
ｲｮﾙｸ･ﾃﾞｰﾑｽ(pf) ｾﾞー ｶﾞー ･
ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ(ten)

ｸﾗｳﾃﾞｨｱ･
ﾎｰﾌｪｸﾄ(va)

丹南 10月29日(日)
西尾家旧酒蔵

「山よ緑よふるさとよ
酒の蔵コンサート」

畑 儀文
田村 博子
田中 清人
岸田 久
丹南コーラス

氷上 10月28日(土)
植野記念美術館

「音楽と映像と語りで
つづるウィーンの

森のしらべ」
畑 儀文

山南 10月８日(日)
円応教五法閣
ロビー

「‘95さんなん街角
コンサート」

畑 儀文
参加者によるコーラス

市島 10月６日(金)
山名酒造

「シューベルトを楽しむ
クラシックの夕べ」

畑 儀文
弦楽四重奏

青垣 10月28日(土)
福祉交流
センター

「青垣もみじの里
コンサート」

足立 ゆか
青垣町少年少女合唱団
歌声ひろば

西紀 10月14日(土)
西谷公民館

「ざぶとんコンサート」

畑 儀文
白川 深雪
今井 しょうこ
福井 聡
松園 洋二

今田 10月７日(土)
陶の郷

「さぎ草コンサート」

畑 儀文
安成 明美
小南 智恵
弦楽四重奏

篠山 ９月26日(火)
春日神社

「鎮守の森クラシック
ライブ」

畑 儀文
弦楽四重奏

第１部「さすらい人」

Guest concert

11月３日(金・祝)
たんば田園交響ホール

イョルク・デームス(pf)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
ルツ・レスコヴィッツ(vn)
ユリウス・ベルガー(vc)

第２部「音楽に寄す」Guest concert

11月４日(土)
たんば田園交響ホール

イョルク・デームス(pf)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
ヴェレーナ・クラウゼ(sop)
田中 純(bs)
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

第３部「愛の便り」Guest concert

11月４日(土)
県立丹波文化会館

イョルク・デームス(pf)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
ヴェレーナ・クラウゼ(sop)
ルツ・レスコヴィッツ(vn)
ユリウス・ベルガー(vc)

ｳﾞｪﾚｰﾅ･ｸﾗｳ((sop)

春日 ９月23日(土)
町民ふれあい
広場

「黄昏にうたう」

畑 儀文
和田 紀子
堤 充代

柏原 ９月19日(木)
悠遊の森
ベルピーマン

「森の音楽散歩径・
かいばら」

畑 儀文
松田佳美
弦楽四重奏(弦楽)

ﾕﾘｳｽ･ﾍﾞﾙｶﾞｰ(vc)

第４部「水の上で歌う」Guest concert

11月５日(日)
たんば田園交響ホール

イョルク・デームス(pf)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
ヴェレーナ・クラウゼ(sop)
ザルツブルグゾリステン(弦楽)

ﾙﾂ･ﾚｽｺｳｨ゙ｯﾂ(vn) ﾒｯﾃ･ﾊﾝｽｺﾌ(cb)

ザルツブルグゾルテン(弦楽)



ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾍﾞﾝ(vc) ｾﾞー ｶﾞー ･
ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ(ten)

ﾄｰﾏｽ･ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ(pf) ﾏｯｸｽﾌｧﾝ･
ｴｸﾞﾓﾝﾄ(bar)

氷上 10月６日(日)
水分れ公園

「水の流れを音楽にたくす」
～調べは南へ北へ～

畑 儀文(ten)
トーマス・シューベルト(pf)

篠山 10月４日(金)
篠山町立日置
小学校

「158人のシューベルト」

畑 儀文(ten)

篠山 ９月17日(火)
篠山町保健
センター

「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～

畑 儀文(ten)

丹南 ９月７日(土)
長者屋敷
(四季の森)

「長者屋敷コンサート」

ゆう・ゆう・ゆう(chor)
畑 儀文(ten)
田村 博子(sop)
杉浦 知美(gt)
粂井 謙三(mdr)

西紀 10月５日(土)
西紀南小学校
多目的ホール

「ざぶとんコンサート
パートⅡ」

畑 儀文(テノール)
サンガ・サラスバティ

弦楽四重奏団

青垣 ９月20日(金)
総合運動公園
グリーンベル青垣

「青垣もみじの里
コンサート」

畑 儀文(ten)
トーマス・シューベルト(pf)

