマ 「川面に映えるシューベルト」

出演者 中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）、粂井謙三（マンドリン）、城村奈都子（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 日時 10月2日(土）14:00～ 会場：親縁寺

テーマ ≪月かげコンサート》～月かげの至らぬ里はなけれどもながむる人の心にぞすむ（法　然上人詠歌）～

出演者 片山優陽（ ピアノ）、中村朋子（ ソプラノ）、安田華子（ヴァイオリン ）、中塚昌昭（ テノール ）

2005年度（平成17年度） 日時 9月10日（土）18:30 ～0 会場：延命寺

テーマ サフラン寺に響け　おさん茂兵衛・シューベルト

出演者 中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）、粂井謙三（マンドリン）、杉浦知美（ギター）

、城村奈都子（ピアノ）

2006年度(平成18年度) 日時 9月30日（土）14.00～ 会場：狭宮神社

テーマ 「狭宮の杜とともに～八子太夫(やつごたゆう)の縁を偲んで」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、井上麻子（サクソフォン）、山口裕佳理（サクソフォン）、

高畑次郎（サクソフォン）、中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）

2007年度(平成19年度) 日時 9月24（月・祝）15：00～ 会場：JR加古川線久下村駅前

テーマ  さんなん街角久下村駅前コンサート～ローカルの中のローカルを楽しもう～

出演者 アレキサンドル シェヴチェンコ（バヤーン）、中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）

2008年度(平成20年度) 日時 10月26日（日）14:00～ 会場：大地農園アースマターズ  ギャラリー創業者記念館

テーマ 緑為す大地に奏でる

出演者 パブロ・エスカンデ（ピアノ）、中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）

山南



６　街角コンサート⑫

2009年度(平成21年度) 日時 10月25日（日）14：00～ 会場：山南中学校

テーマ 緑の風にブラスを乗せて

出演者 中塚昌昭（テノール）、西本　淳（サクソフォン）、西尾 麻貴（ピアノ）、山南中学校吹奏楽部

2010年度(平成22年度) 日時 10月24日(日)14:00～ 会場：谷川　正覚寺　

テーマ 「さんなん街角コンサート『正覚寺編』」

出演者 安永早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）、出口智子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）、福永圭子（メゾソプラノ）

2011年度(平成23年度) 日時 10月2日（日）15：00～ 会場：薬草薬樹公園・リフレッシュ館

テーマ 山南街角コンサート　リフレッシュ館編～ギターが醸すノスタルジー心と体をリフレッシュ～

出演者 藤井敬吾（ギター）、中塚昌昭（テノール）、藤井由美（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 日時 ９月30日（日） 14：00～16：00 会場：白鹿神社

テーマ 山南街角コンサート inしろしか

出演者 井本英子(ピアノ)、中塚昌昭(テノール)、安永早絵子(打楽器)

2013年度(平成25年度) 日時 10月6日(日)14:00～ 会場：石龕寺

テーマ さんなん街角コンサートin 石龕寺～　岩屋寺　仁王の里に木霊して　心に唄う　ヴィオロンの音とともに～

出演者 田邉織恵(ソプラノ)、辻本明日香(ヴァイオリン)、畑儀文(テノール)、井本英子(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 日時 10月4日(土）14:00～ 会場：長慶院

テーマ さんなん街角コンサート in 長慶院～共に奏でん　心の花園～

出演者 大槻朱里(ソプラノ)、井本英子(ピアノ)、森本英希(フルート他)

2015年度（平成27年度） 日時 10月25日（日）14:00～ 会場：ＪＲ福知山線 下滝駅前

テーマ さんなん街角コンサートin SHIMOTAKI～歌声を汽笛にのせて、よみがえれタンバティタニス・アミキティアエ～

出演者 城村奈都子（ピアノ）、中塚昌昭（テノール）、福永圭子（メゾソプラノ）、中島悦子（ヴィオラ）

曲目 線路は続くよどこまでも、いい日旅立ち、じょんがら節、かごかき、海の声、シューベルト：４つのワルツ、

シューベルト：ます、アヴェマリア、楽興の時　第３番、即興曲op.90－2、落葉松、底力のタンゴ　　

アーサーサリバン：オペラ”ミカド”よりナンキプーのアリア、赤とんぼ、シューベルト：アルペジオーネソナタ　第一楽章、

鎮められた憧れ、宗教的な子守唄、涙そうそう、心の旅

2016年度（平成28年度） 日時 10月29日（土）14:00～ 会場：小新屋観音

テーマ さんなん街角コンサート　in KONIYA～人々の温かさに触れて和む心～

出演者 大槻朱里（ソプラノ）、ヤンネ館野（ヴァイオリン）、井本英子（ピアノ）

曲目 プッチーニ：誰も寝てはならぬ、私のお父さん、モンティ：チャルダッシュ、ピアソラ：鮫

シューベルト：セレナーデ、野バラ、ピアソラ：リベルタンゴ、山田耕作：赤とんぼ、小学校唱歌：村祭り、

葉加瀬太郎：情熱大陸、レハール：メリー・ウィドウ・ワルツ

2017年度(平成29年度) 日時 11月4日（土）14:00～ 会場：常勝寺客殿

テーマ さんなん街角コンサート　in　JYOSYOJI～幸いを運んでくれるお寺にて～

出演者 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、田邉織恵（ソプラノ）、井本英子（ピアノ）

曲目 クライスラー ： 愛の悲しみ、フレデリック・ロウ：　踊り明かそう、山田耕筰： あわて床屋

さだまさし： 秋桜、メンデルスゾーン ： 歌のつばさ、サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン、ピアソラ ： アベマリア

モーツァルト ： 恋とはどんなものかしら、プッチーニ： 私のいとしいお父さん、ヘンデル ：涙の流れるままに、

シューベルト： 野ばら、 至福、デズモンド ： テイク・ファイブ、ロブランド ： ユー・レイズ・ミー・アップ

ウイリアムズ： タンゴ、井本英子： ずいずいずっころばしパラフレーズ、野上彰：  落葉松、山田耕筰 ： 赤とんぼ

2018年度(平成30年度) 日時 9月29日（土）14:00～ 会場：小川地域づくりセンター

テーマ さんなん街角コンサートin おがわ～心静かにゆったりと～

出演者 稲本　渡（クラリネット）、城村奈都子（ピアノ）、篠原美幸（ソプラノ） 

201９年度(令和元年度) 日時 10月20日(日)14:00～16:00 会場：坂尻里山

テーマ さんなん街角コンサートin　さかじり～里山森の音楽会～

出演者 畑　儀文(テノール)、稲本　渡(クラリネット)、城村　奈都子(ピアノ)、崔　勝貴(サクソフォン)

山南



６　街角コンサート⑬

1995年度(平成7年度) 日時 10月７日(土)14：00～ 会場：陶の郷

テーマ さぎ草コンサート

出演者 畑　儀文、安成明美、小南智恵、弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) 日時 10月5日(土)14：00～ 会場：ぐるめ農園

テーマ まきばの音楽会

出演者 管楽器を中心とした演奏

1997年度(平成9年度) 日時 10月4日(土)13：00～ 会場：陶の郷付近里山にて

テーマ 木洩陽コンサート

出演者 畑　儀文、安成明美、木津田楽、木洩陽コーラス、ウィンドカンパニー金管合奏団

1998年度(平成10年度) 日時 9月27日(日)13：30～ 会場：陶の郷里山林

テーマ こもれびコンサート・その２―虚空蔵の山ふところに、歌声ひびき―

出演者 ロンド・シャンテ(混声合唱)、神谷　徹(ストロー笛)、安成明美(ソプラノ)、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） 日時 11月7日(日))13：30～ 会場：上立杭・陶の郷付近里山

テーマ 里山コンサート「ふるさとの音・風景」

出演者 ジョン・カンギュン(オカリナ)

2000年度（平成12年度） 日時 9月30日(土)18:30～ 会場：今田商工会館

テーマ 「ムーンライトコンサート」～今宵ひとときこんだの郷～

出演者 ロンドシャンテ、ギターとフルートシンシアアンサンブル、パーカッションアンサンブル

2001年度(平成13年度) 日時 9月30日(日)　13:00～ 会場：今田新田・さぎそうホール

テーマ 「ひっくり回(か)えるオモチャ箱」

出演者 ロンド・シャンテ(コーラス)、ゴスペル(コーラス)、ケンタッキー(KHB)、今田中学校吹奏楽部

2002年度(平成14年度) 日時 ９月２３日（祭・月）18:00～ 会場：今田町商工会館　屋外特設ステージ

テーマ 「今宵あなたとセレナーデ」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、井出智佳子（ピアノ）、ＦＯＰ トリオ アンサンブル、県多紀ハッピーボーイズ

2003年度(平成15年度) 日時 10 月18 日（土）15:00～  会場：今田和田寺

テーマ 「伽藍堂コンサート」

出演者 ヘルツォーク英理香（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

2004年度(平成16年度) 日時 9月26日(日）14:00 ～ 会場：和田寺伽藍堂

テーマ 「伽藍堂コンサート」

出演者 春木浩子（ハープ）、篠原美幸（ソプラノ）

2005年度（平成17年度） 日時 10月23日（日）14:00 ～ 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ 陶(つち)に響くコンサート

出演者 畑　儀文（テノール）、アレキサンドル・チェヴチェンコ　（アコーディオン）

2006年度(平成18年度) 日時 10月14日（土) 17：30～　 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ 「陶(つち)に響くコンサート」（篠山市上立杭4）

出演者 スイートポテトオカリナ合奏団

2007年度(平成19年度) 日時 9月30（日）14：00～ 会場：篠山市立さぎそうホール

テーマ  Schubertiade Tamba YouthProject feat.楽空間～歌え！響け!舞い上がれ！～

出演者 西本　淳（サクソフォン）、林　典子（ピアノ）、丹波篠山楽空間（演舞）

2010年度(平成22年度) 日時 10月23日(土)14:00～ 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ こんだの森で音のイリュージョン!!

出演者 安永早絵子（打楽器）、出口智子（打楽器）、安成明美(ソプラノ）、園田尊子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 日時 11月3日（木）15：00～ 会場：ぬくもりの郷

テーマ こんだ温もりコンサート

出演者 斉藤建寛（チェロ）、掛水さよ（ソプラノ・三味線）、細見理恵（ピアノ）

今田



６　街角コンサート⑭

2012年度(平成24年度) 日時 11月１日(木)14:00～ 会場：ぬくもりの郷

テーマ こんだ温もりコンサート

出演者 斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)、市川えり子(フルート)

2013年度(平成25年度) 日時 10月28日(月)14:00～ 会場：こんだ薬師温泉ぬくもりの郷

テーマ こんだ温もりコンサート

出演者 松原友(テノール)、篠部信宏(バス)、大渕雅子(ピアノ)、畑儀文(テノール)

2014年度(平成26年度) 日時 9月15日(月・祝）14:00～ 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ 美術館からの贈り物 ～森の中のコンサート～

出演者 畑儀文(テノール)、斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)

2015年度（平成27年度） 日時 9月21日（月・祝）14:00～ 会場：兵庫陶芸美術館研修棟 セミナー室

テーマ 森の中のコンサート～やきものの里からの贈り物～

出演者 城村奈都子（ピアノ）、松原友（テノール）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

2016年度（平成28年度） 日時 9月24日（土）14:00～ 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ こんだ街角アフタヌーンコンサート～やきものの里からの贈り物～

出演者 井本蝶山（尺八）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

曲目 NHKスペシャル　世界里山紀行：里山メインテーマ、W.H.スクワイア：タランテラ

Ｇ．カサド：親愛のことば、山本邦山：竹の四季より”秋”、宮城道雄：春の海、中尾都山（編）：鶴の巣籠もり

日本の童謡：紅葉、赤とんぼ、J.S.バッハ：G線上のアリア、ジャズメドレー、中村泰士：川の流れのように

2017年度(平成29年度) 日時 10月28日（土）14:00～ 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ こんだ街角アフタヌーンコンサート～色づくやきものの里でひとときを～

出演者 伊左治道生（ヴァイオリン）、斎藤建寛（チェロ）、細見理絵（ピアノ）

曲目 Ｊ．パッヘルベル：カノン、灰田有紀彦：鈴懸けの径、服部良一：蘇州夜曲、大中寅二：椰子の実

Ｆ．シューベルト：アルペジョーネ・ソナタ　イ短調より　第１楽章、アヴェ・マリア

Ｊ．Ｈ．シュメルツァー：チャッコーナ、Ｊ．Ｓ．バッハ：ヴァイオリンソナタ　ト長調　ＢＷＶ１０２１より　第１楽章、

カーペンターズ：青春の輝き、Ａ．ピアソラ：天使の死、Ｇ．ガーシュイン：ス・ワンダフル、

いずみたく：見上げてごらん夜の星を、Ｆ．シューベルト：シューベルティアーデたんばのうた

2018年度(平成30年度) 日時 9月23日（日）14:00～ 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ こんだ街角コンサート～やきものの里に響く秋の調べ～

出演者 稲本　渡（クラリネット）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 日時 10月14日(月祝)14:00～16:00 会場：兵庫陶芸美術館

テーマ こんだ街角コンサート～秋深まる陶芸の里から～

出演者 釋　伸司(ヴァイオリン)、斎藤 建寛(チェロ)、細見 理恵(ピアノ)

今田



６　街角コンサート⑮

1995年度(平成7年度) 日時 10月14日(土) 会場：西谷公民館

テーマ ざぶとんコンサート

出演者 畑　儀文、白川深雪、今井しょうこ、福井　聡、松園洋二

1996年度(平成8年度) 日時 10月5日(土)19：00～ 会場：西紀南小学校多目的ホール

テーマ ざぶとんコンサートパートⅡ

出演者 畑　儀文(テノール)、サンガ・サラスバティ弦楽四重奏団

1997年度(平成9年度) 日時 10月４日(土) 会場：西紀北幼稚園プレイルーム

テーマ ざぶとんコンサートパートⅢ

出演者 畑　儀文、幸田聡子、田口友子

1998年度(平成10年度) 日時 10月11日(日) 会場：黒豆の館

テーマ ざぶとんコンサートパートⅣ ―リュートとうたの夕べ―

出演者 佐野健二(リュート)、平井満美子(うた)　、畑　儀文(おはなし)

1999年度（平成11年度） 日時 10月11日(土)19:30～ 会場：篠山市役所西紀支所

テーマ ざぶとんコンサート・パートⅤ

出演者 モニカ・ブルストマン(ソプラノ)、幸田聡子(ヴァイオリン)

2000年度（平成12年度） 日時 10月21日(土)　14:00～

テーマ 「ざぶとんコンサートin にしきパートⅥ」

出演者 ふぁるべ(邦楽アンサンブル、春木浩子（ハープ）

2001年度(平成13年度) 日時 11月11日(日)14:00～　 会場：黒豆の館

テーマ 「ざぶとんコンサートパートⅦ」 　

出演者 ティルマン・クレーマー(ピアノ)、白崎済美(マリンバ)、ジャック・アモン(ピアノ)

2002年度(平成14年度) 日時 １０月１２日（土）19:00～ 会場：黒豆の館

テーマ 「ざぶとんコンサート Ⅷ～シューベルトがJAZZになったら」

出演者 Jazz Band BLACK YELLOW；　山田和作（ピアノ）、浜野明浩（ドラム）、笹井克彦（ベース） 、

田所優子（ヴォーカル） 、伊与田茂弘（トランペット）

2003年度(平成15年度) 日時 １０ 月１１ 日（土）19:00～ 会場：黒豆の館

テーマ 「ざぶとんコンサートパートⅨ」

出演者 梶谷正治（リコーダー）、ロベルト・ルーポ（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

2004年度(平成16年度) 日時 １０月９日(土）19:00～ 会場：西谷公民館 台風の為中止

テーマ ≪ざぶとんコンサートパートⅩ≫

出演者 ＭＯＶＥ 白崎済美（マリンバ）、矢野直子（マリンバ ）、池田里花（ヴァイオリン）、

ロス・アンデス 平山和志（フォルクローレ）、足立晃一郎（フォルクローレ）

2005年度（平成17年度） 日時 10月1日（土）19:00～ 会場：西紀南小学校

テーマ ざぶとんコンサート パートXI

出演者 　西本　淳（サクソフォン）、原田恭子（ピアノ） 

2006年度(平成18年度) 日時 10月22日（日）18：00～　　 会場：黒豆の館

テーマ 「ざぶとんコンサート パートXII」

出演者 西本　淳（サクソフォン）、井上麻子（サクソフォン）、山口裕佳理（サクソフォン）

高畑次郎（サクソフォン）

2007年度(平成19年度) 日時 10月27（土）18：30～ 会場：龍駒山　松隣寺

テーマ  ざぶとんコンサート　パートⅩⅢ ～おかえりなさい　幸田さと子さん～

出演者 幸田さと子（ヴァイオリン）、萩原吉樹（ピアノ）

2008年度(平成20年度) 日時 10月11日（土）18:30～ 会場：黒豆の館

テーマ 「ざぶとんコンサート　パートⅩⅣ」

出演者 井本英子（ピアノ）、清水淳子（朗読）

西紀



６　街角コンサート⑯

2009年度(平成21年度) 日時 10月4日（日）18：30～ 会場：黒豆の館

テーマ ざぶとんコンサートXV～「オーストリア」と「モンゴル」黒豆の里での不思議なコラボ～

出演者 畑　儀文（テノール）、卜部凡夫（馬頭琴）、エリカ・ヘルツォーク（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 日時 10月2日（土）18：30～ 会場：黒豆の館

テーマ 乙女たちのシューベルト

出演者 酒井友里菜（ピアノ）、酒井友芙未（ピアノ）、南　里　沙（ハーモニカ）、音楽グループ「コスモス」

2011年度(平成23年度) 日時 11月11日（金）19：00～ 会場：西紀南小学校

テーマ ファイナル前夜祭シューベルトin西紀

出演者 BHChor(男声合唱団）、大槻朱里（ソプラノ）、城村　奈都子（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 日時 11月3日(木)18:30～ 会場：黒豆の館

テーマ さぶとんコンサートⅩⅧ～黒豆の秋里で美しき調べを～

出演者 井本英子(ピアノ)、平岡洋子(フルート)、今江雅美(ソプラノ)

2013年度(平成25年度) 日時 9月28日（土）18:30～ 会場：黒豆の館

テーマ ざぶとんコンサートⅩⅨ～心に響く音楽が流れる黒豆の里～

出演者 河野仁美(ソプラノ)、斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 日時 10月11日（土）18:30～ 会場：「ｱｽｸﾚﾋﾟｵｽ像」広場【西紀支所横】

テーマ ざぶとんコンサート　ⅩⅩ～「ｱｽｸﾚﾋﾟｵ像」広場の夜に響くｼｭｰﾍﾞﾙﾄの調べ～

出演者 畑儀文（テノール）、森本英希（フルート）、井本英子（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 日時 9月27日（日）14:00～ 会場：社会福祉法人「和寿園」

テーマ ざぶとんコンサートXXI～「和寿園」に響くシューベルトのやさしい調べ～

出演者 福永圭子（メゾソプラノ）、高橋麻子（ピアノ）、ヤンネ舘野（ヴァイオリン）

曲目 シューベルト：鱒、セレナーデ、アヴェ・マリア、バッハ：ロ短調ミサより‘われら主をほめ’

シベリウス：ヴァイオリンコンチェルトより　第２楽章、山田耕筰：この道、小林秀雄：落葉松

2016年度（平成28年度） 日時 10月22日（土）14:00～ 会場：社会福祉法人「和寿園」

テーマ ざぶとんコンサートＸＸⅡ～「和寿園」に響くやさしい調べ～

出演者 八田亜哉香（ヴォーカル）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

曲目 《第一部》Ｆ.シューベルト：野ばら、Ｃ．ヒューター：たそがれ時の語らい

Ｗ．Ｈ．スクワイア：タランテラ、Ａ．メンケン：「美女と野獣」より“Ｂｅａｕｔｙ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｂｅａｓｔ”

服部良一：蘇州夜曲、原　信夫：真っ赤な太陽、エルトン・ジョン：「ライオン・キング」より“Ｃｉｒｃｌｅ　Ｏｆ　Ｌｉｆｅ”

Ｊ．Ｓ．バッハ：Ｇ線上のアリア、中村八大：上を向いて歩こう

小田美紀（南相馬市小高中学校平成２４年度卒業生作詞）：群青、Ｆ．シューベルト：至福「シューベルティアーデたんば」

2017年度(平成29年度) 日時 10月22日（日）14:00～ 会場：社会福祉法人「和寿園」

テーマ ざぶとんコンサートXXⅢ～古楽器と歌で奏でるやさしい調べ～

出演者 伊左治　道生（バロック・ヴァイオリン）、進元　一美（ソプラノ）、佐野　健二（リュート＆１９世紀ギター）

曲目 ヴェネツィア民謡より：３人娘と一緒に、角野寿和・青葉紘季：３６５日の紙飛行機、シューベルト：舞曲集

梁田貞：どんぐりころころ、渡辺茂：たき火、大中恩：大人のマーチ、久石譲：となりのトトロ、シューベルト：アヴェ・マリア

バッハ：プレリュード、カッチーニ：アモーレよ、何を待っているのか？、モンテヴェルディ：苦しみはかくも快く

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン・ソナタ作品２の３より、パーセル：美しき島、ヘンデル：私を泣かせて下さい

武満徹：小さな空、シューベルト：至福（シューベルティアーデたんばの歌）、古楽器製作者：平山照秋様ご紹介

2018年度(平成30年度) 日時 10月14日（日）14:00～ 会場：社会福祉法人「和寿園」

テーマ ざぶとんコンサートXXⅣ～３人の愉快な音楽家と過ごす心暖まるひと時～

出演者 稲本　渡（クラリネット）、篠部　信宏（バス）、佐渡　春菜（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 日時 10月13日(日)14:00～16:00 会場：社会福祉法人「和寿園」

テーマ ざぶとんコンサートXXⅤ～心に沁みるコンサート　3人の音楽家の物語～

出演者 松原　友(テノール)、井本 英子(ピアノ)、赤松 由夏(ヴァイオリン) 

西紀



６　街角コンサート⑰

1995年度(平成7年度) 日時 10月29日(日)　16:00～ 会場：西尾家旧酒蔵

テーマ 山よ緑よふるさとよ　酒の蔵コンサート

出演者 畑　儀文、田村博子、田中清人、岸田　久、丹南コーラス

1996年度(平成8年度) 日時 9月7日(土)　17:00～ 会場：長者屋敷(四季の森)

テーマ 「長者屋敷コンサート」

出演者 畑　儀文(テノール)、田村博子(ソプラノ)、杉浦知美(ギター)、粂井謙三(マンドリン)、ゆう・ゆう・ゆう(コーラス）

1997年度(平成9年度) 日時 10月19日(日）10：00～

テーマ 音楽ここかしこ―丹南町あちこちに歌声がひびきわたります―

出演者 畑　儀文、田村博子、赤い鳥、ゆう・ゆう・ゆう他

1998年度(平成10年度) 日時 9月5日(土)　16:00～ 会場：お菓子の里丹波(野外)