柏原 ９月13日(金)
悠遊の森
ベルピーマン

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

フィッシャーディスカウ・
ハンスホッター

春日 ８月31日(土)
町民ふれあい
ホール

「ゆく夏をおしみながら」

畑 儀文(ten)
植木 順子(sop)
福井 清子(pf)

今田 10月５日(土)
ぐるめ農園

「まきばの音楽会」

管楽器を中心とした演奏

篠山 ９月17日(火)
誓願寺本堂

「伽藍堂心やすらぎの
コンサート」

畑 儀文(ten)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
トーマス・シューベルト(pf)

第１部 「ﾁｪﾛが育てたｼｭｰﾍﾞﾙﾄ」

Guest concert

８月28日(水)
丹波の森公苑ホール

フランソワーズ・グローベン(vc)
小川 典子(pf)

第２部 「トーマスだって シューベルト」Guest concert

９月19日(木)
丹波の森公苑ホール

ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
トーマス・シューベルト(pf)

第３部 「こんなピアノでシューベルト」Guest concert

９月22日(日)
やまなみホール

マックスファン・エグモント(bar)
奥 千恵子(fp)

小川 典子(pf)

市島 ８月30日(金)
ライフピア
いちじま

「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～
畑 儀文(ten)
シュヴァンメルルカルテット

山南 ８月24日(土)
やまなみホール

「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～

畑 儀文(ten)
中塚 昌昭(ten)

奥 千恵子(fp) カルミナカルテット(弦楽四重奏))

第４部 「４人いっしょにシューベルト」Guest concert

９月26日(木)
たんば田園交響ホール

カルミナカルテット(弦楽四重奏)



ｲﾖﾙｸ･ﾃﾞｰﾑｽ(pf) ｱﾚｸｾｲ･ﾘｭﾋﾞﾓﾌ(pf) ﾄｰﾏｽ･ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ(pf) ｾﾞｰｶﾞｰ･
ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ(ten)

篠山 11月13日(木)
篠山町立日置
小学校

「シューベルトの子育て」
～ ０～３歳児までの親子へ～

トーマス・シューベルト(pf)
モニカ・ブルストマン(sop)

氷上 10月26日(日)
水分れ公園
資料館

「水の流れに音楽を
たくす」

～調べは南へ北へ～
畑 儀文(ten)
水と杜の合唱団

篠山 10月18日(土)
篠山町立
雲部小学校

「雲部の里」
～やまびこコンサート～

神谷 徹(ストロー笛) 
ロスアンデス
畑 儀文(ten)

春日 10月３日(金)
町民ふれあい
広場

「ときめきコンサート」
～今、愛がかがやくとき～

畑 儀文(ten)
土井 明平(bar)
土井 美由紀(sop)

篠山 11月９日(日)
太寧寺

「伽藍堂コンサート・
パートⅡ」
～畑 儀文ふるさとに歌う～

畑 儀文(ten)
ゼーガ・ファンデルステーネ(ten)
ウード・シュニーベルガー

柏原 10月24日(金)
丹波の森公苑

「森の音楽散歩径Ⅲ」

井上 敏典(bar)
ウード・シュニベルガー

西紀 10月４日(土)
西紀北幼稚園
プレイルーム

「ざぶとんコンサート・
パートⅢ」

畑 儀文(ten)
幸田 聡子(vn)
田口 友子(pf)

市島 ９月28日(日)
白亳寺本堂

「伍 芳(ウーファン) 」
～中国古箏のしらべ～

伍 芳(中国古筝)
畑 儀文(ten)

山南 11月８日(土)
慧日寺

「さんなんTERATERA
コンサート」

～八百姫伝説とシューベルト～

粂井 謙三(mdr)
杉浦 知美(gt)
トーマス・シューベルト(pf)
モニカ・ブルストマン(sop)

丹南 10月19日(日)
真南条中公民館
ほか

「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～
畑 儀文(ten)
田村 博子(sop)
篠山産業高校コーラス部
丹南コーラス 赤い鳥
ゆう・ゆう・ゆう 他

今田 10月４日(土)
陶の郷付近
里山

「木洩陽コンサート」

畑 儀文(ten)
安成 明美(sop)
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

第１部「教会のシューベルト」

Guest concert

11月15日(土)
たんば田園交響ホール

ヘンシェル・カルテット(弦楽四重奏)
イヨルク・デームス(pf) トーマス・シューベルト(cond)
モニカ・ブルストマン(sop) 渡邊 由美子(alto)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
井上 敏典(bar) コードリベットコール(混声合唱)
コールブリーデル(混声合唱) テレマン室内管弦楽団

第２部「世界のシューベルト」Guest concert

11月16日(日)
丹波の森公苑ホール

ヘンシェル・カルテット(弦楽四重奏)
イヨルク・デームス(pf)
モニカ・ブルストマン(sop)
ゼーガー・ファンデルステーネ(ten)
トーマス・シューベルト(pf)
伍 芳(中国古箏)
北野 徹(打楽器)

第３部「冬の旅」Guest concert

11月27日(木)
たんば田園交響ホール

ペーター・シュライヤー(ten)
アレクセイ・リュビモフ(pf)

ﾍﾟー ﾀ ･ーｼｭﾗｲﾔ (ーten)

篠山 ９月13日(土)
篠山町保健
センター

「生命にとどけ
マタニティーコンサートⅡ」

コール・コラーレ

青垣 ９月12日(金)
総合運動公園
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ青垣

「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～

畑 儀文(ten)
アロージャズ

丹南 11月７日(金)
大歳神社

「杜の街道」
～やすらぎの音を求めて～

ゼーガ・ファンデルステーネ(ten)
トーマス・シューベルト(pf)
畑 儀文(ten)
田村 博子

ヘンシェル・カルテット(弦楽四重奏)ﾓﾆｶ･ﾌﾞﾙｽﾄﾏﾝ(sop) 伍 芳(中国古箏)



ｼﾞｮｾﾌ･ｴﾙｳｫｰﾃﾞｨ(vc) ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏｰ(pf) 幸田 聡子(vn) 趙 静(vc) 足立 さつき(sop) ﾄｰﾏｽ･ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ(pf)

柏原 10月23日(金)
柏原高校同窓
会館

「森の音楽散歩径Ⅳ」
～ドイツ・リートをたどって～

井上 敏典(bar)
ウード・シュニーベルガー(pf)

今田 ９月27日(日)
陶の郷里山林

「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～

ロンド・シャンテ(chor)
神谷 徹(ストロー笛)
安成 明美(sop)
畑 儀文(ten)

篠山 ９月19日(土)
少林寺

「伽藍堂コンサート・
パートⅢ」

～白秋の空のヴィオロンの
調べ～

幸田 聡子(vn) 
ティルマン・クレーマー(pf)
はた よしふみ(pf)

丹南 ９月５日(土)
お菓子の里丹波
(野外)

「ディフロイデ(喜び)・
丹波の秋」
～ひと足早い収穫祭～

ホルンカルテット
畑 儀文(ten)

西紀 10月11日(日)
黒豆の館

「ざぶとんコンサート
パートⅣ」
～リュートとうたの夕べ～

佐野 健二(lute)
平井 満美子(うた)
畑 儀文(おはなし)

市島 ９月25日(金)
北奥公民館

「歌声喫茶「ミロンガ」」
～灯に揺れるタンゴ～

ジャブシーズ・クィーン
畑 儀文(ten)

青垣 ９月11日(金)
高源寺

「高源寺もみじコンサート」
～バロック in シューベルト～

中野 振一郎(cemb)
畑 儀文(ten)

春日 ９月1日(火)
町民ふれあい
広場

「季々(どきどき)コンサート」
～春日局とシューベルト～

畑 儀文(ten)
荻野 さおり(琴)
ふれあいコーラス

山南 10月10日(土)
大歳神社

「漢方の里に秋の音」
～お祭りだよシューベルト～

粂井 謙三(mdr)
杉浦 知美(gt)
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(ten)

氷上 ９月24日(木)
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾎｰﾙ

「シューベルトが氷上に
やってきた」

トーマス・シューベルト(pf)
趙 静(vc)
畑 儀文(ten)
杜と水の合唱団

篠山 ９月６日(日)
春日神社

「かじかの里の
フォスター」

県多紀ハッピーボーイズ
畑 儀文(ten)

第１部「やっぱりシューベルト」

Ｇｕｅｓｔ concert

９月12日(土)
たんば田園交響ホール

ジョセフ・エルウォーディ(vc)
ティルマン・クレーマー(pf)

第２部 「たっぷりシューベルト」Guest concert

10月26日(土)
丹波の森公苑ホール

ティルマン・クレーマー(pf)
幸田聡子(vn)
趙 静(vc)