テーマ ディフロイデ(喜び)　丹波の秋 ―ひと足早い収穫祭―

出演者 ホルンカルテット、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） 日時 10月2日(土)14:00～ 会場：龍蔵寺

テーマ 山に抱かれて―龍蔵寺コンサート―

出演者 アレキサンドル・チェヴチェンコ(アコーディオン)、畑　儀文(テノール)、ゆう・ゆう・ゆう(コーラス)

2000年度（平成12年度） 日時 9月17日(日)14:00～ 会場：茶の里会館

テーマ 茶の里コンサート

出演者 ベルリン青少年アコーディオンイニシャティブ、小玉晃(バリトン)、園田尊子(ピアノ)

北斗星(和太鼓と津軽三味線）

2001年度(平成13年度) 日時 10月28日(日)14:00～ 会場：長者屋敷(四季の森公園)

テーマ 「長者の杜から～第二章～」

出演者 林　秀茂(シンセサイザー)、沈　兵(楊琴)、

ヴォーカルアンサンブル「ラ・フォーレ」：安成明美、小南智恵、田村博子、園田尊子

2002年度(平成14年度) 日時 １０月２０日（日）14:00～ 会場：大山小学校

テーマ 森のおやまのコンサート

出演者 藤村匡人（バリトン）、田村博子（ソプラノ）、長谷智子（ピアノ）、荒木千鶴（ピアノ）

筑波山麓男声合唱団

2003年度(平成15年度) 日時 ９ 月２３ 日（祝・火）15:00～  会場：味間小学校

テーマ 「ガーデンコンサート　～光と風につつまれて～」 

出演者 中村朋子（ソプラノ）、上田希（クラリネット）、荒木千鶴（ピアノ）、　「はなうた」

味間小のゆかいな仲間たち

2004年度(平成16年度) 日時 10月30日(土)14:00～ 会場：西尾邸 酒蔵

テーマ 酒・蔵クラ・シックに行こう♪～失われたロマンを求めて～

出演者  ツェーガー・ファンデルスティーネ（テノール）、前川尚子（ピアノ）

2005年度（平成17年度） 日時 9月3日（土）14:00 ～ 会場：西尾邸 酒蔵

テーマ お箏(こと)とフルートと音(おっと)っと～音を肴に蔵で酔う～

出演者 片岡リサ（箏）、平岡洋子（フルート）、コール・トワ（コーラス） 

2006年度(平成18年度) 日時 10月21日（土）14：00～　　 会場：丹波並木道中央公園

テーマ 「古民家で聴いてみんか？来てみんか？（ハープとヴァイオリン）」

出演者 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、春木浩子（ハープ）　ほか

2007年度(平成19年度) 日時 10月20（土）13：30～ 会場：丹波並木道中央公園内「古民家」

テーマ  丹波並木道中央公園開園記念コンサート～悠久の森で奏でる調べ～

出演者 周琪（楊琴）、堀井さやか（ピアノ）、ゴスペルソウルサウンド（ゴスペル）

2008年度(平成20年度) 日時 9月27日（土）14:00～ 会場：大沢八幡神社

テーマ 「こだまする村の鎮守のコンサート」～ソプラノデュオとピアノによる秋の調べ～

出演者 井上麻子（ソプラノ・サクソフォン）、西本　淳（アルト・サクソフォン）、津村美妃（テナー・サクソフォン）

高畑次郎（バリトン・サクソフォン）、今江雅美（ソプラノ）、前川直美（ソプラノ）、中川ようこ（ピアノ）

2009年度(平成21年度) 日時 9月12日（土）14：00～ 会場：妙楽寺（油井）

テーマ 古き良き日本の風景♪初秋♪～深川和美の童謡サロン～

出演者 深川和美（ソプラノ）、多久雅三（ピアノ）、前田雄輝 （ヴァイオリン）、堀井さやか（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 日時 10月9日(土)14:00～ 会場：城南小学校多目的　

テーマ 城南の風はノスタルジアにのって

出演者 アンサンブル・ラ・ジェム（木管アンサンブルフルート・クラリネット・ホルン・ファゴット・ピアノ）

丹波國（男声合唱団）

丹南

会場：大山荘市民農園、真南条中公民館、四季の森会館
前/住吉台防災コミセン



６　街角コンサート⑱

2011年度(平成23年度) 日時 10月1日（土）14：00～ 会場：大山小学校「ふれあい館」

テーマ 大山音魂♪温もり繋がりコンサート

出演者 藤井敬吾（ギター）、藤井由美（ピアノ）、童謡唱歌をひろめる会「ほほえみ大山」

2012年度(平成24年度) 日時 10月20日(土)14:00～ 会場：大沢八幡神社

テーマ 悠久の杜・心に響く音だま♪言だま♥「音楽玉手箱」 

出演者 山内千穂(マリンバ・打楽器)、堀井さやか(ピアノ)、河南秀和(お話)

2013年度(平成25年度) 日時 10月19日(土)13:00～ 会場：南矢代公民館

テーマ 丹南街角コンサートありがとう公民館 シューベルトの音色で

出演者 大槻朱里(ソプラノ)、粂井謙三(マンドリン)、杉浦智美(ギター)

2014年度(平成26年度) 日時 11月1日（土）18:30～ 会場：篠山市立中央図書館

テーマ 楽（らく）・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ・楽（がく）

出演者 畑儀文（テノール）、城村奈都子（ピアノ）、安永早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ他）、コール・トワ（コーラス）

2015年度（平成27年度） 日時 9月26日（土）14:00～ 会場：城南小学校

テーマ 『みんなが歌う 子守唄の世界』～ピアノの調べに寄せて～

出演者 城村奈都子（ピアノ）、大槻朱里（ソプラノ）

曲目 シューベルトの子守唄、モーツアルトの子守唄、ブラームスの子守唄

2016年度（平成28年度） 日時 10月30日（日）14:00～ 会場：高蔵寺

テーマ ドイツから、もみじのお寺に奏でる～ふるさと帰りコンサート～

出演者 ヨアヒム・カール・シェーファー（トランペット）、千鶴・ベーメ（ピアノ）

曲目 花は咲く、風になりたい、赤とんぼ、マックス・レーガー：ロマンス、中田　喜直：ちいさい秋見つけた、

Ｆ・シューベルト：秋、メンデルスゾーン：「無言歌集」より　甘い思い出、過ぎ去った幸福、紡ぎ歌、　

アイルランド民謡：夏の名残のばら、知らない国々、

ジュール・レヴィ：大ロシア幻想曲、ロベルト・シューマン：子どもの情景　Ｏｐ．１５　めずらしいお話、鬼ごっこ、

おねだり、満足、大事件夢、炉ばたで、木馬の騎士むきになっておどかし子供は眠る、詩人のお話、

ジャン・バティス・アルバン：「ヴェネチアの謝肉祭」、F・シューベルト：アヴェ マリア

2017年度(平成29年度) 日時 10月8日（日）14:00～ 会場：丹波並木道中央公園茅葺民家

テーマ 古民家?ノスタルジア～V×P＋チェロ＝ん？～

出演者 伊左治　道生（ヴァイオリン）、井本　英子（ピアノ）、堀毛　宏章（チェロ）

曲目 エルガー：愛の挨拶、ロドリゲス：ラ・クンパルシータ、シュメルツァー：チャッコーナ、山田耕筰：この道

服部良一：青い山脈、小口太郎：琵琶湖周航の歌、シューベルト：アヴェマリア、メンケン：美女と野獣、

ミランダ：どこまでも～モアナと伝説の海、シューベルト：ヴァイオリン・ソナタ　第１番　２楽章

角野寿和　青葉紘季 作曲：３６５日の紙飛行機、槇原敬之：世界に一つだけの花

シューベルト：至福（シューベルティアーデたんばの歌）

2018年度(平成30年度) 日時 10月28日（日）14:00～ 会場：願勝寺

テーマ みんなで　お寺で　輪音！

出演者 稲本　渡（クラリネット）、アンサンブルノーヴェ（マンドリン）、BHChor（男声コーラス）

201９年度(令和元年度) 日時 11月３日(日)14:00～16:00 会場：宗玄寺

テーマ 宿場のお寺でコンサート

出演者 釋　伸司(ヴァイオリン)、井本　英子(ピアノ)、大橋　ジュン(ソプラノ)

丹南



６　街角コンサート⑲

1995年度(平成7年度) 日時 ９月26日(火)19：00～　 会場：春日神社

テーマ 鎮守の森クラシックライブ

出演者 畑　儀文、弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) 日時 9月17日(火)　14：00～ 会場：篠山町保健センター

テーマ 生命にとどけマタニティーコンサート　「シューベルトが聞こえますか」

出演者 畑　儀文(テノール)

日時 9月17日(火)19：00～ 会場：誓願寺本堂

テーマ 伽藍堂心やすらぎのコンサート

出演者 畑　儀文(テノール)、ゼーガー・ファンデルステーネ(テノール)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

日時 10月4日(金)　13：30～ 会場：日置小学校

テーマ 158人のシューベルト

出演者 畑　儀文(テノール)

1997年度(平成9年度) 日時 9月13日(土)　14：00～ 会場：篠山町保健センター

テーマ 生命にとどけ マタニティーコンサート・

出演者 コール・コラーレ

日時 10月18日(土)10:00～ 会場：雲部小学校

テーマ 雲部の里“やまびこコンサート”

出演者 神谷　徹、ロスアンデス、畑　儀文

日時 11月9日(日)14：00～ 会場：太寧寺

テーマ 伽藍堂コンサート・パート・ 「畑　儀文ふるさとに歌う」

出演者 畑　儀文、ゼーガ・ファンデルステーネ

1998年度(平成10年度) 日時 9月6日(日)　15：00～ 会場：春日神社

テーマ かじかの里のフォスター

出演者 県多紀ハッピーボーイズ、畑　儀文(テノール)

日時 9月19日(土)16：00～ 会場：少林寺

テーマ 伽藍堂コンサート・パート・　―白秋の空のヴィオロンの調べ―

出演者 幸田聡子(ヴァイオリン) 、ティルマン・クレーマー(ピアノ)、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） 日時 10月16日(土)13：00～ 会場：篠山東中学校

テーマ 絵になる音楽会「みずのき～篠山～ローザンヌ」

出演者 ティルマン・クレーマー(ピアノ)、畑　儀文(テノール)

日時 10月30日(土)16：00～ 会場：蟠龍庵

テーマ 伽藍堂コンサート・パート ・

出演者 畑　儀文(テノール)ほか

2000年度（平成12年度） 日時 10月28日(土)　11:00～ 会場：大芋公民館

テーマ 「昔話で音楽会」

出演者 大森幹子(オルガン)、篠山混声合唱団(有志)、城東公民館語り部講座の皆さん

日時 11月11日(土)14:00～ 会場：善導寺

テーマ 「伽藍堂コンサートpart５」

出演者 セーガー・ファンデルステーネ（テノール）、松田佳美（ソプラノ）、前川尚子（ピアノ）

2001年度(平成13年度) 日時 11月10日(土)　13:30～15:00 会場：篠山チルドレンズミュージアム

テーマ 「木の実ちゃん音楽とであう」

出演者 ティルマン・クレーマー(ピアノ)、ジャック・アモン(ピアノ) 

日時 11月16日(金)　19:00～ 会場：観福寺

テーマ 「伽藍堂コンサート part 6」（篠山市春日江）

出演者 稲本　響(ピアノ)

2002年度(平成14年度) 日時 ９月２８日（土）14:00～ 会場：やまゆりホーム

テーマ 「山ゆりの里の子守唄」

出演者 多川響子（ピアノ）、前田佳世（ソプラノ）、Andante Coro（ア・カペラ）

篠山



６　街角コンサート⑳

2002年度(平成14年度) 日時 １０月２６日（土） 14:00～16:00 会場：大仙寺

テーマ 「伽藍堂コンサート　Part ７」

出演者 ジャック・アモン（ピアノ）、河江 優（ピアノ）、上田　希（クラリネット）、河江 優（ピアノ）、

地元歌声サークル

2003年度(平成15年度) 日時 9 月14 日（日）15:00～ 会場：清陰寺

テーマ 伽藍堂コンサート羽束川の清流によせてPart8 

出演者 中村朋子（ソプラノ）、ティルマン・クレーマー（ピアノ）、

日時 10 月6 日（月）10:30～  会場：市立篠山養護学校

テーマ 「こころ輝くピアノの調べ」

出演者 中村朋子（ソプラノ）、畑儀文（テノール）、ロベルト・ルーポ（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 日時 ９月１８日(土）19:00～ 会場：禅昌寺

テーマ 伽藍堂コンサートＰａｒｔ９ ～福住に浄瑠璃あり～

出演者 高本一郎（ギター)、樋口美紀（ソプラノ)、能勢浄瑠璃、竹本美広軒（太夫 ）、高見均（三味線）

2005年度（平成17年度） 日時 10月30日（日）14:00 ～ 会場：多聞寺

テーマ 伽藍堂コンサート Part 10～筱見の滝、清流によせて～

出演者 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、梅村幸江（ヴァイオリン）、マルクス・ペリ（チェロ）、

長谷川順子（コントラバス） 

2006年度(平成18年度) 日時 9月10日（日）14：00～ 会場：久昌禅寺

テーマ 「伽藍堂コンサート Part11　～おくもの里に笛の音が響くとき」

出演者 森本英希（フルート）、春木浩子（ハープ）

日時 11月4日（土）14：00～　　 会場：八上小学校

テーマ 「丹波で発見！虹色音楽」

出演者 ゼバスティアン・マンツ（クラリネット）　ほか 

2007年度(平成19年度) 日時 10月27（土）15：00～ 会場： コミュニティーカフェみーつけた

テーマ  シューベルトの秋みーつけた

出演者 赤松由夏（ヴァイオリン）、中島悦子（ヴィオラ）、後藤敏子（チェロ）、長谷川順子（コントラバス）、

城村奈都子（ピアノ）

2008年度(平成20年度) 日時 １０月１９日（日） 15:00～17:00 会場：中立舎

テーマ 「ふるさとの秋み～つけた」

出演者 奥田しげみ（ソプラノ） 井本英子（ピアノ）

2009年度(平成21年度) 日時 11月15日 (日) 10：30～ 会場：洞光寺

テーマ 名刹に紅葉の映える音楽会

出演者 松村 京子（フルート）、出野 貴子（ピアノ）、郷幸 明代（琴）、上羽 いずみ（十七弦）

県多紀ハッピーボーイズ

2010年度(平成22年度) 日時 10月16日(土)10:00～ 会場：磯宮八幡神社（城東小隣り）

テーマ お宮の杜の音あそび」～磯の宮に裸榧の実るころ～

出演者 前田繁実（指揮）、堀井さやか（ピアノ）、山内千穂（マリンバ）、

県多紀ハッピーボーイズ（フォークソング）、城東大好き合唱団

2011年度(平成23年度) 日時 ９月23日（金）14：00～ 会場：旧後川小学校跡

テーマ 羽束川の清流によせて

出演者 藤井敬吾（ギター）、藤井由美（ピアノ）、大槻朱里（ソプラノ）

2012年度(平成24年度) 日時 ９月29日（土）14：00～ 会場：妙福寺

テーマ 昭和レトロの町並みに響く  音のあや取り

出演者 大塚由貴(フルート)、田中靖二(ギター)、井本英子(ピアノ・編曲)

篠山



６　街角コンサート㉑

2013年度(平成25年度) 日時 9月15日（日）14：00～ 会場：旧篠山市立畑小学校

テーマ 篠山街角コンサート～みたけの郷に　人ありて　歌ありて～

出演者 畑儀文(テノール)、喜多光三(ﾋﾟｱﾉ･ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ)

2014年度(平成26年度) 日時 11月1日（土）14:00～ 会場：春日神社

テーマ 二十年目の街角

出演者 畑儀文（テノール）、井本英子（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 日時 ９月２３日（水・祝） 11:00～12:30 会場：旧小島うば車店

テーマ みんなちがって　みんないい～音楽の力で　心のバリアフリー～

出演者 城村奈都子（ピアノ）、畑儀文（テノール）、赤松由夏（ヴァイオリン）、後藤敏子（チェロ）、

2016年度（平成28年度） 日時 11月10日（木）18:30～ 会場：篠山城大書院

テーマ 古城に響く幽玄の世界公開

出演者 井本蝶山（尺八）、マルーシャ・グロシェリ（フルート）、正田温子（篠笛）、長谷部瑞季（ピアノ）

城村奈都子（ピアノ）

曲目 シューベルト：ます、滝廉太郎：荒城の月、小学校唱歌：村祭り　、童謡：夕焼け小焼け、山本邦山：甲乙、　　

日本の秋メドレー（もみじ・里の秋・真っ赤な秋）、日本の四季メドレー（さくら、みかんの花咲く丘、赤とんぼ、冬景色）

W・Ｆ・バッハ：フルートソナタ　、シューベルト：楽興の時、セレナーデ、宮城道雄：春の海、長沢勝俊：秋の一日

序曲・どんぐりごままわそう・いわし雲みつけた・祭囃子がよんでいる、終曲

2017年度(平成29年度) 日時 ９月２２日（金）18:30～ 会場：篠山城大書院

テーマ 古城に響く幽弦の世界

出演者 伊左治　道生（ヴァイオリン）、井本　蝶山（尺八）、井本　英子（ピアノ）

曲目 （１部）　滝　廉太郎：荒城の月、山本邦山：甲乙、ベートーヴェン：メヌエット、ゴセック：ガボット

ボッケリーニ：メヌエット、パッヘルベル：カノン

（２部）　ドビュッシー：月の光、サンサーンス：白鳥、シューベルト：セレナーデ、ドリーブ：ピチッカート

シューベルト：ヴァイオリンソナタ第１番１楽章、秋の童謡メドレー（紅葉・里の秋・赤とんぼ）、エルガー：愛の挨拶

2018年度(平成30年度) 日時 11月7日（水）18:30～ 会場：旧小島うば車店

テーマ 公開レッスンという名の音楽会

出演者 稲本　渡（クラリネット）、ティルマン・クレーマー

201９年度(令和元年度) 日時 9月20日(金)18:30～ 会場：篠山城大書院

テーマ ～古城に響く幽弦の世界～

出演者 釋　伸司(ヴァイオリン)、齊藤 建寛(チェロ)、細見 理恵(ピアノ)

篠山



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場①
年度 学校名 出演者

1995年度(平成7年度)
データ不明

1996年度(平成8年度)
データ不明

1997年度(平成9年度)

データ不明

1998年度(平成10年度)

キンコンカンコンサート
柏原町立崇広小学校

畑　儀文(テノール)、多川智子(ヴァイオリン)、多川響子(ピアノ)、 宮川昌司(ギター)、コーラス風、
崇広小音楽クラブ、氷上少年少女合唱団

キンコンカンコンサート
今田町立今田小学校

花室奈知(マリンバ)、横田直子(マリンバ)

キンコンカンコンサート
春日町立黒井小学校

畑　儀文(テノール)、岩國晃子(クラリネット)

1999年度（平成11年度）
データ不明

2000年度（平成12年度） 篠山市、氷上郡内の小学
校

2001年度(平成13年度)

丹波地区・各小学校

2002年度(平成14年度)

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀小学校

平岡洋子（フルート）ほか

キンコンカンコンサート
市島町立前山小学校

平岡洋子（フルート）、春木浩子(ハープ）

キンコンカンコンサート
青垣町立神楽小学校

春木浩子(ハープ）

2003年度(平成15年度)

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀小学校

中村朋子（ソプラノ）、畑　儀文（テノール）、　ロベルト・ルーポ（ピアノ）

キンコンカンコンサート
青垣町立遠阪小学校

中塚昌昭（テノール）、中村朋子（ソプラノ）、進藤昭子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立城南小学校

平岡洋子（フルート）、大塚由貴（フルート）、梅崎有希（フルート）、 春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
春日町立船城小学

春木浩子（ハープ）

2004年度(平成16年度)
キンコンカンコンサート
篠山市立城南小学校

マルティン ローゼマ（フルート）、パウリーネ ファン デア マルク（フルート）、高本一郎（ギター ）
畑儀文（テノール）

キンコンカンコンサート
山南町立久下小学校

マルティン ローゼマ（フルート）、パウリーネ ファン デア マルク（フルート）、高本一郎（ギター ）
畑儀文（テノール）

キンコンカンコンサート
篠山市立八上小学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
青垣町立青垣中学

高本一郎（ギター）、樋口美紀（ソプラノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

春木浩子（ハープ）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場②
年度 学校名 出演者

2005年度（平成17年度）

キンコンカンコンサート
丹波市立黒井小学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
丹波市立中央小学校

ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

多川響子（ピアノ）、多川智子（ヴァイオリン）

キンコンカンコンサート
篠山市立城南小学校

多川響子（ピアノ）、多川智子（ヴァイオリン）

キンコンカンコンサート
丹波市立柏原中学校

多川響子（ピアノ）、多川智子（ヴァイオリン）

キンコンカンコンサート
丹波市立山南中学校

ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、篠原美幸（ソプラノ）、春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
丹波市立氷上中学校

多川響子（ピアノ）、多川智子（ヴァイオリン）

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、平原あゆみ（ピアノ）

2006年度(平成18年度)
キンコンカンコンサート
篠山市立西紀小学校

不明

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立崇広小学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立黒井小学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立市島中学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立柏原中学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立西小学校

不明

キンコンカンコンサート
篠山市立村雲小学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立大路小学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

不明

キンコンカンコンサート
篠山市立古市小学校

不明

キンコンカンコンサート
丹波市立遠阪小学校

不明

キンコンカンコンサート
兵庫県立篠山産業高等
学校東雲校

不明



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場③

年度 学校名 出演者

2007年度(平成19年度)

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山東中学校

伊藤真理子（第一ヴァイオリン）、梶栗麻紀（第二ヴァイオリン）、豊嶋奈由美（ヴィオラ）、
大橋友子（チェロ）、城村奈都子（ピアノ）  、畑　儀文（テノール）

キンコンカンコンサート
丹波市立黒井小学校

安永早絵子（打楽器）、池田安友子（打楽器）、荻野こずえ（打楽器）

キンコンカンコンサート
丹波市立柏原中学校

藤川　健（チューバ）、植田浩徳（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
篠山市立古市小学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
丹波市立崇広小学校

中島悦子（ヴィオラ）、林　典子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立西小学校

中島悦子（ヴィオラ）、林　典子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立城北小学校

 中村朋子（ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、　城村奈都子（ピアノ）、 畑　儀文（テノール）

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀小学校

上田　希（フルート）、蜷川千佳（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立大山小学校

中村朋子（ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立氷上中学校

西本　淳（サクソフォン）、林　典子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立船城小学校

中村朋子（ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、　　城村奈都子（ピアノ）、 畑　儀文（テノール）