「午後のサロンコンサート」Salon concert

９月20日(日)
お菓子の里丹波・ウィーンの館

足立 さつき(sop)
トーマス・シューベルト(pf)

キン・コン・カン・コンサート ３校



ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾙ･
ﾁｪｳﾞﾁｪﾝｺ(acc)

ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏ (ーpf) ﾓﾆｶ･ﾌﾞﾙｽﾄﾏﾝ(sop) 足立 さつき(sop) ﾄﾙﾚｲﾌ･
ﾃﾃﾞｨｰﾝ(vc)

ｾﾞｰｶﾞ･
ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ(ten)

ﾛｼﾞｬ ･ー
ｳｨ゙ﾆｫｰﾙｽ (゙pf)

今田 11月７日(日）
陶の郷付近里山

「里山コンサート」
～ふるさとの音・風景～

ジョン・カンギュン(オカリナ)

氷上 10月24日(日）
仏師の里・
達身寺

「コスモスの里に響け
シューベルト」

トルレンコ・テディーン(vc)
畑 儀文(ten)

市島 10月16日(土）
市島町立竹田
小学校

「荒城の月・一部」
～子供たちと～

トーマス・シューベルト(pf)
畑 儀文(ten)

春日 10月８日(金）
観音寺

「つりがねコンサート」
～桃花渓にてシューベルト～

トーマス・シューベルト(pf)
劉 鋒(二胡) 
畑 儀文(ten)

篠山 10月30日(土）
蟠龍庵

「伽藍堂コンサート・
パートⅤ」
～おじさんたちと音楽会～

畑 儀文(ten)
ほか

青垣 10月17日(日）
青垣診療所
ロビー

「ミュージック・ケア
in あおがき」

トルレンコ・テディーン(vc）
県多紀ハッピーボーイズ
畑 儀文(ten)

西紀 10月11日(月）
篠山市役所
西紀支所

「ざぶとんコンサート・
パートⅤ」

モニカ・ブルストマン(sop)
幸田 聡子(vn)

篠山 10月２日(土）
龍蔵寺

「山に抱かれて」
～龍蔵寺コンサート～

ｱﾚｷｻﾝﾄ゙ﾙ･ﾁｪｳ゙ﾁｪﾝｺ(acc)
畑 儀文(ten)
ゆう・ゆう・ゆう(chor)

柏原 10月25日(月）
木の根センター

「森の音楽散歩径Ⅴ」

トルレンコ・テディーン(vc）
多川 響子(pf）
畑 儀文(ten)

篠山 10月16日(土）
篠山市立篠山東
中学校

「絵になる音楽会」
～みずのき～篠山～

ローザンヌ～

ティルマン・クレーマー(pf)
畑 儀文(ten）

山南 10月11日(月）
薬草薬樹公園

「漢方の里コンサート」
～ハーブの香り漂う中で…～

粂井 謙三・杉浦 知美(mdr・gt)
ティルマン・クレーマー(pf)
中塚 昌昭(ten)
中村 朋子(sop)
畑 儀文(ten)

「子どもと一緒にシューベルト」

Hall concert

９月25日(土）
丹波の森公苑ホール

アレキサンドル・チェヴチェンコ(acc)
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

「ウェルカムコンサート」Hall concert

10月14日(木）
さぎそうホール

海外招聘アーティスト

「午後のサロンコンサート」Salon concert

10月９日(土）
お菓子の里丹波・ウィーンの館

足立 さつき(sop)
トーマス・シューベルト(pf)

「晩秋のセレナーデ」Final concert

11月９日(金）
お菓子の里丹波・ウィーンの館

ロジャー・ヴィニォールズ(pf)

ﾄー ﾏｽ･ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ(pf)

テレマン室内管弦楽団・室内合唱団

「荒城の月・二部」
～伝えたい唱歌～

トーマス・シューベルト(pf)
宮崎 万里(vn) 畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ３校



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(va) ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏｰ(pf） 小川 明子(alto） ﾄｰﾏｽ・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ(pf） 幸田 聡子(vn） 畑 儀文(ten)

篠山 11月11日(土）
善導寺

「伽藍堂コンサートpart５」

ｾｰｶﾞー ･ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ（ten）
松田 佳美（sop）
前川 尚子（pf）

市島 10月21日(土）
市島町立前山
小学校

「セロ弾きと113人の仲間」

近藤 浩志（vc）
吉澤 友里絵（pf）

柏原 10月６日(金）
丹波の森公苑

「森の音楽散歩径Ⅵ」

井上 敏典(bar)
ウード・シュニーベルガー（pf)

山南 ９月17日(日）
奥公民館

「笹倉鉄平と
シューベルト」

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(mdr)
杉浦 知美(gt）
平井 さやか(sop)

篠山 10月28日(土）
大芋公民館

「昔話で音楽会」

大森 幹子（org）
篠山混声合唱団(chor)

西紀 10月21日(土）
篠山市立西紀
中学校

「ざぶとんコンサートin 
にしきパートⅥ」

ふぁるべ(邦楽アンサンブル）
春木 浩子（hrp）

今田 ９月30日(土）
今田商工会

「ムーンライトコンサート」
～今宵ひとときこんだの郷～

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

丹南 ９月17日(日）
茶の里会館

「茶の里コンサート」

ベルリン青少年アコーディオン
イニシャティブ
小玉 晃(bar)
園田 尊子(pf)
北斗 星(和太鼓・津軽三味線）

氷上 10月22日(日）
大師の杜公園

「大師の杜に響け
シューベルトの調べ」

春木 浩子（hrp）
平井 さやか（sop）

春日 10月13日(金）
円光寺

「つりがねコンサート
partⅡ」

～保月の里の音楽会～

ティルマン・クレーマー(pf）
竹内 さおり(琴）
保月の里合唱団

青垣 ９月29日(金）
青垣町民ｾﾝﾀｰ

「お洒落なコンサート」
～気分はウインナー珈琲～

春木 浩子(hrp)
グリーンコーラス

「ベルリンからのメッセージ」

街角Opening concert

９月16日(土）
たんば田園交響ホール

畑 儀文(ten)
ベルリン青少年
アコーディオンイニシアティ

「秋、奏鳴曲(ソナタ)に遊ぶ」Hall concert

10月14日(土）
丹波の森公苑ホール

須田 祥子(va)
ティルマン・クレーマー(pf)
小川 明子(alto)

「午後のサロンコンサート」Salon concert

10月29日(日）
お菓子の里丹波・ウィーンの館

幸田 聡子(vn)
田口 友子(pf)

「晩秋のセレナーデ」Final concert

11月19日(日）
お菓子の里丹波・ウィーンの館

トーマス・シューベルト(pf)



「森の響(ひびき)」
Opening Salon concert

９月９日(日） お菓子の里丹波・ウィーンの館

稲本 響(pf)

柏原 ９月13日(木）
木の根センター

「森の音楽散歩径Ⅶ」
～ピアノ・バイオリン・

音楽の夕べ～

多川 響子(pf)
多川 彩子(pf)
多川 智子(vn)
松田 佳美(sop)

青垣 9月15日(土）

青垣町民センター

「和洋折衷」

小寺 智子(sop)
氷上吹奏楽団
照得寺雅楽会

今田 9月30日(日）

さぎそうホール

「ひっくり回(か)える
オモチャ箱」

ロンド・シャンテ(chor)
ゴスペル(chor)
ケンタッキー(KHB)
今田中学校吹奏楽部

市島 10月12日(金）

鴨ノ庄コミュニティ
センター

「グランバー・グランマー達
の狂想曲」

稲本 響(pf)
近藤 晟(bar)

山南 10月14日(日）

常徳寺

「観音さまとシューベルト」

粂井謙三・杉浦知美(mdrとgt)
中塚昌昭(ten)
中村朋子(sop)
特別出演
フィリピン少数山岳民族

アエタ族

氷上 10月21日(日）
正福寺

「本堂に響くシューベルト」

稲本 響(pf)
ほか

キン・コン・カン・コンサート

稲本 響(pf） ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏｰ(pf)
ｼﾞｬｯｸ･ｱﾓﾝ(pf)

赤松 由夏(vn) 平岡 洋子(fl) 高橋 博(cl) 角田 知子(va)

西紀 11月11日(日）

黒豆の館

「ざぶとんコンサートⅦ」

ティルマン・クレーマー(pf)
ジャック・アモン(pf)
白崎 済美(mrb)

篠山 11月16日(金）

観福寺

「伽藍堂コンサート part ６」

稲本 響(pf）

篠山 11月10日(土）

篠山チルドレンズ
ミュージアム

「木の実ちゃん音楽と
であう」

ティルマン・クレーマー(pf)
ジャック・アモン(pf)

松岡 直樹(perc)