キンコンカンコンサート
丹波市立大路小学校

中村朋子（ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立遠阪小学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山小学校

春木浩子（ハープ）

2008年度(平成20年度)
キンコンカンコンサート
丹波市立黒井小学校

片岡リサ（琴）

キンコンカンコンサート
丹波市立崇広小学校

片岡リサ（琴）

キンコンカンコンサート
丹波市立神楽小学校

中村朋子  （ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、　城村奈都子（ピアノ） 、畑　儀文  （テノール）

キンコンカンコンサート
丹波市立西小学校

中村朋子  （ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、　城村奈都子（ピアノ） 、畑　儀文  （テノール）

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀南小学校

藤川　健（チューバ）、植田浩徳（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立大路小学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
丹波市立柏原中学校

西本　淳  （サクソフォン）、井手智佳子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀小学校

片岡リサ（琴）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場④
年度 学校名 出演者

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山東中学校

中村朋子  （ソプラノ）、西本　淳  （ソプラノサクソフォン）、津村美妃  （アルトサクソフォン）、
山口裕佳理（テナーサクソフォン）、谷　良介  （バリトンサクソフォン）

キンコンカンコンサート
篠山市立福住小学校

西本　淳  （サクソフォン）、井手智佳子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立後川小学校

片山優陽（ピアノ）、森本麻美（ピアノ）、久斗理恵（フルート）、 清水綾音（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立大山小学校

春木浩子（ハープ）

キンコンカンコンサート
篠山市立城北小学校

片岡リサ（琴）

キンコンカンコンサート
丹波市立遠阪小学校

中村朋子  （ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、畑　儀文  （テノール）

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀北小学校

中塚昌昭  （テノール）、中村朋子  （ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、西尾麻貴  （ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

後藤典子　（ソプラノサクソフォン）、西本　淳　（アルトサクソフォン）、山口裕佳理（テナーサクソフォン）、
高畑次郎  （バリトンサクソフォン）

2009年度(平成21年度)

キンコンカンコンサート
篠山市立日置小学校

畑　儀文（テノール）、中村朋子（ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立黒井小学校

安田哲也（オルガン）、中村朋子（ソプラノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立上久下小学校

中塚昌昭（テノール）、山下香織  （ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山東中学校

春木浩子（ハープ）、西本　淳（サクソフォン）

キンコンカンコンサート
丹波市立鴨庄小学校

多川響子（ピアノ）、金子鈴太郎（チェロ）

キンコンカンコンサート
篠山市立古市小学校

ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、藤本恵子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立大山小学校

安永早絵子（打楽器）、安永友昭  （打楽器）

キンコンカンコンサート
篠山市立後川小学校

活田真理（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立西紀小学校

赤松由夏（ヴァイオリン）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
丹波市立前山小学校

畑　儀文（テノール）、中村朋子（ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立城北小学校

畑　儀文（テノール）、中村朋子（ソプラノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

西本　淳（サクソフォン）、關口康祐（ピアノ）、三原　萌  （フルート）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑤

年度 学校名 出演者

キンコンカンコンサート
丹波市立遠阪小学校

ミロスラフ・ケイマル（トランペット）、渡辺治子（ピアノ）

2010年度(平成22年度)

キンコンカンコンサート
丹波市立和田中学校

高本一郎（リュート）、樋口美紀（ソプラノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山東中学校

成川昭代（チェロ）、三村祥子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

カタリーナ・ヴィデル（リコーダー）、パトリ パトリック・カールソン（リュート）、高橋明日香（リコーダー）

キンコンカンコンサート
兵庫県立柏原高等学校

片山優陽（ピアノ）、岡本雄一（テノール）

ふるさと音楽広場
丹波市立芦田小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、泉山民衣（サクソフォン）

ふるさと音楽広場
丹波市立黒井小学校

泉山民衣（サクソフォン）、三村祥子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立古市小学校

成川昭代（チェロ）、三村祥子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立今田小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、泉山民衣（サクソフォン）

ふるさと音楽広場
篠山市立岡野小学校

春木浩子（ハープ）、西山永里子（サクソフォン）

ふるさと音楽広場
丹波市立上久下小学校

中塚昌昭（テノール）、山下香織（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立篠山小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、泉山民衣（サクソフォン）

ふるさと音楽広場
篠山市立城北小学校

赤松由夏（ヴァイオリン）、酒井友芙未（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立春日部小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、安成友美恵（ソプラノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立大芋小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、泉山民衣（サクソフォン）

ふるさと音楽広場
丹波市立前山小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、泉山民衣（サクソフォン）

ふるさと音楽広場
丹波市立崇広小学校

竹内さおり（琴）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑥

年度 学校名 出演者
2011年度(平成23年度)

キンコンカンコンサート
兵庫県立柏原高等学校

赤松由夏(ヴァイオリン)、　城村奈都子(ピアノ)

キンコンカンコンサート
篠山市立東中学校

南里沙(ハーモニカ)

キンコンカンコンサート
丹波市立和田中学校

西本淳(サクソフォン)、井手智佳子(ピアノ)

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山中学校

西本淳(サクソフォン)、井手智佳子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立味間小学校

成川昭代(チェロ)、大槻朱里（ソプラノ）、三村祥子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立神楽小学校

河口結子(鍵盤ハーモニカ)、梅谷浩子(鍵盤ハーモニカ)、酒井友芙未(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立西小学校

河口結子(鍵盤ハーモニカ)、梅谷浩子(鍵盤ハーモニカ)、三村祥子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立新井小学校

泉山民衣(サクソフォン)、三村祥子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立大山小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立八上小学校

サクソフォンアンサンブル；『四風音(シフォン)』；西山永里子(ソプラノ)、本庄美香(アルト)

ふるさと音楽広場
丹波市立佐治小学校

安永早絵子(打楽器)、田邉織恵(ソプラノ)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立畑小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立吉見小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立城南小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

2012年度(平成24年度)

キンコンカンコンサート
兵庫県立柏原高等学校

西本淳(サクソフォン)、井手智佳子(ピアノ)

キンコンカンコンサート
丹波市立和田中学校

ふじかわ健(チューバ)、萩原恵里(ピアノ)

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山東中学校

西本淳(サクソフォン)、井手智佳子(ピアノ)



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑦
年度 学校名 出演者

ふるさと音楽広場
丹波市立久下小学校

成川昭代(チェロ)、大槻朱里(ソプラノ)、三村祥子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立南小学校

大槻朱里(ソプラノ)、谷田奈央(メゾソプラノ)、三村祥子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立船城小学校

泉山民衣(サクソフォン)、真鍋和子(オーボエ)、三村祥子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立北小学校

春木浩子(ハープ)

ふるさと音楽広場
丹波市立進修小学校

畑儀文(テノール)、大槻朱里(ソプラノ)、井本英子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立城東小学校

泉山民衣(サクソフォン)、出口智子(打楽器)、　城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立竹田小学校

菊池佳奈子(ヴァイオリン)、掛水さよ(ソプラノ)、堀井さやか(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立西紀小学校

春木浩子(ハープ)

ふるさと音楽広場
丹波立遠阪小学校

サクソフォンアンサンブル『四風音（シフォン）』；西山永里子(ソプラノ)、本庄美里(アルト)、
五十川邦夫(テナー)

ふるさと音楽広場
篠山市立西紀北小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

2013年度(平成25年度)

キンコンカンコンサート
丹波市立和田中学校

南里沙(ｸﾛﾏﾁｯｸﾊｰﾓﾆｶ)

キンコンカンコンサー
ト篠山市立篠山東中学校

井本英子(ピアノ)、　小山亜希(ヴァイオリン)

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

掛水さよ(三味線･ｿﾌﾟﾗﾉ)、」井さやか(ピアノ)

キンコンカンコンサート
篠山市立丹南中学校

春木浩子(ハープ)

キンコンカンコンサート
兵庫県立柏原高等学校

ヤンネ舘野(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)、ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｴｽｶﾝﾃﾞ(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立鴨庄小学校

大槻朱里(ソプラノ)、畑儀文(テノール)、方山裕里(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立和田小学校

小山亜希(ヴァイオリン)、森本英希(フルート)、方山裕里(ピアノ)



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑧
年度 学校名 出演者

ふるさと音楽広場
丹波市立三輪小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立小川小学校

掛水さよ(三味線･ｿﾌﾟﾗﾉ)、小山亜希(ヴァイオリン)、酒井友芙未(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立大路小学校

西山永里子(ソプラノ)、本庄美里(アルト)、五十川邦夫(テナー)、八瀬織江(バリトン)

ふるさと音楽広場
篠山市立西紀南小学校

菊池佳奈子(ヴァイオリン)、山内千穂(打楽器)、堀井さやか(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立中央小学校

畑儀文(テノール)、新穂優子(トランペット)、佐渡春菜(ピアノ)

ふるさと音楽広場
篠山市立福住小学校

春木浩子(ハープ)

ふるさと音楽広場
篠山市立村雲小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立東小学校

安永早絵子(打楽器)、泉山民衣(サクソフォン)、城村奈都子(ピアノ)

2014年度(平成26年度)

キンコンカンコンサート
篠山市立篠山東中学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
兵庫県立氷上西高等学校

山内千穂（打楽器）、堀井さやか（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立丹南中学校

成川昭代（チェロ）、真壁泰江（ピアノ）

キンコンカンコンサート
兵庫県立柏原高等学校

谷風佳孝（鍵盤ハーモニカ、フルート）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立神楽小学校

春木浩子（ハープ）

ふるさと音楽広場
丹波市立久下小学校

大槻朱里（ソプラノ）、菊池佳奈子（ヴァイオリン）、佐渡春菜（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立南小学校

大槻朱里（ソプラノ）、小山亜希（ヴァイオリン）、井本英子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立芦田小学校

小山亜希（ヴァイオリン）、山内千穂（打楽器）、堀井さやか（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立城東小学校

泉山民衣（サクソフォン）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市八上小学校

田中佑子（ヴァイオリン）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑨

年度 学校名 出演者

ふるさと音楽広場
丹波市立遠阪小学校

泉山民衣（サクソフォン）、安永早絵子（打楽器）、　城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立大芋小学校

大槻朱里（ソプラノ）、森本英希（フルート）、方山裕里（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立西紀北小学校

西山永里子（ソプラノサックス）、本庄美里（アルトサックス）、五十川邦夫（テナーサックス）、
八瀬織江（バリトンサックス）

ふるさと音楽広場
篠山市立味間小学校

田中佑子（ヴァイオリン）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

2015年度（平成27年度）

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

ヤンネ舘野(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)、ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｴｽｶﾝﾃﾞ(ピアノ)

キンコンカンコンサート
兵庫県立氷上西高等学校

大槻朱里（ソプラノ）、中村早希（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立丹南中学校

ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、宮田雅代（ピアノ）

キンコンカンコンサート
兵庫県立柏原高等学校

西村清志（トランペット）、佐渡春菜（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立春日部小学校

後藤敏子（チェロ）、成川昭代（チェロ）

ふるさと音楽広場
丹波市立鴨庄小学校

安永早絵子（マリンバ）、安永友昭（マリンバ）

ふるさと音楽広場
丹波市立三輪小学校

梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ）、河口結子（鍵盤ハーモニカ）

ふるさと音楽広場
丹波市立和田小学校

赤松由夏（ヴァイオリン）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立城北畑小学校

城村奈都子（ピアノ）、小山亜希（ヴァイオリン）

ふるさと音楽広場
丹波市立船城小学校

安永早絵子（マリンバ）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立西小学校

井本英子（ピアノ）、萩原合歓（ヴァイオリン）、春木浩子（ハープ）

ふるさと音楽広場
篠山市立篠山小学校

城村奈都子（ピアノ）、大槻朱里（ソプラノ）、赤松由夏（ヴァイオリン）、谷風佳孝（フルート）

ふるさと音楽広場
篠山市立今田小学校

斎藤建寛（チェロ）、田中祐子（ヴァイオリン）、細見理恵（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立大路小学校

春木浩子（ハープ）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑩

年度 学校名 出演者
2016年度（平成28年度）

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

安永早絵子（打楽器）、安永友昭（打楽器）

キンコンカンコンサート
丹波市立柏原中学校

南　里沙（クロマチックハーモニカ）、多田恵美子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立丹南中学校

西本　淳（サクソフォン）、井手智佳子（ピアノ）

キンコンカンコンサート
兵庫県立氷上西高等学
校

梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ）、河口結子（鍵盤ハーモニカ）

ふるさと音楽広場
丹波市立春日部小学校

上田浩子（クラリネット）、泉山民衣（サクソフォン）、　細見理恵（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立神楽小学校

新穂優子（トランペット）、森岡佐和（トロンボーン）、　中桐綾奈（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立久下小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立小川小学校

春木浩子（ハープ）

ふるさと音楽広場
篠山市立城南小学校

斎藤建寛（チェロ）、田中佑子（ヴァイオリン）、　細見理恵（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立芦田小学校

安永早絵子（打楽器）、泉山民衣（サクソフォン）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立城東小学校

大槻朱里（ソプラノ）、谷風佳孝（フルート）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立古市小学校

藤川　健（アコーディオン）、南　麻紀（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立遠阪小学校

春木浩子（ハープ）

ふるさと音楽広場
篠山市立西紀北小学校

春木浩子（ハープ）

2017年度(平成29年度)

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

新穂優子（トランペット）、中桐綾奈（ピアノ）

キンコンカンコンサート
兵庫県立氷上西高等学
校

田邉織恵（ソプラノ）、村崎　愛（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立東小学校

安永早絵子（打楽器）、安永友昭（打楽器）、茶屋淳子（トランペット）



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑪

年度 学校名 出演者

ふるさと音楽広場
丹波市立和田小学校

安永早絵子（打楽器）、江戸聖一郎（フルート）、河合珠江（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立吉見小学校

安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、茶屋淳子（トランペット）

ふるさと音楽広場
篠山市立城東小学校

斎藤建寛（チェロ）、大槻桃子（ヴァイオリン・ヴィオラ）、細見理恵（ピアノ）

2018年度(平成30年度)

キンコンカンコンサート
兵庫県立氷上西高等学
校

谷風佳孝（フルート・鍵盤ハーモニカ）

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

上田　希（クラリネット）、森本ゆり（ピアノ）

キンコンカンコンサート
篠山市立丹南中学校

辻本恵理香（ヴァイオリン）、辻本明日香（ヴァイオリン）

ふるさと音楽広場
丹波市立和田小学校

森本英希（フルート）、松本　剛（オーボエ）、　淡島宏枝（ファゴット）

ふるさと音楽広場
丹波市立東小学校

茶屋淳子（トランペット）、矢巻正輝（トロンボーン）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立黒井小学校

森本英希（フルート）、鹿岡晃紀（テノール）、城村　奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立竹田小学校

斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）、中島義博（ファゴット）

ふるさと音楽広場
篠山市立岡野小学校

安永早絵子（打楽器）、安永友昭（打楽器）、江戸聖一郎（フルート）

ふるさと音楽広場
丹波市立上久下小学校

上田浩子（クラリネット）、泉山民衣（サクソフォン）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立西紀北小学校

細見理恵（ピアノ）、成川昭代（チェロ）、井本蝶山（尺八）

ふるさと音楽広場
丹波市立鴨庄小学校

小坂智美（ホルン）、末岡希和子（トランペット）、　小寺智絵（ピアノ）

ふるさと音楽広場
丹波市立船城小学校

上田浩子（クラリネット）、泉山民衣（サクソフォン）、城村奈都子（ピアノ）

ふるさと音楽広場
篠山市立城東小学校

茶屋淳子（トランペット）、矢巻正輝（トロンボーン）、城村奈都子（ピアノ）

201９年度(令和元年度)

キンコンカンコンサート
丹波市立青垣中学校

岡山理絵（オーボエ）、井本英子(ピアノ)

キンコンカンコンサート
丹波篠山市立丹南中学
校

井本蝶山（尺八）、菊武粧子(箏)



７　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場⑫
年度 学校名 出演者

ふるさと音楽広場
丹波市立崇広小学校

茶屋淳子(トランペット)、城村奈都子(ピアノ)、安永早絵子(打楽器)

ふるさと音楽広場
丹波市立久下小学校

茶屋淳子(トランペット)、城村奈都子(ピアノ)、安永早絵子(打楽器)

ふるさと音楽広場
丹波市立上久下小学校

吉住直子(ソプラノ)、城村奈都子(ピアノ)、下林一也(バリトン)

ふるさと音楽広場
丹波市立北小学校

安永早絵子(打楽器、)松尾依子(クラリネット)、城村奈都子(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波市立前山小学校

安永早絵子(打楽器)、安永友昭(打楽器)、江戸聖一郎(フルート)

ふるさと音楽広場
丹波篠山市立城東小学
校

稲本　渡(クラリネット)、辻　翔太郎(打楽器)、沼光絵理佳(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波篠山市立篠山小学
校

稲本　渡(クラリネット)、辻　翔太郎(打楽器)、河内仁志(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波篠山市立西紀小学
校

稲本　渡(クラリネット)、今西彩菜(ヴァイオリン)、沼光絵理佳(ピアノ)

ふるさと音楽広場
丹波篠山市立城北畑小
学校

斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)、木寺里穂(サクソフォン)

ふるさと音楽広場
丹波篠山市立味間小学
校

辻　翔太郎(打楽器)、西谷　夏 (打楽器)、吉田周平(打楽器)、　松川小麦(打楽器)



８　ホールコンサート出演者（名前）①
年度

1995年度(平成7年度)

イョルク・デームス(ピアノ)
ゼーガー・ファンデルステーネ
（テノール）

ルツ・レスコヴィッツ
(ヴァイオリン)

ユリウス・ベルガー(チェロ)
ヴェレーナ・クラウゼ
(ソプラノ)

田中　純(バス)
ザルツブルグゾリステン
(弦楽)

テレマン室内管弦楽団 篠山鳳鳴高等学校合唱部 柏原高等学校コーラス部

1996年度(平成8年度)
フランソワーズ・グローベン
(チェロ)

小川典子(ピアノ)
ゼーガー・ファンデルステーネ
（テノール）

トーマス・シューベルト
（ピアノ）

マックスファン・エグモント
(バリトン)

奥　千恵子
(フォルテピアノ)

カルミナカルテット
（弦楽四重奏）

1997年度(平成9年度) ヘンシェル・カルテット
(弦楽四重奏)

イヨルク・デームス(ピアノ)
トーマス・シューベルト
(指揮)

モニカ・ブルストマン
(ソプラノ)

渡邊由美子(アルト)

ゼーガー・ファンデルステーネ
(テノール)

井上敏典(バリトン)
コードリベットコール
(混声合唱)

テレマン室内管弦楽団 伍　芳(中国古箏)

北野　徹(打楽器)
ペーター・シュライヤー
(テノール)

アレクセイ・リュビモフ(ピアノ)

1998年度(平成10年度)

ティルマン・クレーマー
(ピアノ)

ジョセフ・エルウォーディ
(チェロ)

ティルマン・クレーマー
(ピアノ)

幸田聡子(ヴァイオリン) 趙　静(チェロ)

足立さつき(ソプラノ)
トーマス・シューベルト
(ピアノ)

1999年度（平成11年度）
アレキサンドル・チェヴチェンコ
(アコーディオン)

テレマン室内管弦楽団・室内合
唱団

丹波地区少年少女合唱団 海外招聘アーティスト 足立さつき(ソプラノ)

トーマス・シューベルト
(ピアノ)

ロジャー・ヴィニォールズ
(ピアノ)

2000年度（平成12年度）

畑　儀文(テノール)
ベルリン青少年アコーディオン
イニシアティブ

須田　祥子(ヴィオラ)
ティルマン・クレーマー
(ピアノ)

小川　明子(アルト)

幸田　聡子(ヴァイオリン)
トーマス・シューベルト
(ピアノ)

2001年度(平成13年度)

稲本　響(ピアノ)
ティルマン・クレーマー
(ピアノ)

ジャック・アモン(ピアノ) 稲本　響(ピアノ) 畑　儀文(テノール)

2002年度(平成14年度)

西本　淳(サクソフォン) 足立さつき(ソプラノ) スイートポテト(オカリナ合奏団) 畑　儀文(テノール) 岡部佐恵子(ピアノ)

田中明子(ピアノ) 伊藤ルミ(ピアノ) ルドヴィート・カンタ(チェロ) 西本　淳（サクソフォン） ジャック・アモン（ピアノ）

井戸柄里（ヴァイオリン） 竹花千景（ピアノ） 平岡洋子（フルート）
武庫川女子大コーラス部
(合唱)

2003年度(平成15年度)

中村朋子（ソプラノ）
ティルマン・クレーマー
（ピアノ）

畑儀文（テノール） 城村奈都子（ピアノ） イェルク・デームス（ピアノ）

テレマン室内合唱団 林　　裕（チェロ） 上田　希（クラリネット）

2004年度(平成16年度)

河合隼雄（文化庁長官） 片山優陽（ピアノ） 三村祥子（ピアノ） 中村朋子（ソプラノ） 畑儀文（テノール）

中塚昌昭（テノール） 藤村匡人（バリトン 高本一郎（ギター) 古典四重奏団弦楽四重奏; 川原千真（ヴァイオリン）

花崎淳生（ヴァイオリン） 三輪真樹（ヴィオラ） 田崎瑞博（チェロ） シューベルティアーデ合唱団 三田松聖高等学校コーラス部

Kammer Chor P S 足立尚樹（合唱指揮) 小山恵実（ピアノ）
マルティンローゼマ
（フルート）

パウリーネファンデアマルク
（フルート）

河合雅雄（丹波の森公苑長）
ウルスラ フィードラー
（ソプラノ）

小林道夫（ピアノ） ボリス ベクテレフ（ピアノ）

2005年度（平成17年度） 西本　淳
（アルト．サクソフォン）

井上麻子
（ソプラノ．サクソフォン）

鈴木恵美
（テナー．サクソフォン）

吉岡一郎
（バリトン．サクソフォン）

畑　儀文（テノール）

ヤンネ・舘野
（ヴァイオリン）

中山育美（ピアノ） 岡本　昭（バンドネオン） 幕内弘司（コントラバス） 高谷光信（指揮）

グリーン交響楽団
アレキサンドル・チェヴチェンコ
（アコーディオン）

中村朋子（ソプラノ） 丹波篠山男声合唱団 舘野　泉（ピアノ）

駒ヶ嶺ゆかり（メゾソプラノ） 水月恵美子（ピアノ） 山口　潤（ホルン） 中塚昌昭（テノール） 萩原次己（バリトン）

青木耕平（バリトン） 蒲生絢子（ホルン） 渋井　満（ホルン）

出演者



８　ホールコンサート出演者（名前）②
2006年度(平成18年度)

森本英希(フルート) 大渕雅子(ピアノ) 畑儀文（テノール）
ルドルフ・マイスター
(ピアノ)