「音楽絵本」

Final concert

11月18日(日）
丹波の森公苑 ホール

ティルマン・クレーマー(pf)
ジャック・アモン(pf)
稲本 響(pf)
畑 儀文(ten)
ほか

長谷川 順子(cb)

中村 朋子(sop)
佐々木 美穂(朗読)成川 昭代(vc) 細田 真平(perc) 畑 儀文(ten）

吉川 緑(vn)

中塚 昌昭(ten)

藤村 匡人(bar)

春日 10月27日(土）

ハートフルかすが

「響け! 心の歌」

稲本 響(pf)
地元アーティスト

丹南 10月28日(日）

長者屋敷
(四季の森公園)

「長者の杜から
～第二章～」

林 秀茂(synth)
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



「夕やけこやけの愛のうた」
Opening星空 concert

８月30日(金) 丹波の森公苑

西本 淳(sax)
足立 さつき(sop)
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(chor)
畑 儀文(ten)

青垣 ９月６日(金)
青垣町民センター

「私たち、遊ぶ、笑う、歌う」

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)

柏原 ９月20日(金)

木の根センター

「森の音楽散歩径vol.Ⅷ」

西本 淳(sax)
松田 佳美(sop)
井出 智佳子(pf)
廣瀬 美穂(pf)

今田 ９月23日(祝・月)
今田町商工会館
屋外特設ステージ

「中庭コンサート」
～今宵あなたとセレナーデ～

西本 淳(sax)
井出 智佳子(pf)
ＦＯＰ トリオ アンサンブル
県多紀ハッピーボーイズ

篠山 ９月28日(土)

やまゆりホーム

「山ゆりの里の子守唄」

多川 響子(pf)
前田 佳世(sop)
Andante Coro(ア・カペラ)

山南 10月12日(土)

也足時本堂前
境内

「くうやのみてらの
コンサート」

西本 淳(sax)
中村 明子(sop)
中塚 昌明(ten)
北村 文 (hrp)
岩尾城太鼓

西紀 10月12日(土)

黒豆の館

「ざぶとんコンサートⅧ」
～シューベルトがJAZZになったら～
Jazz Band BLACK YELLOW
山田 和作(pf)
浜野 明浩(dr)
笹井 克彦(ba)
田所 優子(vo)
伊与田 茂弘(trp)

「ふたつの野ばら」
Final concert

11月２日(土)
丹波の森公苑 ホール

西本 淳(sax)
ジャック・アモン(pf)
井戸 柄里(vn)
竹花 千景(pf)
平岡 洋子(fl)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ３校

西本 淳(sax) ｼﾞｬｯｸ･ｱﾓﾝ(pf) 井戸 柄里(vn) 足立 さつき(sop) 平岡 洋子(fl) 竹花 千景(pf) 武庫川女子コーラス部

篠山 10月26日(日)

大仙寺

「伽藍堂コンサート
Part ７」

ジャック・アモン(pf)
上田 希(cl)
河江 優(pf)
地元歌声サークル

氷上 10月27日(日)

南保健福祉会館

「氷ノ川にただよう野鳥の
さえずり」
～シューベルトの調べ～

西本 淳(sax)
小森 美和子(sop)
進藤 昭子(pf)
菊川 小百合(pf)

市島 11月１日(金)

市島町立三輪
小学校

「講談とシューベルト」
～四人の声を使い分ける

珍しい歌～
旭堂南左衛門(講談)
小玉 晃(bar)
畑 儀文(ten)
多川 響子(pf)
コーロひまわり(福岡県飯塚市)
コーラス秋桜

スイートポテト(オカリナ合奏団) 畑 儀文(ten)

春日 10月19日(土)
春日町立船城

小学校体育館

「めだかの学校・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ｣

西本 淳(sax)
井出 智佳子(pf)
芦田 紗弥香(m-sop)
平 奈瑠美(pf)
小森 弘子(pf)
ふなきリリカルコーラス
船城小学校児童・ＰＴＡ

丹南 10月20日(日)
篠山市立大山

小学校

「森のおやまのコンサート」

藤村 匡人(bar)
田村 博子(sop)
長谷 智子(pf)
荒木 千鶴(pf)
筑波山麓男声合唱団

「ルドとルミの秋のロマン」
Salon concert

10月14日(月・祝)
お菓子の里丹波 ウィーンの館

伊藤 ルミ(pf)
ルドヴィート・カンタ(vc)
畑 儀文(ten)



「シューベルトオンステージ」

Opening salon concert

９月13日(土) お菓子の里丹波・ウィーンの館

中村 朋子(sop)
ティルマン・クレーマー(pf)
畑 儀文(ten)

篠山 ９月14日(日)
清陰寺

「伽藍堂コンサートPart8」
～羽束川の清流によせて～

中村 朋子(sop)
ティルマン・クレーマー(pf)

市島 ９月15日(祝・月)
三ッ塚史跡公園

「ピクニックコンサート」

小門 征和寿 ＆ One and only
西本 淳(sax)
藤田 友美(a-sax)
鈴木 恵美(t-sax)
佐坂 貴之(b-sax)

青垣 ９月15日(祝・月)
青垣町民センター
別館大ホール

「ミンガラバー」

上田 希(cl)
ほか

丹南 ９月23日(祝・火)
篠山市立味間
小学校

「ガーデンコンサート」
～光と風につつまれて～

中村 朋子(sop)
上田 希(cl)

今田 10月18日(土)
和田寺

「伽藍堂コンサート」

ヘルツォーク英理香(pf)

氷上 10月26日(日)
正福寺

「なむなむポクポクお寺de
concert」

北村 文(hrp)
ほか

中村 朋子(sop) ｲｪﾙｸ･ﾃﾞー ﾑｽ(pf) ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏ (ーpf) ﾛﾍﾞﾙﾄ･ﾙｰﾎﾟ(pf) 畑 儀文(ten)

「丹波の森に楽興の時」Final concert

11月９日(日)
丹波の森公苑 ホール

中村 朋子(sop)
イェルク・デームス(pf)
テレマン室内合唱団
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ５校

春日 ９月27日(土)
春日町立進修
小学校体育館

「三尾お山のコンサート」

中村 朋子(sop)
ボリス・ベクテレフ(pf)
江田 ひとみ(sax)
進修小学校ＰＴＡ

山南 ９月28日(日)
川代公園

「川面に映えるシューベルト」

中村 朋子(sop)
中塚 昌昭(ten)
粂井 謙三(mdr)
杉浦 知美(gt)

西紀 10月11日(土)
黒豆の館

「ざぶとんコンサート
パートⅨ」

梶谷 正治(rec)
畑 儀文(ten)
ロベルト・ルーポ(pf)

篠山 10月６日(月)
篠山市立篠山
養護学校

「こころ輝くピアノの調べ」

中村 朋子(sop)
畑儀文(ten)
ロベルト・ルーポ(pf)

柏原 10月19日(日)
丹波年輪の里
木の館

「森の音楽散歩径Ⅸ」
～フルートと弦楽四重奏の調べ～

長谷場 純一(fl)
弦楽四重奏
赤松 由夏(vn)
高森 真貴子(vn)
角田 知子(va)
福田 賀予(vc)



「少年シューベルト」～13歳から16歳の作品でせまるｼｭｰﾍﾞﾙﾄの少年時代～

Opening concert

９月12日(日) たんば田園交響ホール

河合 隼雄(臨床心理学者、文化庁長官)
片山 優陽(pf) 三村 祥子(pf) 中村 朋子(sop)
畑 儀文(ten) 中塚 昌昭(ten) 藤村 匡人(bar)
高本一郎(gt)
古典四重奏団弦楽四重奏)
川原 千真(vn)
花崎 淳生(vn)
三輪 真樹(va)
田崎 瑞博(vc)
ｼｭｰﾍﾞﾙﾃｨｱｰﾃﾞ合唱団
三田松聖高等学校ｺｰﾗｽ部
Kammer Chor P.S
足立 尚樹(cond) 小山 恵実(pf)

青垣 ９月17日(金)
青垣町民センター
別館大ホール

「An den Mond in einer
Herbstnacht D.614」
～秋の月に寄す～

田原 祥一郎(ten)
春木 浩子(hrp)

篠山 9月18日(土)

禅昌寺

「伽藍堂コンサートＰａｒｔ９」
～福住に浄瑠璃あり～

高本 一郎(gt)
樋口 美紀(sop)
能勢浄瑠璃
竹本 美広軒(太夫 )
高見 均(三味線)

春日 9月25日(土)

春日町文化ホール

「１０回記念街角スペシャル」

片山 優陽(pf )
赤松 由夏(vn)
10 回記念スペシャル合唱団

今田 9月26日(日)