ヤンネ・舘野(ヴァイオリン)

大谷史子（ヴァイオリン） 姜　高光（ヴィオラ） 曽田　健（チェロ） 中村朋子（ソプラノ） 勝本早織（ソプラノ）

吉住直子（ソプラノ） 福永圭子（アルト） 丹波篠山男声合唱団
ゼバスティアン・マンツ
（クラリネット）

春木浩子（ハープ）

安永紀子（アルト） テレマン室内管弦楽団

2007年度(平成19年度)

中島悦子（ヴィオラ）
 レオニード・ソロコフ
（ヴァイオリン）

右近恭子（ピアノ） 畑　儀文（テノール）
坂本利文
(ヴィオラ・ダ・ガンバ）

平山照秋（おはなし）
ヘンシェルカルテット
（弦楽四重奏）

2008年度(平成20年度)

パブロ・エスカンデ（ピアノ） 中村朋子（ソプラノ） 篠部信宏 (バス) 畑　儀文（テノール） 三橋桜子（ピアノ）

老田裕子（ソプラノ） 多川響子（ピアノ） 福永吉宏（フルート）
ヤンネ・舘野
（ヴァイオリン）

中田美穂（ヴィオラ）

長谷川順子          　　          （コ
ントラバス）

曽田　健（チェロ）
アレキサンドル・シェヴチェンコ
（バヤーン）

2009年度(平成21年度)

篠部信宏（バス） 畑儀文（テノール） 中村朋子（ソプラノ） 福永圭子（アルト） 渡辺治子（ピアノ）

ミロスラフ・ケイマル
（トランペット）

三原　萌（フルート）

2010年度(平成22年度)

安永早絵子（打楽器）
酒井友里菜、酒井友芙未
（ピアノ）

アレキサンドル・シェヴチェンコ
（バヤーン）

城村奈都子（ピアノ） 畑儀文（テノール）

カタリーナ・ヴィデル
（リコーダー）

パトリック・カールソン
（リュート）

池田安友子（打楽器） 内山光知子（打楽器） 高鍋歩（打楽器）

高橋明日香（リコーダー） 森本英希（リコーダー） 谷風佳孝（鍵盤ハーモニカ）
河口結子
（鍵盤ハーモニカ・編曲）

梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ）

2011年度(平成23年度)

藤井敬吾（ギター）
舘野ヤンネ
（ヴァイオリン）

高橋麻子（ピアノ） 上田英治（ギター） 上田ちよ（ギター）

岩崎慎一（ギター） BHChor(男声合唱団） 斉藤建寛（チェロ） 大槻朱里（ソプラノ） 森本英希（フルート）

ペーター・コヴァーチ
（ヴィオラ）

藤井由美（ピアノ）

2012年度(平成24年度)

井本英子（ピアノ・編曲） 萩原合歓（ヴァイオリン） 後藤俊子（チェロ） 福永吉宏（フルート） 畑儀文（テノール）

朴瑛実(ソプラノ)
ＴＨＥ ＢＡＲＢＥＲＳ＆ＢＩＳＨＯＰ
Ｓ         （男声合唱）

吉岡克典(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ) 安永早絵子(打楽器) 城村奈都子(ピアノ)

2013年度(平成25年度)

松原友(テノール) 大渕雅子(ピアノ) 畑儀文(テノール)
ヴィタリー・ユシュマノフ
(バリトン)

アレクサンダー・シェフチェンコ
(バヤーン)

マチェイ・ゴルビオヴスキー
(クラリネット)

パブロ・エスカンデ
(ピアノ)

小玉晃(バリトン) 篠部信宏(バス)

2014年度(平成26年度)

畑儀文（テノール） ガハプカ奈美（ソプラノ） 松原友（テノール） 篠部信宏（バス）
ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ・ｶﾞﾊﾌﾟｶ
（ｸﾗﾘﾈｯﾄ）

城村奈都子（ピアノ）
ニツァン・バルタナ
（ヴァイオリン）

ティルマン・クレーマー
（ピアノ）

中島悦子（ヴィオラ） 久元祐子（ピアノ）

成川昭代(チェロ)
長谷川順子
(コントラバス)

成川昭代(チェロ)
長谷川順子
(コントラバス)

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの歌コンクール
最優秀賞受賞者

2015年度（平成27年度）

城村奈都子（ピアノ）
森本英希
（クラシカルフルート）

伊佐治道生
（バロックヴァイオリン）

畑儀文（テノール）
ニーヴェン・デリヤン
（トロンボーン）

井本蝶山（尺八） 畑儀文（テノール・指揮） 朴瑛実（ソプラノ） 関西フィルハーモニー合唱団

2016年度（平成28年度）

井本 蝶山（尺八） 勝井 粧子（箏） 畑 儀文(テノール)
マルーシャ・グロシェリ
（フルート）

正田温子（篠笛）

長谷部瑞季（ピアノ） 城村奈都子（ピアノ）

2017年度(平成29年度)

伊左治道生
（バロック・ヴァイオリン）

佐野健二
（リュート＆１９世紀ギター）

大西万喜
（ヴィオラ・ダ・ガンバ）

畑儀文（テノール）
フランツェスク・オルテガ・イ・マ
ルティ（バリトン）

村田佳生（リコーダー） 三橋桜子（チェンバロ） 城村奈都子（ピアノ）



８　ホールコンサート出演者（名前）③
2018年度(平成30年度) 稲本渡

（クラリネット）
細谷公三香
（チェロ）

澤田奈央子
（ピアノ）

畑儀文（テノール） ラック・ザビエル（フルート）

大島弥州夫（オーボエ） 桑原正善（ファゴット） 世古宗優（ホルン） 稲垣路子（トランペット） 新穂優子（トランペット）

西陽子（ホルン） 戸澤淳（トロンボーン） 上野恭子（チューバ） 松原友（テノール） パブロ・エスカンデ（ピアノ）

安永早絵子（打楽器） 安永友昭（打楽器） 内藤里美（ソプラノ） 桑原正善（ファゴット）
ティルマン・クレーマー
（ピアノ）

201９年度(令和元年度)

釋　伸司 (ヴァイオリン) 川端 直子(ヴァイオリン) 松田 美奈子(ヴィオラ) 雨田 一孝(チェロ) 関　一平(コントラバス)

稲本 渡　(クラリネット) 桑原 正善　(ファゴット) 世古宗 優(ホルン) 髙橋 麻子(ピアノ) 畑　儀文(テノール)

中村　翔太郎(ヴィオラ) 深井　千聡　(ピアノ)
ユリウス・ベルガー
(チェロ)

オリヴァー・ケルン
(ピアノ)



回 年度

イョルク・デームス
(ピアノ)

ヴェレーナ・クラウゼ
(ソプラノ)

ゼーガー・ファンデルス
テーネ（テノール）

クラウディア・ホーフェルト
(ヴィオラ)

ユリウス・ベルガー
(チェロ)

メッテ・ハンスコフ
(コントラバス)

フランソワーズ・グローベ
ン   (チェロ)

小川典子(ピアノ)
ゼーガー・ファンデルス

テーネ（テノール）
トーマス・シューベルト

（ピアノ）
マックスファン・エグモン

ト      (バリトン)
奥　千恵子

(フォルテピアノ)
カルミナカルテット

（弦楽四重奏）

イヨルク・デームス
(ピアノ)

トーマス・シューベルト
(指揮)

モニカ・ブルストマン
(ソプラノ)

ゼーガー・ファンデルス
テーネ(テノール)

伍　芳(中国古箏)
ペーター・シュライヤー

(テノール)
アレクセイ・リュビモフ

(ピアノ)

ヘンシェル・カルテット
(弦楽四重奏)

ジョセフ・エルウォーディ
(チェロ)

ティルマン・クレーマー
(ピアノ)

趙　静(チェロ)
幸田聡子

(ヴァイオリン)
足立さつき(ソプラノ)

トーマス・シューベルト
(ピアノ)

アレキサンドル・チェヴ
チェンコ　(アコーディオン)

テレマン室内管弦楽団・
室内合唱団

足立さつき(ソプラノ)
トーマス・シューベルト

(ピアノ)
ロジャー・ヴィニォールズ

(ピアノ)
丹波地区少年少女

合唱団

ベルリン青少年アコー
ディオン　　　　　　　　　イ

ニシアティブ
畑　儀文 須田　祥子(ヴィオラ)

ティルマン・クレーマー
(ピアノ)

小川　明子(アルト)
幸田　聡子

(ヴァイオリン)
トーマス・シューベルト

(ピアノ)

稲本　響(ピアノ)
赤松由夏

(ヴァイオリン)
平岡洋子(フルート) 高橋　博(クラリネット)

松岡直樹
(パーカッション)

吉川　緑
(ヴァイオリン)

角田知子(ヴィオラ)
長谷川順子
(コントラバス)

成川昭代(チェロ)
細田真平

(パーカッション)
佐々木美穂(朗読)

中村(ソプラノ)・中塚(テ
ノール)・藤村(バリトン)

西本　淳
(サクソフォン)

足立さつき(ソプラノ) 畑　儀文(テノール)
スイートポテト

(オカリナ合奏団)
中村朋子（ソプラノ）

イェルク・デームス
（ピアノ）

武庫川女子大
コーラス部(合唱)

３回

1997年度
(平成9年度)

４回

1998年度
(平成10年度)

５回

1999年度
（平成11年度）

９　ホールコンサート出演者（写真）
主な出演者

１回

1995年度
(平成7年度)

２回

1996年度
(平成8年度)

８回

2002年度
(平成14年度)

６回

2000年度
（平成12年度）

７回

2001年度
(平成13年度)

ティルマン・クレーマー(ピアノ)
ジャック(ピアノ)



回 年度

　ティルマン・クレーマー
（ピアノ）

 ロベルト・ルーポ
（ピアノ）

　畑儀文（テノール）

片山優陽（ピアノ）
マルティンローゼマ・パウ
リーネファンデアマルク

（フルート）

ウルスラ フィードラー
（ソプラノ）

河合隼雄
（文化庁長官）

河合雅雄
（丹波の森公苑長）

畑儀文（テノール） 小林道夫（ピアノ）

ポリス　ベクテレフ
（ピアノ）

中村朋子（ソプラノ） 中塚昌昭（テノール） 藤村匡人（バリトン） 高本　一郎（ギター） 三村　祥子（ピアノ）
足立尚樹

（合唱指揮）

小山恵美（ピアノ）

ヤンネ・舘野
（ヴァイオリン）

畑　儀文（テノール） 高谷光信（指揮）
アレキサンドル・チェヴ

チェンコ（アコーディオン）
中村朋子（ソプラノ）

　西本　淳
（アルトサクソフォン）

　井上麻子
（ソプラノサクソフォン）

　鈴木恵美
（テナーサクソフォン）

森本英希(フルート)
ルドルフ・マイスター

(ピアノ)
大谷史子

（ヴァイオリン）
姜　高光（ヴィオラ） 曽田　健（チェロ） 中村朋子（ソプラノ） 吉住直子（ソプラノ）

ゼバスティアン・マンツ
（クラリネット）

大渕雅子（ピアノ） 城村奈都子（ピアノ）

中島悦子（ヴィオラ）
 レオニード・ソロコフ

（ヴァイオリン）
右近恭子（ピアノ） 畑　儀文（テノール）

坂本利文
(ヴィオラ・ダ・ガンバ）

ヘンシェルカルテット
（弦楽四重奏）

パブロ・エスカンデ
（ピアノ）

中村朋子
（ソプラノ）

篠部信宏 (バス)
老田裕子
（ソプラノ）

多川響子（ピアノ）
福永吉宏
（フルート）

中田美穂
（ヴィオラ）

長谷川順子
（コントラバス）

曽田　健（チェロ）
アレキサンドル・シェヴ
チェンコ　（バヤーン）

主な出演者

９回

2003年度
(平成15年度)

１０回

2004年度
(平成16年度)

９　ホールコンサート出演者（写真）

１１回

2005年度
（平成17年度）

グリーン交響楽団

１２回

2006年度
(平成18年度)

丹波篠山男声合唱団

１３
回

2007年度
(平成19年度)

１４回

2008年度
(平成20年度)



回 年度

篠部信宏（バス） 中村朋子（ソプラノ） 福永圭子（アルト） 渡辺治子（ピアノ） 畑儀文（テノール）
ミロスラフ・ケイマル

（トランペット）
三原　萌

（フルート）

安永早絵子（打楽器）
酒井友里菜（ピアノ）酒井

友芙未（ピアノ）
アレキサンドル・シェヴ

チェンコ（バヤーン）
城村奈都子（ピアノ） 畑儀文（テノール）

高橋明日香
（リコーダー）

森本英希
（リコーダー）

谷風佳孝
（鍵盤ハーモニカ）

河口結子
（鍵盤ハーモニカ）

梅谷浩子
（鍵盤ハーモニカ）

藤井敬吾（ギター）
舘野ヤンネ

（ヴァイオリン）
高橋麻子（ピアノ） 畑儀文（テノール） 上田英治（ギター） 上田ちよ（ギター） 岩崎慎一（ギター）

BHChor
(男声合唱団）

斉藤建寛（チェロ）
大槻朱里
（ソプラノ）

森本英希
（フルート）

ペーター・コヴァーチ
（ヴィオラ）

井本英子（ピアノ） 畑儀文（テノール）
福永吉宏
（フルート）

城村奈都子
(ピアノ)

萩原合歓
（ヴァイオリン）

後藤俊子（チェロ）
吉岡克典
(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)

松原優子
安永早絵子

(打楽器)
朴瑛実(ソプラノ)

松原友(テノール) 大渕雅子(ピアノ) 畑儀文(テノール)
ヴィタリー・ユシュマノフ

( バリトン)
アレクサンダー・シェフチェン

コ　(バヤーン)
パブロ・エスカンデ       (

ピアノ)
小玉晃(バリトン)

篠部信宏(バス)
福永圭子

(メゾソプラノ)

主な出演者
９　ホールコンサート出演者（写真）

ＴＨＥ ＢＡＲＢＥＲＳ＆ＢＩＳＨＯＰＳ
（男声合唱）

１９回

2013年度
(平成25年度)

１５回

2009年度
(平成21年度)

１６回

2010年度
(平成22年度)

１７回

2011年度
(平成23年度)

１８回

2012年度
(平成24年度)



回 年度

畑儀文（テノール）
ガハプカ奈美

（ソプラノ）
松原友（テノール） 篠部信宏（バス）

ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ・ｶﾞﾊﾌﾟｶ
（ｸﾗﾘﾈｯﾄ）

城村奈都子（ピアノ）
長谷川順子
(コントラバス)

ニツァン・バルタナ
（ヴァイオリン）

ティルマン・クレーマー
（ピアノ）

中島悦子（ヴィオラ） 久元祐子（ピアノ） 成川昭代（チェロ） 森本英希（フルート） 細見理恵(ピアノ)

斎藤建寛（チェロ）

城村奈都子（ピアノ）
伊佐治道生

（バロックヴァイオリン）
森本英希

（クラシカルフルート）
ニーヴェン・デリヤン

（トロンボーン）
井本 蝶山（尺八） 朴瑛実（ソプラノ） 畑 儀文(テノール)

井本蝶山（尺八）
マルーシャ・グロシェリ

（フルート）
勝井粧子（箏） 正田温子（篠笛） 長谷部瑞季（ピアノ） 城村奈都子（ピアノ） 畑　儀文（テノール）

伊左治道生
(バロックヴァイオリン)

佐野健二
(リュート＆19世紀ギター)

大西万喜
(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

ﾌﾗﾝﾂｪｽｸ･ｵﾙﾃｶﾞ
(バリトン)

村田佳生
(リコーダー)

三橋桜子
(チェンバロ)

城村奈都子 (ピアノ) 畑　儀文(テノール)

主な出演者
９　ホールコンサート出演者（写真）

２０回

2014年度
(平成26年度)

　 関西フィルハーモニー合唱団

２３回

2017年度
(平成29年度)

２２回

2016年度
（平成28年度）

２１回

2015年度
（平成27年度）



回 年度

稲本　渡
(クラリネット)

細谷　公三香(チェロ) 澤田　奈央子(ピアノ)
ラック・ザビエル

(フルート)
大島弥州夫
（オーボエ）

桑原　正善
(ファゴット)

世古　宗優(ホルン)

稲垣　路子
(トランペット)

新穂　優子
(トランペット)

西　陽子(ホルン)
戸澤　淳

(トロンボーン)
上野　恭子
(チューバ)

松原　友(テノール)
パブロ・エスカンデ

(ピアノ)

内藤　里美(ソプラノ)
ティルマン・クレーマー

(ピアノ)
畑　儀文(テノール)

釋　伸司
(ヴァイオリン)

川端　直子
(ヴァイオリン)

松田　美奈子
(ヴィオラ)

雨田　一孝(チェロ)
関　一平

(コントラバス)
稲本　渡

(クラリネット)
桑原　正善
(ファゴット)

世古宗　優(ホルン) 髙橋　麻子(ピアノ)
中村　翔太郎

(ヴィオラ)
深井　千聡(ピアノ)

ユリウス・ベルガー
(チェロ)

オリヴァー・ケルン
(ピアノ)

畑　儀文(テノール)

主な出演者

２５回

201９年度
(令和元年度)

２４回

2018年度
(平成30年度)

９　ホールコンサート出演者（写真）



１回

音楽に寄す
（たんば田園交響ホール）

水の上で歌う
（県立丹波文化会館）

３回

教会のシューベルト
（たんば田園交響ホール）

世界のシューベルト
（丹波の森公苑ホール）

冬の旅
（たんば田園交響ホール）

４回

やっぱりシューベルト
（たんば田園交響ホール）

たっぷりシューベルト
（丹波の森公苑ホール）

午後のサロンコンサート
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

５回

子どもと一緒にシューベルト
（丹波の森公苑ホール）

ウェルカムコンサート
（今田町・さぎそうホール）

午後のサロンコンサート
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

晩秋のセレナーデト
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

６回

街角オープニングコンサート
（たんば田園交響ホール　)

「秋」奏鳴曲(ソナタ)に遊ぶ
（丹波の森公苑ホール）

サロンコンサート
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

晩秋のセレナーデ
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

ベルリン青少年アコーディオン
イニシアティブ

７回

森の響(ひびき)
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

音楽絵本
（丹波の森公苑ホール）

陶器まつ り
（今田町・陶の郷）

８回

夕やけこやけの愛のうた
（丹波の森公苑ホール）

ルドとルミの秋のロマン
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

ふたつの野ばら
（丹波の森公苑ホール ）

シューベルティアーデ

inユニトピアささやま

シューベルティアーデ
in神戸さわやかコンサート

９回

シューベルトオンステージ
（丹波の森公苑ホール）

丹波の森に楽興の時
（丹波の森公苑ホール）

 心の出逢い
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

たそがれコンサート
（神戸生活創造センター）

里山コンサート
（ささやまの森公園）

１０　コンサートの風景

1995年度(平成7年度)

1997年度(平成9年度)

1998年度(平成10年度)

1999年度（平成11年度）

2000年度（平成12年度）

2001年度(平成13年度)

2002年度(平成14年度)

2003年度(平成15年度)



１０回

少年シューベルト
（たんば田園交響ホール)

フルートデュオ
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

人生の嵐
（丹波の森公苑ホール）

文化長長官フルート
（丹波の森公苑ホール）

１１回

水上の花火
（ジーベックホール）

秋の日のヴィオロン
（お菓子の里丹波ウィーンの館）

みどりの音楽会
（たんば田園交響ホール)

神が住む森 タピオラ
（丹波の森公苑ホール）

シューベルティアーデ
in 　　神戸

１２回

菩提樹の木かげ
（兵庫県立芸術文化センター）

大書院のセレナーデ
（篠山城大書院）

１３回

ヴィオラ・ダ・たんばの夏休み
（兵庫県立芸術文化センター）

 ヴィオラ・ダ・たんばのティータ
イム（お菓子の里丹波ミオール館）

ヴィオラ・ダ・たんばの秋祭り
（丹波の森公苑ホール）

１４回

シェフ・パブロのシューベルト

たんば風～厳選素材
（お菓子の里丹波ミオール館）

シェフ・パブロのシューベルト
たんば風～創作曲発表会～

（丹波の森公苑ホール）

特別列車
「シューベルティアーデ号」

ひょうご美土里のふるさとコンサート
～うたで伝える

「水に命をかけた人」～
(兵庫県公館）

 シューベルティアーデ小野「は

ばたくはるの翔春コンサート」
（小野市うるおい交流館エクラホール）

１５回

　「『おお牧場はみどり』はチェコのう
た？！」～ＢＡＳＳが支える魅惑の

ハーモニー～
（お菓子の里丹波ミオール館）

　「ＭＹ ＷＡＹ　私の音楽人生」
（丹波の森公苑ホール）

１６回

森に、はずむ
（お菓子の里丹波ミオール館）

幼なじみの音あそび
（丹波の森公苑ホール）

ｼｭｰﾍﾞﾙﾃｨｱｰﾃﾞin佐用町
（さよう文化情報センター）

１７回

森につまびく
（お菓子の里丹波ミオール館）

森のギター四重奏
（丹波の森公苑ホール）

丹波はひとつ

京都・兵庫交流コンサート
（園部まごころステーション　陽だまり）

2006年度(平成18年度)

2007年度(平成19年度)

2008年度(平成20年度)

2009年度(平成21年度)

2010年度(平成22年度)

2011年度(平成23年度)

2005年度（平成17年度）

１０　コンサートの風景

2004年度(平成16年度)



１８回

シューベルトの

”走れメロス”！？
（お菓子の里丹波ミオール館）

森のカーニバル
（丹波の森公苑ホール）

東日本大震災被災地訪問
（宮城県女川町立第二小学校）

１９回

僕の詩（うた）
（お菓子の里丹波ミオール館）

君に響け
（丹波の森公苑ホール）

東日本大震災被災地訪問
（宮城県山元町立山下第二小学校）

２０回

シューベルト・ミニオペラ集

～二十年のドラマ～
（お菓子の里丹波ミオール館）

シューベルト・ガラコンサート～二十

（はたち）の祝祭
（丹波の森公苑ホール）

たんばにありがとう音楽会
（丹波の森公苑多目的ルーム）

シューベルトの歌コンクール　本選
（たんば田園交響ホール）

東日本大震災被災地訪問
（南三陸町立志津川小学校）

２１回

シューベルトはこんな音色を

聞いていた
（お菓子の里丹波ミオール館）

東日本大震災被災地訪問
（気仙沼市立中井小学校）

２２回

森の小夜曲
（お菓子の里丹波ミオール館）

たてよこななめ　楽に寄す（丹波
の森公苑ホール）

～井本蝶山～尺八リサイタル（ライフ
ピアいちじま大ホール）

東日本大震災被災地訪問
（石巻市立釜小学校）

２３回

弦の脈動
（お菓子の里丹波ミオール館）

バロックの響

スペインの声シューベルトの心
（丹波の森公苑ホール）

The Asterisk Octet 3rd Concert～

八つの輝ける星からうまれる至極の

ハーモニー～
（日本キリスト教団東梅田教会）

東日本大震災被災地訪問
（仙台市立岡田小学校）

２４回

ぼくの大好きなクラリネット
（お菓子の里丹波ミオール館）

車内演奏
（シューベルティアーデ号Ⅰ）

ふれあいコンサート
（篠山城大書院）

ふれあいコンサート
（柏原藩陣屋跡）

パパからもらったクラリネット
（丹波の森公苑ホール）

だがっきスイッチ
（丹波の森公苑ホール）

The Asterisk Octet 4th Concert～

八つの輝ける星からうまれる至極の
ハーモニー～（日本キリスト教団）

東日本大震災被災地訪問
（相馬市立磯部小学校）

PRライブ
（木屋町小路交流広場）

PRライブ
（ＪＲ福知山駅コンコース）

2016年度（平成28年度）

2017年度(平成29年度)

2018年度(平成30年度)

フランツもびっくり！

尺八でアヴェマリア！？トロンボーンで子守唄！？
（丹波の森公苑ホール）

１０　コンサートの風景

2012年度(平成24年度)

2013年度(平成25年度)

2014年度(平成26年度)

2015年度（平成27年度）



２４回

PRライブ
（兵庫県庁１号館　芝生広場）

PRライブ
（兵庫県立美術館１Ｆロビー）

PRライブ
（西紀ＳＡ（上り線)

２５回

待ってました！シューベルトの
秀作　オクテット

（たんば田園交響ホール）

どちらがヴィオラ？
ヴァイオリン？

（お菓子の里丹波ミオール館）

25年ぶり!レジェンドと         共
に来丹

（丹波の森公苑ホール）

ＰＲコンサート GOSPEL
(京都市左京区)

ＰＲコンサート パリンカ
(仙台市青葉区)

ＰＲコンサート
高知大学教育学部

音楽棟ホール(高知県曙町)

ＰＲコンサート
サローネ・ファンタナ

(世田谷区)

ＰＲコンサート
文化のみち百花百草
（名古屋市東区)

ＰＲコンサート
兵庫医科大学ささやま

医療センター

ＰＲコンサート 県立丹波医
療センター・丹波市健康セン

ター

ＰＲコンサート
イオンモール神戸北

ＰＲコンサート
兵庫県立人と自然の博物館

ＰＲコンサート
バザールタウン篠山NEWS館 

ＰＲコンサート
兵庫県立美術館 

東日本大震災被災地
訪問

（福島市立福島第三小学校）

１０　コンサートの風景

2019年度(令和元年度)

2018年度(平成30年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）①
年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) 畑　儀文(テノール)、シュヴァンメルルカルテット

1997年度(平成9年度) 伍　芳、畑　儀文

1998年度(平成10年度) ジャブシーズ・クィーン(きのはらしげこ/後藤ミホコ)、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） トーマス・シューベルト(ピアノ)、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） トーマス・シューベルト(ピアノ)、宮崎万里(ヴァイオリン)　、畑　儀文(テノール)

2001年度(平成13年度) 近藤浩志（チェロ、吉澤友里絵（ピアノ）

2002年度(平成14年度) 稲本　響(ピアノ)、近藤　晟(テノール)

2003年度(平成15年度) 旭堂南左衛門（講談）、小玉　晃（バリトン）、畑　儀文(テノール)、多川響子（ピアノ）、コーロひまわり、コーラス秋桜

2004年度(平成16年度) Mike＆One and only、西本淳（ソプラノ サクソフォン）、藤田友美（アルト サクソフォン）、鈴木恵美（テナー サクソフォン）

2005年度（平成17年度） 佐坂貴之（バリトン サクソフォン）、ツェーガー・ファンデルステーネ（テノール）、前川尚子（ピアノ）

2006年度(平成18年度) ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、　ペトリ・クメラ（ギター） 

2007年度(平成19年度) 森本英希（フルート）、ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、大渕雅子（ピアノ）

2008年度(平成20年度) 川口雅行（マンドリン）、ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）

井上麻子（ソプラノ・サクソフォン）、西本　淳（アルト・サクソフォン）、津村美妃（テナー・サクソフォン）

高畑次郎（バリトン・サクソフォン）、今江雅美（ソプラノ）、前川直美（ソプラノ）、中川ようこ（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 樋口裕子、橋本佳子(バロックダンス）、吉竹百合子（チェンバロ）、ヤンネ舘野（ヴァイオリン）

2011年度(平成23年度) ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、中山育美（ピアノ）、ヴィッレ・ヒルトゥラ(ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ)、長谷川順子(コントラバス)

2012年度(平成24年度) 藤井敬吾（ギター）、大久保直美（歌、ライアーハープ）

2013年度(平成25年度) 千石史子(ソプラノ)、藤井由美(ピアノ）

2014年度(平成26年度) 高橋麻子(ピアノ)、高橋正典(バリトン)、ヤンネ舘野(ヴァイオリン)、芦田恵之助唱歌を歌う会

2015年度（平成27年度） 畑儀文（テノール）、大久保直美（歌、ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ）

2016年度（平成28年度） ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、マルッティ・ラウティオ（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 井本蝶山（尺八）、勝井粧子（箏）、木寺里穂（サクソフォン）

ヤンネ　舘野（ヴァイオリン）、パブロ・エスカンデ（ピアノ）、吉見　真里奈（トロンボーン）、西村　菜月（トロンボーン）

赤井　寛延（トロンボーン）、亀岡　航紀（トロンボーン）、市島さつきコーラス（女声コーラス）

光永武夫(ファゴット)、服部隆一郎(クラリネット)、服部悦子(ピアノ)、光永秀子(ピアノ、チェンバロ)、千藤里子(フルート)、

松田杏子(打楽器)、光永 恭子(お話)

市島街角コンサート出演者

2009年度(平成21年度)

2018年度(平成30年度)

201９年度(令和元年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）②

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、和田紀子、堤　充代

1996年度(平成8年度) 畑　儀文(テノール)、植木順子(ソプラノ)、福井清子(ピアノ)

1997年度(平成9年度) 土井明平、土井美由紀

1998年度(平成10年度) 畑　儀文(テノール)、荻野さおり(琴)　、ふれあいコーラス

1999年度（平成11年度） トーマス・シューベルト(ピアノ)、劉　鋒(二胡) 、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） ティルマン・クレーマー(ピアノ）、竹内さおり(琴）、保月の里合唱団

2001年度(平成13年度) 稲本　響(ピアノ)、地元アーティスト

井出智佳子（ピアノ）、芦田紗弥香（メゾソプラノ）、平 奈瑠美（ピアノ）、小森弘子（ピアノ）

ふなきリリカルコーラス、船城小学校児童・ＰＴＡ

2003年度(平成15年度) 中村朋子（ソプラノ）、ボリス・ベクテレフ（ピアノ）、江田ひとみ（サクソフォン）、大谷澄江（ソプラノ）、進修小学校ＰＴＡ

2004年度(平成16年度) 片山優陽（ピアノ ）、赤松由夏（ヴァイオリン）、10 回記念スペシャル合唱団

2005年度（平成17年度） ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、　中山育美（ピアノ）、　岡本　昭（バンドネオン）、幕内弘司（コントラバス）、　春日戦国太鼓 　

2006年度(平成18年度) 森本英希（フルート）、篠原美幸（ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）、女声コーラス コールプランタン

2007年度(平成19年度) 中島悦子（ヴィオラ）、 篠原美幸（ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）

パブロ・エスカンデ（ピアノ）、三橋桜子（ピアノ）、篠原美幸（ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）

豊嶋麻鈴（ピアノ）、谷垣　遼（サクソフォン）

2009年度(平成21年度) 篠部信宏（バス）、畑　儀文（テノール） 、篠原美幸 （ソプラノ）、城村奈都子（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 田邊　織恵（ソプラノ）、谷風佳孝（フルート・鍵盤ハーモニカ）、城村奈都子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 藤井敬吾（ギター）、岩崎慎一（ギター）、大槻朱里（ソプラノ）

2012年度(平成24年度) 井本英子(ピアノ)、矢野あきら(ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ)、畑儀文(テノール)

2013年度(平成25年度) 松原友(テノール)、大槻朱里(ソプラノ)、佐野まり子(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、吉見順子（ソプラノ）、西本淳（サクソフォン）、夏目有香（ピアノ）、清水清子（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 城村奈都子（ピアノ）、中村早希（ピアノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

2016年度（平成28年度） 大西幸代（ピアノ）、安永早絵子（打楽器）、城村奈都子（ピアノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 伊左治道生（バロック・ヴァイオリン）、小出智子（リュート）、大槻朱里（ソプラノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、河内　仁志（ピアノ）、豊嶋麻鈴（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 細谷公三香(チェロ)、中島尚子(ピアノ)

春日街角コンサート出演者

2008年度(平成20年度)

2002年度(平成14年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）③

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、松田佳美、弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) フィッシャーディスカウ・ハンスホッター

1997年度(平成9年度) 井上敏典、ウードシュニ・ベルガー

1998年度(平成10年度) 井上敏典(バリトン)、ウードシュニーベルガー(ピアノ)

1999年度（平成11年度） トルレンコ・テディーン(チェロ)、多川響子(ピアノ)、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 井上敏典(テノール)、ウード・シュニーベルガー（ピアノ)

2001年度(平成13年度) 多川響子・多川彩子(ピアノ)、多川智子(バイオリン)、松田佳美(ソプラノ)

2002年度(平成14年度) 西本　淳（サクソフォン）、松田佳美（ソプラノ）、井出智佳子（ピアノ）、廣瀬美穂（ピアノ）

2003年度(平成15年度) 長谷場純一（フルート）、　赤松由夏、高森真貴子（ヴァイオリン）、角田知子（ヴィオラ）、　福田賀予（チェロ）　

2004年度(平成16年度) 赤松由夏（ヴァイオリン）、成川昭代（チェロ）、春木浩子（ハープ）

2005年度（平成17年度） 池田室内合唱団 

2006年度(平成18年度) 西本　淳（サクソフォン）、林　典子（ピアノ）

2007年度(平成19年度) 林　典子（ピアノ）、本吉優子（ヴァイオリン）、大阪外国語大学グリークラブＯＢ合唱団

井上麻子（ソプラノサクソフォン）、西本　淳（アルトサクソフォン）、森下知子（テナーサクソフォン）

高畑次郎（バリトンサクソフォン）、太鼓集団　島衆

2009年度(平成21年度) 陽子キルバーン（ソプラノ）、渡辺美穂子（フルート）、レイキルバーン（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 赤松由夏（ヴァイオリン）、後藤敏子（チェロ）、城村奈都子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 後藤敏子（チェロ）、丸川政明（クラリネット）、森田洋美（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 吉田佐和子(クラリネット)、小島千紗(ピアノ)、辻本明日香(ヴァイオリン)

2013年度(平成25年度) 安永早絵子(ﾏﾘﾝﾊﾞ･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)、松尾依子(ｸﾗﾘﾈｯﾄ)、方山裕里(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、南里沙（ｸﾛﾏﾁｯｸﾊｰﾓﾆｶ）

2015年度（平成27年度） 辻本明日香（ヴァイオリン）、辻本恵理香（ヴァイオリン）、山口聖代（ピアノ）

2016年度（平成28年度） 辻本明日香（ヴァイオリン）、辻本恵理香（ヴァイオリン）、山口聖代（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 岡山理絵（オーボエ）、小坂智美（ホルン）、光永秀子（ピアノ）

2018年度(平成30年度) 南口真那（チェロ）、高橋香名（フルート）、樋口友佳子（ピアノ）、辻本明日香（ヴァイオリン）

201９年度(令和元年度　)
台風により中止 本田千鈴(ソプラノサクソフォン)、白石尚美(アルトサクソフォン)、西川静(テナーサクソフォン)、亀井友恵(バリトンサクソフォン)

柏原街角コンサート出演者

2008年度(平成20年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）④

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文

1996年度(平成8年度) 畑　儀文(テノール)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

1997年度(平成9年度) 畑　儀文、水と杜の合唱団

1998年度(平成10年度) トーマス・シューベルト(ピアノ)、趙　静(チェロ)、畑　儀文(テノール)、杜と水の合唱団

1999年度（平成11年度） トルレンコ・テディーン(チェロ)　、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 春木浩子（ハープ）、平井さやか（ソプラノ）、大森幹子（オルガン）、篠山混声合唱団

2001年度(平成13年度) 稲本　響(ピアノ)

2002年度(平成14年度) 西本　淳（サクソフォン）、 小森美和子（ソプラノ）、 進藤昭子（ピアノ）、菊川小百合（ピアノ）

2003年度(平成15年度) 北村文（ハープ）ほか、永山幸正（トランペット）、小森弘子（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 片山優陽（ピアノ）、マリンバ三重奏、北川皎　、中路友恵、後藤由里子

2005年度（平成17年度） 大阪芸術大学 木管八重奏団、ステファン・ポポフ（ヴィオラ）、熊谷啓子（ピアノ）

2006年度(平成18年度) 左納実子（チェロ）、城村奈都子（ピアノ）、大阪外国語大学グリークラブＯＢ会

2007年度(平成19年度) 左納実子（チェロ）、藤川　健（チューバ）、城村奈都子（ピアノ）、ひかみ水と杜の合唱団、氷ノ川太鼓子どもチーム「鼓輝」

2008年度(平成20年度) 森本英希（フルート）、城村奈都子（ピアノ）、ひかみ水と杜の合唱団

西本淳 （ソプラノサクソフォン）、井上麻子（アルトサクソフォン）、津村美妃（テナーサクソフォン）

高畑次郎（バリトンサクソフォン）、氷上中学校吹奏楽部

2010年度(平成22年度) 成川昭代（チェロ）、三村祥子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 成川昭代（チェロ）、大槻朱里（ソプラノ）、三村祥子（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 成川昭代(チェロ)、大槻朱里(ソプラノ)、真壁泰江(ピアノ)

2013年度(平成25年度) 大槻朱里(ソプラノ)、斎藤建寛(チェロ)、南麻紀(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、大槻朱里（ソプラノ）、成川昭代（チェロ）、南麻紀（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 大槻朱里（ソプラノ）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

2016年度（平成28年度） 井本蝶山（尺八）、成川昭代（チェロ）

2017年度(平成29年度) 伊左治道生（バロック・ヴァイオリン）、大西万喜（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、小出智子（リュート）

森高彩（ソプラノサクソフォン）、木寺里穂（アルトサクソフォン）、畑中香穂（テナーサクソフォン）

伊東小百合（バリトンサクソフォン）、日置道開（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 辻本明日香(ヴァイオリン)、鳴尾牧子(二胡)、北野友梨(ピアノ)、田島隆(タンバリン)

氷上街角コンサート出演者

2018年度(平成30年度)

2009年度(平成21年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）⑤

年度

1995年度(平成7年度) 足立ゆか、青垣町少年少女合唱団、歌声ひろば

1996年度(平成8年度) 畑　儀文(テノール)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

1997年度(平成9年度) 畑　儀文、中嶋　俊夫　、多田恵美子　ほか

1998年度(平成10年度) 中野振一郎(チェンバロ)、畑　儀文(テノール)、ロスアンデス

1999年度（平成11年度） トルレンコ・テディーン(チェロ)、県多紀ハッピーボーイズ、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） 春木浩子(ハープ)、グリーンコーラス

2001年度(平成13年度) 小寺智子(声楽)、氷上吹奏楽団、青垣邦楽

2002年度(平成14年度) 李　広宏（歌手）、松永貴志（ジャズピアノ）、和泉豊治(リードオルガン)

Mike＆One and only、西本淳（ソプラノ サクソフォン）、藤田友美（アルト サクソフォン）

鈴木恵美（テナー サクソフォン）、佐坂貴之（バリトン サクソフォン）

2004年度(平成16年度) 田原祥一郎（テノール）、春木浩子（ハープ）

2005年度（平成17年度） 平原洋子（フルート）、　篠原美幸（ソプラノ）、　城村奈津子（ピアノ）

2006年度(平成18年度) 片岡リサ（琴）、西本　淳（サクソフォン）

2007年度(平成19年度) 赤松由夏（ヴァイオリン）、城村奈都子（ピアノ）、小寺智子・、小島直美（二重唱）、混声合唱団フィオーレ

2008年度(平成20年度) 森本英希（フルート）、城村奈都子（ピアノ）、畑　儀文（テノール）、コーラスひまわり

2009年度(平成21年度) 篠部信宏（バス）、側　哲治（ギター）、多久潤子（ピアノ）、青垣グリーンコーラス

2010年度(平成22年度) 安永早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）、城村奈都子（ピアノ）、中村朋子（ソプラノ）

2011年度(平成23年度) 藤井敬吾（ギター）、陳蔓麗（二胡）

2012年度(平成24年度) 井本英子(ピアノ)、青垣街角合唱団

2013年度(平成25年度) 松原友(テノール)、大久保直美(歌・ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ)、佐野まり子(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、梅谷浩子（鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ）、河口結子（鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ）

2015年度（平成27年度） 城村奈都子（ピアノ）、宮名利育（オカリナ）、河口結子（鍵盤ハーモニカ）、梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ）、街角合唱団（コーラス）

2016年度（平成28年度） 大久保直美（ライアーハープ・歌）、竹内さおり（琴）、リコーダー・アンサンブル・あおがき

2017年度(平成29年度) 安永　友昭（打楽器）、安永　早絵子（打楽器）、城村　奈都子（ピアノ）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、崔　勝貴（サクソフォン）、河内　仁志（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 足立志穂(メゾソプラノ)、川人大地(オーボエ)、仲香織(ピアノ)

2003年度(平成15年度)

青垣街角コンサート出演者



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）⑥

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、参加者によるコーラス

1996年度(平成8年度) 畑　儀文(テノール)　、中塚昌昭(テノール)

1997年度(平成9年度) 粂井謙三、杉浦知美

1998年度(平成10年度) 粂井謙三・杉浦知美(マンドリンとギター)、プーリー・アナビアン(サントゥール:ペルシャの楽器)、畑　儀文(テノール)

粂井謙三、杉浦知美(マンドリンとギター)、ティルマン・クレーマー(ピアノ)、中塚昌昭(テノール)

中村朋子(ソプラノ)、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） ベルリン青少年アコーディオンイニシャティブ　、粂井謙三(マンドリンとギター)、杉浦知美(マンドリンとギター)

2001年度(平成13年度) 粂井謙三、杉浦知美(マンドリンとギター)、中塚昌昭(テノール)、中村朋子(ソプラノ)、フィリピン少数山岳民族アエタ族(特別出演)

2002年度(平成14年度)  西本　淳（サクソフォン）、中村明子（ソプラノ）、中塚昌明（テノール）、北村　文 （ハープ）、岩尾城太鼓

2003年度(平成15年度) 中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）、粂井謙三（マンドリン）、城村奈都子（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 片山優陽（ ピアノ）、中村朋子（ ソプラノ）、 安田華子（ヴァイオリン ）、中塚昌昭（ テノール ）

2005年度（平成17年度） 中村朋子（ソプラノ）、　中塚昌昭（テノール）、　粂井謙三（マンドリン）、　杉浦知美（ギター）、城村奈都子（ピアノ）　

2006年度(平成18年度) 西本　淳、井上麻子、山口裕佳理、高畑次郎（サクソフォン）、中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）

2007年度(平成19年度) アレキサンドル シェヴチェンコ（バヤーン）、中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）

2008年度(平成20年度) パブロ・エスカンデ（ピアノ）、中村朋子（ソプラノ）、中塚昌昭（テノール）

2009年度(平成21年度) 中塚昌昭（テノール）、西本　淳（サクソフォン）、西尾 麻貴（ピアノ）、山南中学校吹奏楽部

2010年度(平成22年度) 安永早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）、出口智子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）、福永圭子（メゾソプラノ）

2011年度(平成23年度) 藤井敬吾（ギター）、中塚昌昭（テノール）、藤井由美（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 井本英子(ピアノ)、中塚昌昭(テノール)、安永早絵子(打楽器)

2013年度(平成25年度) 田邉織恵(ソプラノ)、辻本明日香(ヴァイオリン)、畑儀文(テノール)、井本英子(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 大槻朱里(ソプラノ)、井本英子(ピアノ)、森本英希(フルート他)

2015年度（平成27年度） 城村奈都子（ピアノ）、中塚昌昭（テノール）、福永圭子（メゾソプラノ）、中島悦子（ヴィオラ）

2016年度（平成28年度） 大槻朱里（ソプラノ）、ヤンネ館野（ヴァイオリン）、井本英子（ピアノ）

2017年度(平成29年度) ヤンネ　舘野（ヴァイオリン）、田邉　織恵（ソプラノ）、井本　英子（ピアノ）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、城村　奈都子（ピアノ）、篠原　美幸（ソプラノ）

201９年度(令和元年度) 畑儀文(テノール)、稲本渡(クラリネット)、城村奈都子(ピアノ)、崔勝貴(サクソフォン)

1999年度（平成11年度）

山南街角コンサート出演者



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）⑦

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、安成明美、小南智恵、弦楽四重奏

1996年度(平成8年度) 管楽器を中心とした演奏

1997年度(平成9年度) 畑　儀文、安成明美、木津田楽、木洩陽コーラス、ウィンドカンパニー金管合奏団

1998年度(平成10年度) ロンド・シャンテ(混声合唱)、神谷　徹(ストロー笛)、安成明美(ソプラノ)、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） ジョン・カンギュン(オカリナ)

2000年度（平成12年度） ロンドシャンテ、ギターとフルートシンシアアンサンブル、パーカッションアンサンブル

2001年度(平成13年度) ロンド・シャンテ(コーラス)、ゴスペル(コーラス)、ケンタッキー(KHB)、今田中学校吹奏楽部

2002年度(平成14年度) 西本　淳（サクソフォン）、井出智佳子（ピアノ）、ＦＯＰ トリオ アンサンブル、県多紀ハッピーボーイズ

2003年度(平成15年度) ヘルツォーク英理香（ピアノ）、畑　儀文（テノール）

2004年度(平成16年度) 春木浩子（ハープ）、篠原美幸（ソプラノ）

2005年度（平成17年度） 畑　儀文（テノール）、アレキサンドル・チェヴチェンコ　（アコーディオン）

2006年度(平成18年度) スイートポテトオカリナ合奏団

2007年度(平成19年度) 西本　淳（サクソフォン）、林　典子（ピアノ）、丹波篠山楽空間（演舞）

2010年度(平成22年度) 安永早絵子（打楽器）、出口智子（打楽器）、安成明美(ソプラノ）、安成友美恵（ソプラノ）、園田尊子（ピアノ）

2011年度(平成23年度) 斉藤建寛（チェロ）、掛水さよ（ソプラノ・三味線）、細見理恵（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)、市川えり子(フルート)

2013年度(平成25年度) 松原友(テノール)、篠部信宏(バス)、大渕雅子(ピアノ)、畑儀文(テノール)

2014年度(平成26年度) 畑儀文(テノール)、斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)

2015年度（平成27年度） 城村奈都子（ピアノ）、松原友（テノール）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

2016年度（平成28年度） 井本蝶山（尺八）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 伊左治道生（ヴァイオリン）、斎藤建寛（チェロ）、細見理絵（ピアノ）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 釋　伸司(ヴァイオリン)、斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)

今田街角コンサート出演者



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）⑧

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、白川深雪、今井しょうこ、福井　聡、松園洋二

1996年度(平成8年度) 畑　儀文(テノール)、サンガ・サラスバティ弦楽四重奏団

1997年度(平成9年度) 畑　儀文、幸田聡子、田口友子

1998年度(平成10年度) 佐野健二(リュート)、平井満美子(うた)　、畑　儀文(おはなし)

1999年度（平成11年度） モニカ・ブルストマン(ソプラノ)、幸田聡子(ヴァイオリン)

2000年度（平成12年度） ふぁるべ(邦楽アンサンブル、春木浩子（ハープ）

2001年度(平成13年度) ティルマン・クレーマー(ピアノ)、白崎済美(マリンバ)、ジャック・アモン(ピアノ)

Jazz Band BLACK YELLOW　、山田和作（ピアノ）、浜野明浩（ドラム）、笹井克彦（ベース） 

田所優子（ヴォーカル） 、伊与田茂弘（トランペット）

2003年度(平成15年度) 梶谷正治（リコーダー）、ロベルト・ルーポ（ピアノ）ほか、畑　儀文（テノール）

ＭＯＶＥ 白崎済美、矢野直子（マリンバ）、池田里花（ヴァイオリン）、ロス・アンデス 平山和志（フォルクローレ）

足立晃一郎（フォルクローレ）

2005年度（平成17年度） 西本　淳（サクソフォン）、　原田恭子（ピアノ）

2006年度(平成18年度) 西本　淳（サクソフォン）、井上麻子（サクソフォン）、山口裕佳理（サクソフォン）、高畑次郎（サクソフォン）

2007年度(平成19年度) 幸田さと子（ヴァイオリン）、萩原吉樹（ピアノ）

2008年度(平成20年度) 井本英子（ピアノ）、清水淳子（朗読）

2009年度(平成21年度) 畑　儀文（テノール）、卜部凡夫（馬頭琴）、エリカ・ヘルツォーク（ピアノ）

2010年度(平成22年度) 酒井友里菜（ピアノ）、酒井友芙未（ピアノ）、南　里　沙（ハーモニカ）、音楽グループ「コスモス」

2011年度(平成23年度) BHChor(男声合唱団）、大槻朱里（ソプラノ）、城村　奈都子（ピアノ）

2012年度(平成24年度) 井本英子(ピアノ)、平岡洋子(フルート)、今江雅美(ソプラノ)

2013年度(平成25年度) 河野仁美(ソプラノ)、斎藤建寛(チェロ)、細見理恵(ピアノ)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、森本英希（フルート）、井本英子（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 福永圭子（メゾソプラノ）、高橋麻子（ピアノ）、ヤンネ舘野（ヴァイオリン）

2016年度（平成28年度） 八田亜哉香（ヴォーカル）、斎藤建寛（チェロ）、細見理恵（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 伊左治道生（バロック・ヴァイオリン）、進元一美（ソプラノ）、佐野健二（リュート＆１９世紀ギター）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、篠部信宏（バス）、佐渡春菜（ピアノ）

201９年度(令和元年度) 松原　友(テノール)、井本英子(ピアノ)、赤松由夏(ヴァイオリン) 

西紀街角コンサート出演者

2002年度(平成14年度)

2004年度(平成16年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）⑨

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、田村博子、田中清人、岸田　久、丹南コーラス

1996年度(平成8年度) ゆう・ゆう・ゆう(コーラス)、畑　儀文(テノール)、田村博子(ソプラノ)、杉浦知美(ギター)、粂井謙三(マンドリン)

1997年度(平成9年度) 畑　儀文、田村博子、赤い鳥、ゆう・ゆう・ゆう、ゼーガ・ファンデルステーネ、トーマス・シューベルト

1998年度(平成10年度) ホルンカルテット、畑　儀文(テノール)

1999年度（平成11年度） 畑　儀文(テノール)ほか

2000年度（平成12年度） ベルリン青少年アコーディオンイニシャティブ、小玉晃(バリトン)、園田尊子(ピアノ)、北斗星(和太鼓と津軽三味線）

林　秀茂(シンセサイザー)、沈　兵(楊琴）

ヴォーカルアンサンブル「ラ・フォーレ」、(安成明美)、(小南智恵)、(田村博子)、(園田尊子)

2002年度(平成14年度) 藤村匡人（バリトン）、田村博子（ソプラノ）、長谷智子（ピアノ）、荒木千鶴（ピアノ）、筑波山麓男声合唱団

2003年度(平成15年度) 中村朋子（ソプラノ）、上田希（クラリネット）、　荒木千鶴（ピアノ）、　「はなうた」、　味間小のゆかいな仲間たち

2004年度(平成16年度)  ツェーガー・ファンデルスティーネ（テノール）、前川尚子（ピアノ）

2005年度（平成17年度） 片岡リサ（箏）、平岡洋子（フルート）、コール・トワ（コーラス） 

2006年度(平成18年度) ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、春木浩子（ハープ）　ほか

2007年度(平成19年度) 周琪（楊琴）、堀井さやか（ピアノ）、ゴスペルソウルサウンド（ゴスペル）

井上麻子、西本　淳津村美妃、津村美妃、高畑次郎（（サクソフォン）、今江雅美（ソプラノ）

前川直美（ソプラノ）、中川ようこ（ピアノ）

2009年度(平成21年度) 深川和美（ソプラノ）、多久雅三（ピアノ）、前田雄輝 （ヴァイオリン）、堀井さやか（ピアノ）

2010年度(平成22年度) アンサンブル・ラ・ジェム（木管アンサンブルフルート・クラリネット・ホルン・ファゴット・ピアノ）、丹波國（男声合唱団）

2011年度(平成23年度) 藤井敬吾（ギター）、藤井由美（ピアノ）、童謡唱歌をひろめる会「ほほえみ大山」

2012年度(平成24年度) 山内千穂(マリンバ・打楽器)、堀井さやか(ピアノ)、河南秀和(お話)

2013年度(平成25年度) 大槻朱里(ソプラノ)、粂井謙三(マンドリン)、杉浦智美(ギター)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、城村奈都子（ピアノ）、安永早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ他）、コール・トワ（コーラス）

2015年度（平成27年度） 城村奈都子（ピアノ）、大槻朱里（ソプラノ）

2016年度（平成28年度） ヨアヒム・カール・シェーファー（トランペット）、千鶴・ベーメ（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 伊左治　道生（ヴァイオリン）、井本　英子（ピアノ）、堀毛　宏章（チェロ）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、アンサンブルノーヴェ、（マンドリン）、BHChor（男声コーラス）

201９年度(令和元年度) 釋伸司(ヴァイオリン)、井本英子(ピアノ)、大橋ジュン(ソプラノ)

丹南街角コンサート出演者

2001年度(平成13年度)

2008年度(平成20年度)



１１　街角コンサート出演者（地区ごと）⑩

年度

1995年度(平成7年度) 畑　儀文、弦楽四重奏

畑　儀文(テノール)

畑　儀文(テノール)、ゼーガー・ファンデルステーネ(テノール)、トーマス・シューベルト(ピアノ)

1997年度(平成9年度) コール・コラーレ、神谷　徹、ロスアンデス、畑　儀文

県多紀ハッピーボーイズ、畑　儀文(テノール)

幸田聡子(ヴァイオリン) 、ティルマン・クレーマー(ピアノ)、畑　儀文(ピアノ)

アレキサンドル・チェヴチェンコ(アコーディオン)、畑　儀文(テノール)、ゆう・ゆう・ゆう(コーラス)

ティルマン・クレーマー(ピアノ)、畑　儀文(テノール)

2000年度（平成12年度） セーガー・ファンデルステーネ（テノール）、松田佳美（ソプラノ）、前川尚子（ピアノ）

2001年度(平成13年度) ティルマン・クレーマー(ピアノ) 、ジャック・アモン(ピアノ)、稲本　響(ピアノ)

多川響子（ピアノ）、前田佳世（ソプラノ）、Andante Coro（ア・カペラ）

ジャック・アモン（ピアノ）、河江 優（ピアノ）、上田　希（クラリネットル、河江 優（ピアノ）、地元歌声サークル

中村朋子（ソプラノ）、ティルマン・クレーマー（ピアノ）、篠山市立後川小学校児童

中村朋子（ソプラノ）、畑儀文（テノール）、ロベルト・ルーポ（ピアノ）

2004年度(平成16年度) 高本一郎（ギター)、樋口美紀（ソプラノ)、能勢浄瑠璃、竹本美広軒（太夫 ）、高見均（三味線）

2005年度（平成17年度） ヤンネ・舘野（ヴァイオリン）、梅村幸江（ヴァイオリン）、マルクス・ペリ（チェロ）、長谷川順子（コントラバス） 

森本英希（フルート）、春木浩子（ハープ）

ゼバスティアン・マンツ（クラリネット）　ほか

2007年度(平成19年度) 赤松由夏（ヴァイオリン）、中島悦子（ヴィオラ）、後藤敏子（チェロ）、長谷川順子（コントラバス）、城村奈都子（ピアノ）

2008年度(平成20年度) 奥田しげみ（ソプラノ）、井本英子（ピアノ）

2009年度(平成21年度) 松村 京子（フルート）、出野 貴子（ピアノ）、郷幸 明代（琴）、上羽 いずみ（十七弦）、県多紀ハッピーボーイズ

2010年度(平成22年度) 前田繁実（指揮）、堀井さやか（ピアノ）、山内千穂（マリンバ）、県多紀ハッピーボーイズ（フォークソング）、城東大好き合唱団

2011年度(平成23年度) 藤井敬吾（ギター）、藤井由美（ピアノ）、大槻朱里（ソプラノ）

2012年度(平成24年度) 大塚由貴(フルート)、田中靖二(ギター)、井本英子(ピアノ・編曲)

2013年度(平成25年度) 畑儀文(テノール)、喜多光三(ﾋﾟｱﾉ･ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ)

2014年度(平成26年度) 畑儀文（テノール）、井本英子（ピアノ）

2015年度（平成27年度） 城村奈都子（ピアノ）、畑儀文（テノール）、赤松由夏（ヴァイオリン）、後藤敏子（チェロ）、鈴木凜太朗（ピアノ） ほか

2016年度（平成28年度） 井本蝶山（尺八）、マルーシャ・グロシェリ（フルート）、正田温子（篠笛）、長谷部瑞季（ピアノ）、城村奈都子（ピアノ）

2017年度(平成29年度) 伊左治道生（ヴァイオリン）、井本蝶山（尺八）、井本英子（ピアノ）

2018年度(平成30年度) 稲本　渡（クラリネット）、ティルマン・クレーマー

201９年度(令和元年度) 釋　伸司(ヴァイオリン)、齊藤 建寛(チェロ)、細見 理恵(ピアノ)

2006年度(平成18年度)

篠山街角コンサート出演者

1996年度(平成8年度)

1998年度(平成10年度)

1999年度（平成11年度）

2002年度(平成14年度)

2003年度(平成15年度)





１２　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場出演者②
回 年度

西本淳
(サクソフォン)

井手智佳子
(ピアノ)

藤川健(チューバ) 萩原恵里(ピアノ)

成川昭代  （チェ
ロ）

大槻朱里
（ソプラノ）

三村祥子   （ピア
ノ）

谷田奈央
(メゾソプラノ)

泉山民衣
(サクソフォン）

真鍋和子
(オーボエ)

春木浩子
（ハープ）

畑 儀文
(テノール)

井本英子
(ピアノ)

出口智子
(打楽器)

城村奈都子
（ピアノ）

菊池佳奈子
(ヴァイオリン)

掛水さよ
(ソプラノ)

堀井さやか
(ピアノ)

サクソフォンアンサ
ンブル『四風音）』

西山永里子
(ソプラノ)

本庄美里
(アルト)

五十川邦夫
(テナー)

南里沙
(ｸﾛﾏﾁｯｸﾊｰﾓﾆｶ)

井本英子(ピアノ)
小山亜希
(ヴァイオリン)

掛水さよ
(三味線･ｿﾌﾟﾗﾉ)

堀井さやか
(ピアノ)

春木浩子(ハープ)

ヤンネ舘野
(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)

パブロ・エスカンデ
（ピアノ）

大槻朱里
（ソプラノ）

畑　儀文
(テノール)

方山裕里
(ピアノ)

小山亜希
(ヴァイオリン)

森本英希
(フルート)

安永早絵子
（打楽器）

泉山民衣
（サクソフォン）

城村奈都子
（ピアノ）

掛水さよ
(ソプラノ)

酒井友芙未
(ピアノ)

西山永里子
(ソプラノ)

本庄美里
(アルト)

五十川邦夫
(テナー)

八瀬織江
(バリトン)

菊池佳奈子
(ヴァイオリン)

山内千穂
(打楽器)

堀井さやか
(ピアノ)

新穂優子
(トランペット)

佐渡春菜    (ピア
ノ)

春木浩子
（ハープ）

安永早絵子
（打楽器）

城村奈都子
（ピアノ）

山内千穂
（打楽器）

堀井さやか
（ピアノ）

成川昭代（チェロ） 真壁泰江（ピアノ）

谷風佳孝　　（鍵盤

ハーモニカ、フルート）

春木浩子
（ハープ）

大槻朱里
（ソプラノ）

菊池佳奈子
（ヴァイオリン）

佐渡春菜（ピアノ）
小山亜希
（ヴァイオリン）

井本英子（ピアノ）

山内千穂
（打楽器）

堀井さやか
（ピアノ）

泉山民衣
（サクソフォン）

安永早絵子
（打楽器）

城村奈都子
（ピアノ）

田中佑子
（ヴァイオリン）

斎藤建寛（チェロ） 細見理恵（ピアノ）
森本英希
（フルート）

方山裕里（ピアノ）
西山永里子
（ソプラノサックス）

本庄美里
（アルトサックス）

五十川邦夫
（テナーサックス）

八瀬織江
（バリトンサックス）

ヤンネ舘野
（ヴァイオリン）

パブロ・エスカンデ
（ピアノ）

大槻朱里
（ソプラノ）

中村早希
（ピアノ）

宮田雅代（ピアノ）
西村清志
（トランペット）

佐渡春菜（ピアノ）

後藤敏子（チェロ） 成川昭代（チェロ）
安永早絵子
（マリンバ）

安永友昭
（マリンバ）

梅谷浩子
（鍵盤ハーモニカ）

河口結子
（鍵盤ハーモニカ）

赤松由夏
（ヴァイオリン）

城村奈都子
（ピアノ）

小山亜希
（ヴァイオリン）

井本英子（ピアノ）
萩原合歓
（ヴァイオリン）

春木浩子
（ハープ）

大槻朱里
（ソプラノ）

赤松由夏
（ヴァイオリン）

谷風佳孝
（フルート）

斎藤建寛（チェロ）
田中祐子
（ヴァイオリン）

細見理恵（ピアノ）

安永早絵子
（打楽器）

安永友昭
（打楽器）

南　里沙（クロマ
チックハーモニカ）

多田恵美子
（ピアノ）

西本　淳
（サクソフォン）

井手智佳子
（ピアノ）

梅谷浩子（鍵盤
ハーモニカ）

河口結子（鍵盤
ハーモニカ）

上田 浩子
（クラリネット）

泉山民衣
（サクソフォン）

細見理恵（ピアノ）
新穂優子
（トランペット）

森岡佐和
（トロンボーン）

中桐綾奈（ピアノ）

安永早絵子
（打楽器）

城村奈都子
（ピアノ）

春木浩子
（ハープ）

斎藤建寛（チェロ）
田中佑子
（ヴァイオリン）

大槻朱里
（ソプラノ）

谷風佳孝
（フルート）

豊嶋麻鈴（ピアノ）
藤川健
（アコーディオン）

南　麻紀（ピアノ）

新穂優子
（トランペット）

中桐綾奈
（ピアノ）

田邉織恵
（ソプラノ）

村崎　愛（ピアノ）

安永早絵子
（打楽器）

安永友昭
（打楽器）

茶屋淳子
（トランペット）

江戸聖一郎
（フルート）

河合珠江（ピアノ）
城村奈都子
（ピアノ）

斎藤建寛（チェロ）
大槻桃子
（ヴァイオリン・ヴィ
オラ）

細見理恵（ピアノ）

谷風佳孝（フルー
ト・鍵盤ハーモニ
カ）

立田早苗（ピアノ）
上田　希
（クラリネット）

森本ゆり（ピアノ）
辻本恵理香
（ヴァイオリン）

辻本明日香
（ヴァイオリン）

森本英希
（フルート）

松本　剛
（オーボエ）

淡島宏枝
（ファゴット）

茶屋淳子
（トランペット）

矢巻正輝
（トロンボーン）

城村奈都子
（ピアノ）

鹿岡晃紀
（テノール）

斎藤建寛 （チェロ）
細見理恵
（ピアノ）

中島義博
（ファゴット）

安永早絵子
（打楽器）

江戸聖一郎
（フルート）

上田浩子
（クラリネット）

泉山民衣
（サクソフォン）

成川昭代  （チェ
ロ）

井本蝶山    （尺
八）

小坂智美
（ホルン）

末岡希和子
（トランペット）

岡山理絵
（オーボエ）

井本英子(ピアノ) 井本蝶山（尺八） 菊武粧子(箏)

茶屋淳子
(トランペット)

城村奈都子
(ピアノ)

安永早絵子(打楽
器)

吉住直子(ソプラノ) 下林一也(バリトン)
松尾依子
(クラリネット)

安永友昭(打楽器)
江戸聖一郎
(フルート)

稲本　渡
(クラリネット)

辻　翔太郎(打楽
器)

沼光絵理佳(ピア
ノ)

河内仁志(ピアノ)

今西彩菜
(ヴァイオリン)

斎藤建寛(チェロ 細見理恵(ピアノ)
木寺里穂
(サクソフォン)

西谷　夏 (打楽器) 吉田周平(打楽器)

松川小麦(打楽器)

赤字；「キンコンカンコンサート」、黒字；「ふるさと音楽広場」

１８回
2012年度
(平成24年度)

出演者

２５回
201９年度
(令和元年度)

２２回
2016年度
（平成28年度）

２３回
2017年度
(平成29年度)

２４回
2018年度
(平成30年度)

１９回
2013年度
(平成25年度)

２０回
2014年度
(平成26年度)

２１回
2015年度
（平成27年度）



１３　各種コンサート参加者数

オープ
ニングｺ
ﾝｻｰﾄ

ガラ＆
ファイナ
ルコン
サート

人数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数

１回
1995年度
(平成7年度) 4 1890 4 1,890

２回
1996年度
(平成8年度)

4 1430 4 1,430

３回
1997年度
(平成9年度)

1 370 3 1110 4 1,480

４回
1998年度
(平成10年度)

3 950 3 950

５回
1999年度
（平成11年度） 194 4 776 5 970

６回
2000年度
（平成12年度）

183 3 547 4 730

７回
2001年度
(平成13年度)

434 435 2 869

８回
2002年度
(平成14年度) 525 525 1 526 3 1,576

９回
2003年度
(平成15年度) 396 397 2 793

１０回
2004年度
(平成16年度)

749 749 1 161 3 1,659

１１回
2005年度
（平成17年度） 583 1 447 1 282 1 124 4 1,358

１２回
2006年度
(平成18年度) 286 207 1 204 3 697

１３回
2007年度
(平成19年度) 190 469 1 332 3 991

１４回
2008年度
(平成20年度) 212 453 2 665

１５回
2009年度
(平成21年度) 239 529 2 768

１６回
2010年度
(平成22年度) 245 746 2 991

１７回
2011年度
(平成23年度) 200 550 2 70 1 110 5 930

１８回
2012年度
(平成24年度)

235 566 3 69 1 250 6 1,120

１９回
2013年度
(平成25年度)

232 601 2 70 4 903

２０回
2014年度
(平成26年度) 235 436 2 48 2 377 6 1,096

２１回
2015年度
（平成27年度） 233 520 2 753

２２回
2016年度
（平成28年度） 240 429 2 669

２３回
2017年度
(平成29年度)

218 457 2 675

２４回
2018年度
(平成30年度)

226 542 3 573 5 1,341

２５回
201９年度
(令和元年度) 376 278 10 1021 1 168 18 1,843

ホールｺﾝｻｰﾄ＆
サロンｺﾝｻｰﾄ

合計
回 年度

歌のつどい
ふれあいコン

サート＆交流コ
ンサート

歌コンクール ＰＲコンサート



会場数 参加者数 会場数 参加者数 会場数 参加者数 会場数 参加者数 会場数 参加者数

１回
1995年度
(平成7年度)

10 1,510 10 1,510

２回
1996年度
(平成8年度)

12 1,930 12 1,930

３回
1997年度
(平成9年度)

14 2,210 6 630 3 760 23 3,600

４回
1998年度
(平成10年度)

11 2,313 3 940 5 540 19 3,793

５回
1999年度
（平成11年度）

12 2,430 1 300 2 250 15 2,980

６回
2000年度
（平成12年度） 11 2,114 4 1,220 15 3,334

７回
2001年度
(平成13年度) 11 1,840 4 681 2 330 17 2,851

８回
2002年度
(平成14年度) 11 2,599 3 548 3 518 17 3,665

９回
2003年度
(平成15年度) 11 1,961 5 1,146 3 356 19 3,463

１０回
2004年度
(平成16年度) 9 2,095 5 1,337 2 187 16 3,619

１１回
2005年度
（平成17年度） 10 2,105 8 2,663 18 4,768

１２回
2006年度
(平成18年度) 10 2,601 13 3,337 8 2,079 31 8,017

１３回
2007年度
(平成19年度) 10 1,504 15 3,742 3 451 28 5,697

１４回
2008年度
(平成20年度)

9 1,535 15 2,954 4 1,576 28 6,065

１５回
2009年度
(平成21年度) 9 1,503 12 1,880 3 563 24 3,946

１６回
2010年度
(平成22年度) 10 1,420 4 915 12 2,176 4 947 30 5,458

１７回
2011年度
(平成23年度) 10 1,130 4 890 10 2,110 1 650 25 4,780

１８回
2012年度
(平成24年度) 10 1,165 3 640 10 1,931 1 80 24 3,816

１９回
2013年度
(平成25年度) 10 1,274 5 1,295 10 1,939 1 710 26 5,218

２０回
2014年度
(平成26年度) 10 1,219 4 988 9 1,783 2 159 25 4,149

２１回
2015年度
（平成27年度）

10 1,137 4 1,102 10 1,685 1 800 25 4,724

２２回
2016年度
（平成28年度） 10 1,208 4 1,263 10 1,439 1 515 25 4,425

２３回
2017年度
(平成29年度) 10 943 2 296 4 1,125 1 220 17 2,584

２４回
2018年度
(平成30年度) 9 916 3 626 10 1,729 1 220 23 3,491

２５回
201９年度
(令和元年度) 9 735 2 494 10 2,403 5 ? 26 3,632

１４　街角コンサート・キン・コン・カンコンサート・ふるさと音楽広場参加者数

回 年度
街角コンサート

キン・コン・カン・コン
サート

ふるさと音楽ひろば 協賛・おしかけ 合計



会場
数

参加
者数

柏原 春日 市島 青垣 氷上 山南 丹南 篠山 西紀 今田

１回
1995年度
(平成7年度)

10 1,510 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

２回
1996年度
(平成8年度)

12 1,930 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

３回
1997年度
(平成9年度)

14 2,210 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1

４回
1998年度
(平成10年度)

11 2,313 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

５回
1999年度
（平成11年度）

12 2,430 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

６回
2000年度
（平成12年度）

11 2,114 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

７回
2001年度
(平成13年度)

11 1,840 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

８回
2002年度
(平成14年度)

11 2,599 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

９回
2003年度
(平成15年度)

11 1,961 135 430 150 150 100 190 150 250 60 100

１０回
2004年度
(平成16年度)

9 2,095 80 500 150 83 350 143 130 189
台風接近
により中止

166

１１回
2005年度
（平成17年度）

10 2,105 55 300 120 78 182 380 68 207 20 230

１２回
2006年度
(平成18年度)

10 2,601 11 165 551 131 429 506 182 197 161 168

１３回
2007年度
(平成19年度)

10 1,504 80 100 192 110 150 380 140 59 200 60

１４回
2008年度
(平成20年度)

9 1,535 75 200 140 52 200 300 150 200 120

１５回
2009年度
(平成21年度)

9 1,503 87 100 200 88 210 150 150 150 113

１６回
2010年度
(平成22年度)

10 1,420 187 100 150 85 83 310 100 100 56 58

１７回
2011年度
(平成23年度)

10 1,130 120 70 140 120 130 150 110 100 50 140

１８回
2012年度
(平成24年度)

10 1,165 151 94 142 102 38 143 148 138 128 81

１９回
2013年度
(平成25年度)

10 1,274 126 59 167 91 126 229 98 121 100

２０回
2014年度
(平成26年度)

10 1,219 96 153 101 104 125 171 140 62 96 171

２１回
2015年度
（平成27年度）

10 1,137 117 59 115 143 59 191 61 101 149 105

２２回
2016年度
（平成28年度）

10 1,208 136 48 225 121 113 145 109 54 122 77

２３回
2017年度
(平成29年度)

10 943 89 70 207 43 86 134 98 100 68 48

２４回
2018年度
(平成30年度)

9 916 105 70
台風接近
により中止 75 161 115 113 54 133 90

２５回
201９年度
(令和元年度)

9 735
台風接近
により中止 60 73 90 132 90 88 40 82 80

＊：1995年度～2002年度はデータ不明に為、会場数を示す

１５　街角コンサート参加者数（地区ごと）

回 年度
街角コンサート 地区別入場者数



１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 １１回 １２回 １３回 １４回 １５回 １６回 １７回 １８回 １９回 ２０回 ２１回 ２２回 ２３回 ２４回 ２５回

1995
年度
(平成
7年
度)

1996
年度
(平成
8年
度)

1997
年度
(平成
9年
度)

1998
年度
(平成
10年
度)

1999
年度
（平成
11年
度）

2000
年度
（平成
12年
度）

2001
年度
(平成
13年
度)

2002
年度
(平成
14年
度)

2003
年度
(平成
15年
度)

2004
年度
(平成
16年
度)

2005
年度
（平成
17年
度）

2006
年度
(平成
18年
度)

2007
年度
(平成
19年
度)

2008
年度
(平成
20年
度)

2009
年度
(平成
21年
度)

2010
年度
(平成
22年
度)

2011
年度
(平成
23年
度)

2012
年度
(平成
24年
度)

2013
年度
(平成
25年
度)

2014
年度
(平成
26年
度)

2015
年度
（平成
27年
度）

2016
年度
（平成
28年
度）

2017
年度
(平成
29年
度)

2018
年度
(平成
30年
度)

201９
年度
(令和
元年
度)

会場数 6 3 1 4 3 5 5 8 13 15 15 12 4 4 3 5 4 4 4 2 3 2

参加者数 630 940 300 681 548 1,146 1,337 2,663 3,337 3,742 2,954 1,880 915 890 640 1,295 988 1,102 1,263 296 626 494

会場数 12 10 10 10 9 10 10 4 10

参加者数 2,176 2,110 1,931 1,939 1,783 1,685 1,439 1,125 1,729

丹波市立芦田小学校 124 101 103

丹波市立神楽小学校 ○ 109 110 92 83

丹波市立遠阪小学校 119 ○ 217 100 150 170 159 139

丹波市立佐治小学校 190

丹波市立西小学校 ○ 500 208 250 176

丹波市立中央小学校 150 299

丹波市立南小学校 205
台風
接近

丹波市立北小学校 275 224

丹波市立東小学校 405 486 340

丹波市立船城小学校 284 108 102 103 119

丹波市立黒井小学校 ○ 273 ○ 305 320 245 310 190

丹波市立大路小学校 ○ 145 146 135 173

丹波市立春日部小学
校 254 183

丹波市立進修小学校 194

丹波市立前山小学校 ○ 140 131 109

丹波市立鴨庄小学校 135 148 118 92

丹波市立吉見小学校 130 191

丹波市立竹田小学校 208 121

丹波市立三輪小学校 124 118

丹波市立上久下小学
校 中止 134 176 113 116

山南町立久下小学校 404 213 160 160

丹波市立和田小学校 345 236 252 247

丹波市立小川小学校 137 155

丹波市立崇広小学校 ○ ○ 500 496 81 480

丹波市立新井小学校 220

丹波市立柏原中学校 402 ○ 411 366 453

丹波市立山南中学校 292

丹波市立氷上中学校 826 312

丹波市立市島中学校 ○

丹波市立青垣中学校 284 261 ○ 212 281 229 187 156 152 144

丹波市立和田中学校 202 200 178 180

県立柏原高等学校 298 310 254 306 248 286

県立氷上西高等学校 217 218 261 140 122

１６　学校ごとのキン・コン・カン・コンサート・ふるさと音楽広場参加者数　　赤字はキンコンカン、緑字はふるさと音楽広場、○は人数不明、紫字の学校は廃校

回

年度

キン・
コン・
カン・
コン

サート

ふるさ
と音楽
ひろば

丹
波
市



１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 １１回 １２回 １３回 １４回 １５回 １６回 １７回 １８回 １９回 ２０回 ２１回 ２２回 ２３回 ２４回 ２５回

1995
年度
(平成
7年
度)

1996
年度
(平成
8年
度)

1997
年度
(平成
9年
度)

1998
年度
(平成
10年
度)

1999
年度
（平成
11年
度）

2000
年度
（平成
12年
度）

2001
年度
(平成
13年
度)

2002
年度
(平成
14年
度)

2003
年度
(平成
15年
度)

2004
年度
(平成
16年
度)

2005
年度
（平成
17年
度）

2006
年度
(平成
18年
度)

2007
年度
(平成
19年
度)

2008
年度
(平成
20年
度)

2009
年度
(平成
21年
度)

2010
年度
(平成
22年
度)

2011
年度
(平成
23年
度)

2012
年度
(平成
24年
度)

2013
年度
(平成
25年
度)

2014
年度
(平成
26年
度)

2015
年度
（平成
27年
度）

2016
年度
（平成
28年
度）

2017
年度
(平成
29年
度)

2018
年度
(平成
30年
度)

201９
年度
(令和
元年
度)

会場数 6 3 1 4 3 5 5 8 13 15 15 12 4 4 3 5 4 4 4 2 3 2

参加者数 630 940 300 681 548 1,146 1,337 2,663 3,337 3,742 2,954 1,880 915 890 640 1,295 988 1,102 1,263 296 626 494

会場数 12 10 10 10 9 10 10 4 10

参加者数 2,176 2,110 1,931 1,939 1,783 1,685 1,439 1,125 1,729

篠山市立今田小学校 ○ 218 204

篠山市立西紀小学校 ○ 272 ○ 194 200 158 110 85

篠山市立西紀南小学

校 178 157

篠山市立西紀北小学

校 123 273 127 168 59

篠山市立城南小学校 283 246 251 240 216

篠山市立八上小学校 203 220 189

篠山市立村雲小学校 ○ 61

篠山市立古市小学校 ○ 171 181 150 127

篠山市立後川小学校 32 86

篠山市立城北小学校 142 220 97 102

篠山市立大山小学校 123 78 97 120

篠山市立篠山小学校 221 238 190

篠山市立福住小学校 85 128

篠山市立日置小学校 152

篠山市立大芋小学校 52 189

篠山市立味間小学校 570 559 660

篠山市立畑小学校 60

篠山市立城東小学校 181 136 196 204 202

篠山市立城北畑小学

校 184 185

篠山市立岡野小学校 338 244

篠山市立篠山小学校 238 190 182

篠山市立丹南中学校 337 362 369 362 352 350

篠山市立篠山中学校 176 188 150 ○ 101 183 195 180

篠山市立篠山東中学

校 503 232 211 205 200 208 191 161

県立篠山産業高等学

校東雲校 ○

丹
波
篠
山
市

１６　学校ごとのキン・コン・カン・コンサート・ふるさと音楽広場参加者数　　赤字はキンコンカン、緑字はふるさと音楽広場、○は人数不明、紫字の学校は廃校

回

年度

キン・

コン・

カン・

コン

サート

ふるさ

と音楽

ひろば



１７　ホールコンサート出演者の出演回数
声楽、合唱 回数 弦楽器 回数 ピアノ 回数

畑　儀文(テノール) 18 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン） 3 城村　奈都子（ピアノ） 7

松原　友(テノール) 2 幸田　聡子(ヴァイオリン) 2 トーマス・シューベルト(ピアノ) 5
ゼーガー・ファンデルステーネ
（テノール）

2 伊左治　道生（バロック・ヴァイオリン） 1 大渕　雅子(ピアノ) 2

中塚　昌昭（テノール） 2  レオニード・ソロコフ（ヴァイオリン） 1 大渕　雅子(ピアノ) 2

ペーター・シュライヤー
(テノール)

1 萩原　合歓（ヴァイオリン） 1 ジャック・アモン(ピアノ) 2

中村　朋子（ソプラノ） 6 ルツ・レスコヴィッツ(ヴァイオリン) 1 高橋　麻子（ピアノ） 2

足立　さつき(ソプラノ) 3 大谷　史子（ヴァイオリン） 1 パブロ・エスカンデ(ピアノ) 2

ガハプカ奈美（ソプラノ） 1 ニツァン・バルタナ（ヴァイオリン） 1 三橋　桜子（チェンバロ） 2

モニカ・ブルストマン(ソプラノ) 1 井戸　柄里（ヴァイオリン） 1 小川　典子（ピアノ） 1

朴　瑛実(ソプラノ) 2 川原　千真（ヴァイオリン） 1 イヨルク・デームス(ピアノ) 1

ヴェレーナ・クラウゼ(ソプラノ) 1 花崎　淳生 （ヴァイオリン） 1 ティルマン・クレーマー(ピアノ) 1

老田　裕子（ソプラノ） 1 釋　伸司 (ヴァイオリン) 1 酒井　友里菜（ピアノ） 1

内藤　里美（ソプラノ） 1 川端 直子(ヴァイオリン) 1 三村　祥子（ピアノ） 1

吉住　直子（ソプラノ） 1 中島　悦子（ヴィオラ） 1 右近　恭子（ピアノ） 1

大槻　朱里（ソプラノ） 1 須田　祥子(ヴィオラ) 1 酒井　友芙未（ピアノ） 1

勝本　早織（ソプラノ） 1 大西　万喜（ヴィオラ・ダ・ガンバ） 1 澤田　奈央子（ピアノ） 1

駒ヶ嶺　ゆかり（メゾソプラノ） 1 姜　高光　（ヴィオラ） 1 ロジャー・ヴィニォールズ(ピアノ) 1

ウルスラ フィードラー
（ソプラノ）

1 中田　美穂（ヴィオラ） 1 ルドルフ・マイスター(ピアノ) 1

福永　圭子（アルト） 2 中島　悦子（ヴィオラ） 2 渡辺　治子（ピアノ） 1

安永　紀子（アルト） 1 三輪　真樹（ヴィオラ） 1 奥　千恵子(フォルテピアノ) 1

渡邊　由美子(アルト) 1 松田 美奈子(ヴィオラ) 1 岡部　佐恵子(ピアノ) 1

マックスファン・エグモント
(バリトン)

1 中村　翔太郎(ヴィオラ) 1 多川　響子（ピアノ） 1

フランツェスク・オルテガ・イ・マルティ
（バリトン）

1 坂本　利文(ヴィオラ・ダ・ガンバ） 1 長谷部　瑞季（ピアノ） 1

ヴィタリー・ユシュマノフ(バリトン) 1 ユリウス・ベルガー(チェロ) 2 田中　明子(ピアノ) 1

藤村　匡人（バリトン) 1 曽田　健　（チェロ） 2 アレクセイ・リュビモフ(ピアノ) 1

小玉　晃(バリトン) 1 ルドヴィート・カンタ　(チェロ) 1 伊藤　ルミ(ピアノ) 1

井上　敏典(バリトン) 1 細谷　公三香（チェロ） 1 久元　祐子（ピアノ） 1

萩原　次己（バリトン） 1 後藤　俊子（チェロ） 1 竹花　千景（ピアノ） 1

青木　耕平（バリトン） 1 斉藤　建寛　（チェロ） 1 小山　恵実（ピアノ） 1

篠部　信宏（バス） 3 フランソワーズ・グローベン(チェロ) 1 中山　育美（ピアノ） 1

田中　純(バス) 1 田崎　瑞博 （チェロ） 1 藤井　由美（ピアノ） 1

関西フィルハーモニー合唱団 1 細谷　公三香（チェロ） 1 小林　道夫 （ピアノ） 1

コードリベットコール(混声合唱) 1 雨田 一孝(チェロ) 1 舘野　泉（ピアノ） 1

丹波篠山男声合唱団 1 趙　静(チェロ) 1 ボリス ベクテレフ（ピアノ） 1

武庫川女子大コーラス部(合唱) 1 林　　裕（チェロ） 1 水月　恵美子（ピアノ） 1

シューベルティアーデ合唱団 1 ジョセフ・エルウォーディ(チェロ) 1 深井　千聡　(ピアノ) 1

三田松聖高等学校コーラス部 1 成川　昭代(チェロ) 1 オリヴァー・ケルン(ピアノ) 1

Kammer Chor P S 1 幕内　弘司　（コントラバス） 1 管楽器 回数
丹波篠山男声合唱団 1 長谷川　順子(コントラバス) 2 森本　英希(フルート) 4

丹波地区内少年少女合唱団 1 関　一平(コントラバス) 1 福永　吉宏（フルート） 2

ＴＨＥ ＢＡＲＢＥＲＳ＆ＢＩＳＨＯＰＳ
（男声合唱）

1 藤井　敬吾（ギター） 1
マルーシャ・グロシェリ
（フルート）

1

県立篠山鳳鳴高等学校合唱部 1 上田　英治（ギター） 1 三原　萌（フルート） 1

県立柏原高等学校コーラス部 1 上田　ちよ（ギター） 1 平岡　洋子（フルート） 1

打楽器、和楽器、その他 回数 岩崎　慎一（ギター） 1 福永　吉宏（フルート） 2

安永 早絵子（打楽器） 2 高本　一郎 （ギター) 1 マルティンローゼマ （フルート） 1

北野　徹(打楽器) 1 パトリック・カールソン（リュート） 1
パウリーネファンデアマルク
（フルート）

1

内山 光知子（打楽器） 1
佐野　健二
（リュート＆１９世紀ギター）

1 稲本　渡（クラリネット） 2

高鍋  歩（打楽器） 1 春木　浩子（ハープ） 1
マチェイ・ゴルビオヴスキー
(クラリネット)

1

池田　安友子（打楽器） 1 ヘンシェルカルテット（弦楽四重奏） 1
ゼバスティアン・マンツ
（クラリネット）

1

井本 蝶山（尺八） 1 テレマン室内管弦楽団・室内合唱団 1 上田　希（クラリネット） 1

勝井 粧子（箏） 1 古典四重奏団弦楽四重奏 1
井上　麻子
（ソプラノサクソフォン）

1

伍　芳(中国古箏) 1 テレマン室内管弦楽団 1 西本　淳 （アルトサクソフォン） 2

アレキサンドル・チェヴチェンコ
(アコーディオン)

2 ザルツブルグゾリステン(弦楽) 1
ニーヴェン・デリヤン
（トロンボーン）

1

ベルリン青少年アコーディオンイニシア
ティブ

1 ミロスラフ・ケイマル（トランペット） 1

岡本　昭（バンドネオン） 1 山口　潤（ホルン） 1

河口　結子（鍵盤ハーモニカ） 1 蒲生　絢子（ホルン） 1
アレクサンダー・シェフチェンコ
(バヤーン)

1 渋井　満（ホルン） 1

世古宗 優(ホルン) 1

桑原 正善　(ファゴット) 1

カタリーナ・ヴィデル（リコーダー） 1

テレマン室内管弦楽団 4

グリーン交響楽団 1



１８　街角コンサート出演者の出演回数（声楽、弦楽器、管楽器）
声楽 回数 弦楽器 回数 管楽器 回数

畑　儀文（テノール） 69 斎藤　建寛(チェロ) 12 西本　淳 （ソプラノサクソフォン） 18

中塚　昌昭（テノール） 13 成川　昭代（チェロ） 6 井上　麻子（ソプラノ・サクソフォン） 6

松原　友(テノール) 5 後藤　敏子（チェロ） 4 高畑　次郎（バリトンサクソフォン） 6

井上　敏典(テノール) 1 トルレンコ・テディーン(チェロ) 3 崔　勝貴(サクソフォン) 2

ツェーガー・ファンデルステーネ（テノール）1 左納　実子（チェロ） 2 鈴木　恵美（テナー サクソフォン） 2

田原　祥一郎（テノール） 1 近藤　浩志（チェロ） 1 森高　彩(ソプラノサクソフォン） 1

近藤　晟(テノール) 1 マルクス・ペリ（チェロ） 1 伊東　小百合（バリトンサクソフォン） 1

大槻　朱里(ソプラノ) 14 南口　真那（チェロ） 1 佐坂貴之（バリトン サクソフォン） 1

中村　朋子（ソプラノ） 13 堀毛　宏章（チェロ） 1 谷垣　遼（サクソフォン） 1

篠原　美幸（ソプラノ） 7 福田　賀予（チェロ） 1 稲本　渡（クラリネット） 8

田村　博子（ソプラノ） 6 趙　静(チェロ) 1 上田　希（クラリネット） 2

安成　明美(ソプラノ) 4 細谷　公三香(チェロ) 1 ゼバスティアン・マンツ（クラリネット）　ほか 1

福永　圭子（メゾソプラノ） 3 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン） 15 アンサンブル・ラ・ジェム（木管アンサンブルフルート・クラリネット・ホルン・ファゴット・ピアノ）1

松田　佳美（ソプラノ） 3 赤松　由夏（ヴァイオリン） 8 吉田　佐和子(クラリネット) 1

今江　雅美(ソプラノ) 3 伊左治　道生（バロック・ヴァイオリン） 6 丸川　政明（クラリネット） 1

前川　直美（ソプラノ） 2 辻本　明日香（ヴァイオリン） 5 服部　隆一郎(クラリネット) 1

奥田　しげみ（ソプラノ） 1 釋　伸司(ヴァイオリン) 3 森本　英希（フルート） 7

陽子キルバーン（ソプラノ） 1 幸田　聡子(ヴァイオリン) 2 市川　えり子(フルート) 1

深川　和美（ソプラノ） 1 辻本　恵理香（ヴァイオリン） 2 長谷場　純一（フルート） 1

田邊　織恵（ソプラノ） 1 宮崎　万里(ヴァイオリン)　 1 平原　洋子（フルート） 1

千石　史子(ソプラノ) 1 梅村　幸江（ヴァイオリン） 1 松村 京子（フルート） 1

河野　仁美(ソプラノ) 1 本吉　優子（ヴァイオリン） 1 大塚　由貴(フルート) 1

植木　順子(ソプラノ) 1 高森　真貴子（第２ ヴァイオリン） 1 高橋　香名（フルート） 1

平井　さやか（ソプラノ） 1 安田　華子（ヴァイオリン ） 1 マルーシャ・グロシェリ（フルート） 1

芦田　紗弥香（メゾソプラノ） 1 池田　里花（ヴァイオリン） 1 渡辺　美穂子（フルート） 1

中村　明子（ソプラノ） 1 前田　雄輝 （ヴァイオリン） 1 谷風　佳孝（フルート・鍵盤ハーモニカ） 1

小森　美和子（ソプラノ） 1 長谷川　順子（コントラバス） 4 千藤 里子(フルート) 1

前田　佳世（ソプラノ） 1 幕内　弘司（コントラバス） 1 ギターとフルートシンシアアンサンブル 1

樋口　美紀（ソプラノ) 1 中島　悦子（ヴィオラ） 3 伊与田　茂弘（トランペット） 1

掛水　さよ（ソプラノ・三味線） 1 ステファン・ポポフ（ヴィオラ） 1 永山　幸正（トランペット） 1

吉見　順子（ソプラノ） 1 大西　万喜（ヴィオラ・ダ・ガンバ） 1 ヨアヒム・カール・シェーファー（トランペット）1

進元　一美（ソプラノ） 1 角田　知子（ヴィオラ） 1 赤井　寛延（トロンボーン） 1

安成　友美恵（ソプラノ） 1 春木　浩子（ハープ） 8 亀岡　航紀（トロンボーン） 1

大谷　澄江（ソプラノ） 1 大久保　直美（ライアーハープ・歌） 3 岡山　理絵（オーボエ） 1

モニカ・ブルストマン(ソプラノ) 1 北村　文（ハープ）ほか 2 川人 大地(オーボエ) 1

足立 志穂(メゾソプラノ) 1 粂井　謙三(マンドリンとギター) 8 ホルンカルテット 1

大橋　ジュン(ソプラノ) 1 杉浦　知美(マンドリンとギター) 7 小坂　智美（ホルン） 1

井上敏典(バリトン) 2 藤井　敬吾（ギター） 6 ウィンドカンパニー金管合奏団 1

小玉　晃（バリトン） 2 佐野　健二（リュート＆１９世紀ギター） 2 光永 武夫(ファゴット) 1

藤村　匡人（バリトン） 1 高本　一郎（ギター) 1

高橋　正典(バリトン) 1 アンサンブルノーヴェ（マンドリン） 1

篠部　信宏（バス） 4 ペトリ・クメラ（ギター） 1

ゆう・ゆう・ゆう(コーラス) 3 側　哲治（ギター） 1

ゴスペル(コーラス) 2 岩崎　慎一（ギター） 1

ロンド・シャンテ(コーラス) 2 田中　靖二(ギター) 1

コール・トワ（コーラス） 2 川口　雅行（マンドリン） 1

BHChor（男声コーラス） 2

女声コーラス コールプランタン 1

コーラスひまわり 1

田所　優子（ヴォーカル） 1

足立　晃一郎（フォルクローレ） 1

混声合唱団フィオーレ 1

城東大好き合唱団 1

街角合唱団（コーラス） 1

丹南コーラス 1

市島さつきコーラス（女声コーラス） 1

筑波山麓男声合唱団 1

フィリピン少数山岳民族アエタ族(特
別出演)

1



１８　街角コンサートの出演回数（ピアノ、打楽器、和楽器、コーラス等）
ピアノ 回数 ピアノ 回数 打楽器、和楽器、コーラス等 回数

城村　奈都子（ピアノ） 28 園田  尊子(ピアノ) 1 安永　友昭（打楽器） 8

井本　英子（ピアノ） 15 夏目　有香（ピアノ） 1 安永　早絵子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 6

細見　理恵(ピアノ) 11 菊川　小百合（ピアノ） 1 白崎　済美（マリンバ） 2

ティルマン・クレーマー(ピアノ) 8 吉竹　百合子（チェンバロ） 1 山内　千穂(マリンバ・打楽器) 2

トーマス・シューベルト(ピアノ) 8 吉澤　友里絵（ピアノ） 1 白崎　済美(マリンバ) 2

稲本　響(ピアノ) 4 熊谷　啓子（ピアノ） 1 出口　智子（打楽器） 2

藤井　由美（ピアノ） 4 原田　恭子（ピアノ） 1 マリンバ三重奏 1

豊嶋　麻鈴（ピアノ） 4 光永　秀子（ピアノ） 1 矢野　直子（マリンバ ） 1

堀井　さやか（ピアノ） 4 三橋　桜子（ピアノ） 1 田島 　隆(タンバリン) 1

ジャック・アモン（ピアノ） 3 山田　和作（ピアノ） 1 松田 杏子(打楽器) 1

パブロ・エスカンデ（ピアノ） 3 酒井　友芙未（ピアノ） 1 井本　蝶山（尺八） 5

井出　智佳子（ピアノ） 3 酒井　友里菜（ピアノ） 1 片岡　リサ（琴） 2

前川　尚子（ピアノ） 3 出野　貴子（ピアノ） 1 竹内　さおり(琴） 2

多川　響子(ピアノ) 3 小島　千紗(ピアノ) 1 勝井　粧子（箏） 1

中山　育美（ピアノ） 3 松永　貴志（ジャズピアノ） 1 周琪（楊琴） 1

片山　優陽（ピアノ ） 3 森田　洋美（ピアノ） 1 荻野　さおり(琴)　 1

林　典子（ピアノ） 3 真壁　泰江(ピアノ) 1 沈　兵(楊琴) 1

ロベルト・ルーポ（ピアノ）ほか 2 進藤昭子（ピアノ） 1 卜部　凡夫（馬頭琴） 1

河江 優（ピアノ） 2 清水　清子（ピアノ） 1 郷幸 　明代（琴） 1

河内　仁志（ピアノ） 2 西尾 麻貴（ピアノ） 1 ベルリン青少年アコーディオンイニシャティブ1

荒木　千鶴（ピアノ） 2 千鶴・ベーメ（ピアノ） 1 アレキサンドル・チェヴチェンコ(アコーディオン)1

高橋　麻子(ピアノ) 2 多久　雅三（ピアノ） 1 鳴尾 牧子(二胡) 1

佐野　まり子(ピアノ) 2 多久　潤子（ピアノ） 1 今田中学校吹奏楽部 1

三村　祥子（ピアノ） 2 多川　彩子(ピアノ) 1 山南中学校吹奏楽部 1

山口　聖代（ピアノ） 2 大西　幸代（ピアノ） 1 氷上中学校吹奏楽部 1

小森　弘子（ピアノ） 2 中村　早希（ピアノ） 1 県多紀ハッピーボーイズ（フォークソング）5

大渕　雅子（ピアノ） 2 中野　振一郎(チェンバロ) 1 フィリピン少数山岳民族アエタ族(特別出演)1

中川　ようこ（ピアノ） 2 長谷　智子（ピアノ） 1 高見　均（三味線） 1

南　麻紀(ピアノ) 2 長谷部　瑞季（ピアノ） 1 太鼓集団　島衆 1

ウードシュニーベルガー(ピアノ) 1 日置　道開（ピアノ） 1 ゴスペル(コーラス) 2

エリカ・ヘルツォーク（ピアノ） 1 萩原　吉樹（ピアノ） 1 ロンド・シャンテ(コーラス) 2

ヘルツォーク英理香（ピアノ） 1 樋口　友佳子（ピアノ） 1 コール・トワ（コーラス） 2

ボリス・ベクテレフ（ピアノ） 1 福井　清子(ピアノ) 1 BHChor（男声コーラス） 2

マルッティ・ラウティオ（ピアノ） 1 平　奈瑠美（ピアノ） 1 女声コーラス コールプランタン 1

レイキルバーン（ピアノ） 1 方山　裕里(ピアノ) 1 コーラスひまわり 1

中島　尚子(ピアノ) 1 鈴木　凜太朗（ピアノ） その他 1 田所　優子（ヴォーカル） 1

服部 悦子(ピアノ) 1 廣瀬　美穂（ピアノ） 1 足立　晃一郎（フォルクローレ） 1

光永 秀子(ピアノ) 1 佐渡　春菜（ピアノ） 1 混声合唱団フィオーレ 1

北野 友梨(ピアノ) 1 丹南コーラス 1

仲　 香織(ピアノ) 1 市島さつきコーラス（女声コーラス） 1

筑波山麓男声合唱団 1



１９　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場出演者の出演回数
声楽、合唱 回数 弦楽器 回数 ピアノ 回数 管楽器 回数

畑　儀文(テノール) 3 小山　亜希(ヴァイオリン) 5 城村　奈都子（ピアノ） 33 泉山　民衣（サクソフォン） 22

中塚　昌昭（テノール） 1 赤松　由夏（ヴァイオリン） 3 三村　祥子（ピアノ） 8 サクソフォンアンサンブル 2

鹿岡　晃紀（テノール） 1 菊池　佳奈子(ヴァイオリン) 3 細見　理恵（ピアノ） 8 西山　永里子（サクソフォン） 5

大槻　朱里（ソプラノ） 10 田中　佑子（ヴァイオリン） 3 酒井　友芙未（ピアノ） 3 五十川　邦夫（テナーサックス） 3

西山　永里子(ソプラノ) 5 大槻　桃子（ヴァイオリン・ヴィオラ） 2 方山　裕里(ピアノ) 3 八瀬　織江（バリトンサックス） 2

西山　永里子(ソプラノ) 5 萩原　合歓（ヴァイオリン） 1 堀井　さやか(ピアノ) 2 木寺　里穂(サクソフォン) 1

掛水　さよ(ソプラノ) 2 今西　彩菜(ヴァイオリン) 1 佐渡　春菜(ピアノ) 2 森本　英希(フルート) 4

田邉　織恵(ソプラノ) 1 斎藤　建寛（チェロ） 6 井本　英子（ピアノ） 2 江戸　聖一郎（フルート） 3

谷田　奈央(メゾソプラノ) 1 成川　昭代（チェロ） 5 沼光　絵理佳(ピアノ) 2 谷風　佳孝（フルート） 2

吉住　直子(ソプラノ) 1 後藤　敏子（チェロ） 1 山下　香織（ピアノ） 1 茶屋　淳子（トランペット） 6

安成　友美恵（ソプラノ） 1 春木　浩子（ハープ） 9 中桐　綾奈（ピアノ） 1 新穂　優子（トランペット） 2

本庄　美香(アルト) 1 多川智子(ヴァイオリン) 5 豊嶋　麻鈴（ピアノ） 1 末岡　希和子（トランペット） 1

五十川　邦夫(テナー) 3 ヤンネ・舘野（ヴァイオリン） 3 南　麻紀（ピアノ） 1 稲本　渡(クラリネット) 3

八瀬　織江(バリトン) 2 赤松由夏（ヴァイオリン） 2 河合　珠江（ピアノ） 1 上田　浩子（クラリネット） 2

下林　一也(バリトン) 1 伊藤真理子（第一ヴァイオリン） 1 小寺　智絵（ピアノ） 1 松尾　依子(クラリネット) 1

畑　儀文(テノール) 13 梶栗麻紀（第二ヴァイオリン） 1 河内　仁志(ピアノ) 1 矢巻　正輝（トロンボーン） 2

中塚昌昭（テノール） 3 小山亜希(ヴァイオリン) 1 城村奈都子（ピアノ） 15 森岡　佐和（トロンボーン） 1

岡本雄一（テノール） 1 辻本恵理香（ヴァイオリン） 1 井手智佳子（ピアノ） 7 松本　剛（オーボエ） 1

中村朋子（ソプラノ） 15 辻本明日香（ヴァイオリン） 1 多川響子(ピアノ) 6 真鍋　和子(オーボエ) 1

樋口美紀（ソプラノ） 2 大橋友子（チェロ） 1 パブロ・エスカンデ（ピアノ） 3 淡島　宏枝（ファゴット） 1

樋口美紀（ソプラノ） 2 金子鈴太郎（チェロ） 1 林　典子（ピアノ） 3 中島　義博（ファゴット） 1

大槻朱里（ソプラノ） 2 成川昭代（チェロ） 1 宮田雅代（ピアノ） 2 小坂　智美（ホルン） 1

篠原美幸（ソプラノ） 1 中島悦子（ヴィオラ） 2 佐渡春菜（ピアノ） 2 平岡洋子（フルート）ほか 3

田邉織恵（ソプラノ） 1 豊嶋奈由美（ヴィオラ） 1 植田浩徳（ピアノ） 2 マルティン ローゼマ（フルート） 2

氷上少年少女合唱団 1 高本一郎（ギター ） 4 中村早希（ピアノ） 2 大塚由貴（フルート） 1

コーラス風 1 宮川昌司(ギター) 1 片山優陽（ピアノ） 2 梅崎有希（フルート） 1

打楽器、和楽器、その他 回数 春木浩子(ハープ） 17 ロベルト・ルーポ（ピアノ） 1 パウリーネ ファン デア マルク（フルート） 1  

安永　早絵子（打楽器） 28 井本英子(ピアノ) 1 上田　希（フルート） 1

安永　友昭(打楽器) 4 活田真理（ピアノ） 1 上田　希（クラリネット） 1

辻　翔太郎(打楽器) 3 三村祥子（ピアノ） 1 久斗理恵（フルート） 1

安永　友昭（マリンバ） 3 山下香織  （ピアノ） 1 三原　萌  （フルート） 1

山内　千穂(打楽器) 2 森本ゆり（ピアノ） 1 森本英希(フルート) 1

出口　智子(打楽器) 1 森本麻美（ピアノ） 1 西本　淳（サクソフォン） 8

西谷　夏 (打楽器) 1 進藤昭子（ピアノ） 1 山口裕佳理（テナーサクソフォン） 2

吉田　周平(打楽器) 1 清水綾音（ピアノ） 1 津村美妃  （アルトサクソフォン） 1

松川　小麦(打楽器) 1 西尾麻貴  （ピアノ） 1 谷　良介  （バリトンサクソフォン） 1

河口　結子(鍵盤ハーモニカ) 3 村崎　愛（ピアノ） 1 後藤典子　（ソプラノサクソフォン） 1

梅谷　浩子(鍵盤ハーモニカ) 3 中桐綾奈（ピアノ） 1 高畑次郎  （バリトンサクソフォン） 1

『四風音(シフォン)』 1 渡辺治子（ピアノ） 1 西村清志（トランペット） 2

藤川　健（アコーディオン） 1 藤本恵子（ピアノ） 1 ミロスラフ・ケイマル（トランペット） 1

井本　蝶山（尺八） 1 萩原恵里(ピアノ) 1 新穂優子（トランペット） 1

竹内　さおり（琴） 1 平原あゆみ（ピアノ） 1 藤川　健（チューバ） 2

掛水　さよ(三味線･ｿﾌﾟﾗﾉ) 2 堀井さやか(ピアノ) 1 岩國晃子(クラリネット) 1

花室奈知(マリンバ) 1 立田早苗（ピアノ） 1 カタリーナ・ヴィデル（リコーダー） 1

横田直子(マリンバ) 1 蜷川千佳（ピアノ） 1 高橋明日香（リコーダー） 1

安永早絵子（打楽器） 13 關口康祐（ピアノ） 1 高本一郎（リュート） 4

安永友昭  （打楽器） 2 安田哲也（オルガン） 1 パトリ パトリック・カールソン（リュート） 1

池田安友子（打楽器） 1

荻野こずえ（打楽器） 1

南里沙(ハーモニカ) 2

梅谷浩子（鍵盤ハーモニカ） 1

河口結子（鍵盤ハーモニカ） 1
谷風佳孝（フルート・鍵盤ハーモニカ） 1

井本蝶山(尺八) 1

片岡リサ（琴） 4

菊武粧子(箏) 1

掛水さよ(三味線･ｿﾌﾟﾗﾉ) 1

崇広小音楽クラブ 1



２０　キンコンカンコンサート・ふるさと音楽広場　実施校数

合計 小学校 中学校 高等学校 合計 小学校 中学校 高等学校

1995年度
(平成7年度) 不明
1996年度
(平成8年度) 不明
1997年度
(平成9年度) 不明
1998年度
(平成10年度) 3 3
1999年度

（平成11年度） 不明
2000年度

（平成12年度） 不明
2001年度
(平成13年度) 不明
2002年度
(平成14年度) 3 3
2003年度
(平成15年度) 5 4 1
2004年度
(平成16年度) 5 3 2
2005年度

（平成17年度） 8 3 5
2006年度
(平成18年度) 13 8 4 1
2007年度
(平成19年度) 15 11 4
2008年度
(平成20年度) 16 13 3
2009年度
(平成21年度) 12 10 2
2010年度
(平成22年度) 4 3 1 12 12
2011年度
(平成23年度) 4 3 1 10 10
2012年度
(平成24年度) 3 2 1 10 10
2013年度
(平成25年度) 5 4 1 10 10
2014年度
(平成26年度) 4 2 2 9 9
2015年度

（平成27年度） 4 2 2 10 10
2016年度

（平成28年度） 4 3 1 10 10
2017年度
(平成29年度) 2 1 1 4 4
2018年度
(平成30年度) 3 2 1 10 10
201９年度
(令和元年度) 2 2 10 10

1995年(平成7年度)1996年(平成8年度)1997年(平成9年度)はデータ不明
1999年（平成11年度）2000年（平成12年度）2001年(平成13年度)はデータ不明

キンコンカンコンサート ふるさと音楽広場





２２　丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデ　四半世の歩み①　1995（H7）～2019（R1）
回 年度 国内外の主な出来事 主な取り組み

阪神淡路大震災 丹波の森国際音楽祭シューベルティｱｰｾﾞたんばに参加

グラウンドワーク研究会開催

アトランタオリンピック開催 丹波の森公苑開園・公苑長に河合雅雄氏就任

財団法人丹波の森協会が管理運営を受託

丹波の森研究所開設

講座「丹波学」開設

丹波の森基金の設置

ナホトカ号重油流出事故 グラウンド、テニスコートの完成

消費税５％へ 地域づくり国土庁長官賞受賞

４回
1998年度

(平成10年度) 明石海峡大橋開通 丹波の森協会設立１０周年記念式典

篠山市発足 里山ガイドの発行

ミレニアムカウントダウンが
世界各地で

介護保険制度導入 森づくりスタッフ発足

シドニーオリンピック開催 丹波の森演劇祭を実施

仏フォンテーヌブローの森との友好親善提携

入園者１００万人達成

中央省庁再編 丹波の森国際井戸端会議開催

１０県民局体制 スタート

アメリカ同時多発テロ

ＥＵで通貨をユーロに統合 丹波の森子どもミュージカル体験塾を開講

初の日朝首脳会談 ささやまの森公園開園　財団法人丹波の森協会が 管理運営を受託

ＦＩＦＡワールドカップ　韓国・日本大会開催

ＳＡＲＳがアジア中心に大流行 丹波地域団体活動パワーアップ事業の創設

小惑星探査機「はやぶさ」打ち上げ たんばオープンガーデンフォーラムを実施

里山倶楽部の発足

アテネオリンピック開催 テニスコートを全天候型コートに改修

新潟中越地震発生 丹波ＯＢ大学院・地域活動実践講座を開設

丹波市発足 シューベルティアーデたんばが１０回を迎える

新札発行 入園者２００万人達成　　　全国｢まめ｣サミットの開催

スマトラ島沖地震発生

ＪＲ福知山線脱線事故発生 創作市民オペラ｢おさん茂兵衛　丹波歌暦｣の上演

今田町に兵庫陶芸美術館開館
シューベルティアーデたんばが第９回ふるさとイベント大賞｢文化・交流部
門賞｣受賞

鐘が坂トンネル開通 公苑長に中瀬勲氏が就任・河合雅雄氏が　名誉公苑長に就任

北近畿豊岡自動車道開通 開園１０周年を迎える

兵庫のじぎく国体開催 財団法人兵庫丹波の森協会発足（名称変更）

　 第１８回兵庫のまつり・ふれあいの祭典の開催

丹波文化団体協議会発足３０周年

１回
1995年度
(平成7年度)

２回
1996年度
(平成8年度)

３回
1997年度
(平成9年度)

５回
1999年度

（平成11年度）

６回
2000年度

（平成12年度）

７回
2001年度

(平成13年度)

８回
2002年度

(平成14年度)

９回
2003年度

(平成15年度)

１０回
2004年度

(平成16年度)

１１回
2005年度

（平成17年度）

１２回
2006年度

(平成18年度)



２２　丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデ　四半世の歩み②　1995（H7）～2019（R1）

回 年度 国内外の主な出来事 主な取り組み

山南町で恐竜化石発見 丹波の森研究所篠山分室を開設

日本郵政株式会社発足 丹波ビッ栗の森を一般開放

丹波並木道中央公園開園 丹波地域民俗芸能の映像収録を開始

青垣町に県森林動物研究 センター開所 国蝶オオムラサキの飼育実験開始

中国で四川大地震発生 入園者３００万人達成

北京オリンピック開催 財団法人兵庫丹波の森協会設立２０周年

日本人として史上最多の
４人がノーベル賞受賞

第２３回兵庫県学ぶ高齢者のつどい中央大会の開催

　 丹波の森市民研究員制度が開始

民俗芸能ガイドマップ発行・ホームページでの映像発信

第４４第アメリカ大統領にオバマ氏就任 丹波の森構想評価・検証・提言事業の実施

裁判員制度開始
丹波の年輪の里を指定管理

新型インフルエンザの世界的流行 たんば田舎暮らしワンストップ相談を開設

民主・社民・国民３党の連立内閣発足 丹波の森の祭典・たんばもりびとシンポジウム の開催

丹波産オオムラサキの放蝶会を初開催
丹波の森・ウィーンの森相互訪問

地域文化を考える全県シンポジウムの開催

丹波の森若者塾の開催

日本で記録的な猛暑 丹波ＯＢ大学に芸術鑑賞講座を開設

探査機はやぶさが小惑星イトカワから地球へ帰
還

丹波の森美術展４０周年記念招待作家展の開催

大学連携事業・丹波の森美術学校を開講

丹波出会いサポートセンターの開設

たんば恐竜・ほ乳類化石等を活かしたまちづくりの推進

東日本大震災が発生 丹波並木道中央公園を指定管理

アナログテレビ放送終了。地デジへ移行 丹波ＯＢ大学に特別講座を開設

ＦＩＦＡワールドカップドイツ大会でなでしこジャパ
ン優勝

シューベルティアーデたんば・ふるさと音楽ひろばの実施　アーティストが
小学校へ登場

映画｢森の学校｣上映会の実施

丹波地区カルテの作成

京都丹波との文化交流事業の実施

東京スカイツリーオープン 兵庫丹波の森協会が公益財団法人としてスタート

京都大学の山中教授がノーベル
生理学・医学賞を受賞

シューベルティアーデたんばによる東日本大震災の被災小学校への楽
器贈呈開始

ロンドンオリンピック開催

超高層ビル・あべのハルカスが開業 丹波の森・ウィーンの森姉妹提携２０周年記念

ウィーンの森親善訪問を実施　ウィーンでの

オオムラサキ生育への一歩が始まる

地域づくり支援事業　楽しいまち歩きの実施

１３回
2007年度

(平成19年度)

１４回
2008年度

(平成20年度)

１５回
2009年度

(平成21年度)

１６回
2010年度

(平成22年度)

１７回
2011年度

(平成23年度)

１８回
2012年度

(平成24年度)

１９回
2013年度

(平成25年度)



２２　丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデ　四半世の歩み③　1995（H7）～2019（R1）

回 年度 国内外の主な出来事 主な取り組み

消費税８％導入
丹波文化団体協議会出前講座・子どもたちのための和楽器鑑賞会の実
施

丹波市豪雨災害発生 丹波竜フィギュアが完成

丹波の森フェスティバルで丹波市豪雨災害から の元気回復ステージを
実施

シューベルティアーデたんばが２０回迎える ２０回記念事業・シューベル
トの歌コンクール を実施

２０回記念式典を開催

北陸新幹線の長野・金沢間が開通 県民交流ひろば全県交流事業の実施

第３０回兵庫県学ぶ高齢者のつどい 中央大会の開催

２２回
2016年度

（平成28年度）

リオデジャネイロオリンピック
陸上男子400ｍリレー・銀メダル

丹波の森公苑２０周年記念事業

トランプ大統領が就任 ウィーンの森親善訪問を実施

ジビエフォーラム開催

台湾で大きな地震、ホテル倒壊 丹波の森づくり３０周年記念シンポジウムの開催

ピョンチャンオリンピックフィギュアスケート
男子羽生結弦、金メダル連覇

ロゴマーク作成発表

ミニガーデン実施

生物様性調査実施

「令和」に改元
丹波の森研究所　小規模集落課題研究・生物多様性課題研究取組開
始

フェノロジーカレンダー作成

シューベルティアーデたんばが２５回迎える
全国PRコンサート実施

２４回
2018年度

(平成30年度)

２５回
201９年度
(令和元年度)

２０回
2014年度

(平成26年度)

２１回
2015年度

（平成27年度）

２３回
2017年度

(平成29年度)
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