和田寺伽藍堂

「伽藍堂コンサート」

春木 浩子(hrp)
篠原 美幸(sop)

山南 10月2日(土)

親縁寺

「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)～

片山 優陽(pf)
中村 朋子(sop)
安田 華子(vn)
中塚 昌昭(ten )

氷上 10月２日(土)
氷上町立西
小学校体育館

「星と話そうコンサート」

片山優陽(pf)
マリンバ三重奏
北川 皎
中路 友恵
後藤 由里子

「フルートデュオ」
～オランダからの夫婦フルート二重奏～

Salon concert

10月23日(土)
お菓子の里丹波

ウィーンの館

マルティン・ローゼマ(fl)
パウリーネ・ファンデアマルク(fl)
高本 一郎(gt)

キン・コン・カン・コンサート ５校

片山 優陽(pf) ﾏﾙﾃｨﾝ･ﾛｰｾﾞﾏ
ﾊﾟｳﾘｰﾈ･ﾌｧﾝﾃﾞｱﾏﾙｸ(fl)

ｳﾙｽﾗ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(sop) 小林 道夫(pf) ﾎﾞﾘｽ･ﾍﾞｸﾃﾚﾌ(pf) 中村 朋子(sop)

市島 10月29日(金)

正法寺本堂

「山寺に響く恋の詩」

ﾂｪｰｶﾞｰ･ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ(ten)
前川尚子(pf)

丹南 10月30日(土)

西尾邸酒蔵

「酒・蔵・クラ・シックに
行こう♪」

～失われたロマンを求めて～

ﾂｪｰｶﾞｰ･ﾌｧﾝﾃﾞﾙｽﾃｰﾈ(ten)
前川 尚子(pf)

柏原 10月17日(日)

県立丹波年輪の里
木の館

「森の音楽散歩径Ⅹ」
～ヴァイオリン・チェロ・

ハープの調べ～

赤松 由夏(vn)
成川 昭代(vc)
春木 浩子(hrp)

古典四重奏団
川原 千真(vn) 花崎 淳生(vn)
三輪 真樹(va) 田崎 瑞博(vc)

「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～Final concert
10月31日(日) 丹波の森公苑 ホール

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(sop)
小林 道夫(pf)
片山 優陽(pf)
ボリス・ベクテレフ(pf)
畑 儀文(ten)

中塚 昌昭(ten) 三村 祥子(pf) 足立 尚樹(cond) 小山 恵実(pf)藤村 匡人(bar) 高本 一郎(gt) 畑 儀文(ten)



「秋の日のヴィオロン」

Salon concert

９月24日(土) お菓子の里丹波・ウィーンの館

ヤンネ・舘野(vn)
中山 育美(pf)
岡本 昭(バンドネオン)
幕内 弘司(cb)
畑 儀文(ten)

青垣 ９月２日(金)
青垣町福祉交流
センター

「ムーンライトコンサート」
～月夜に響く美しき音色～

平原 洋子(fl)
篠原 美幸(sop)
城村 奈都子(pf)

丹南 ９月３日(土)

西尾邸 酒蔵

「お箏(こと)とフルートと音
(おっと)っと」

～音を肴に蔵で酔う～

片岡 リサ(箏)
平岡 洋子(fl)
コール・トワ(chor)

山南 ９月10日(土)
延命寺

「サフラン寺に響け
おさん茂兵衛・

シューベルト」
中村 朋子(sop)
中塚 昌昭(ten)
粂井 謙三(mdr)
杉浦 知美(gt)
城村 奈都子(pf)

春日 ９月23日(金・祝)

萬松寺

「つりがねコンサート Part Ⅲ」
～みんながヤンネ～

ヤンネ 舘野(vn)
中山 育美(pf)
岡本 昭(バンドネオン)
幕内 弘司(cb)
春日戦国太鼓

西紀 10月１日(土)

篠山市立西紀南
小学校

「ざぶとんコンサート
パートXI」

西本 淳(sax)
原田 恭子(pf)

柏原 10月13日(木)
県立丹波年輪の里

木の館

「森の音楽散歩径XI」
～室内音楽の夕べ～

池田室内合唱団

「神が住む森 タピオラ」Final concert
11月13日(日) 丹波の森公苑 ホール
ヤンネ・舘野(vn)
舘野 泉(pf)
駒ヶ嶺 ゆかり(m-sop)
水月 恵美子(pf)
畑 儀文(ten)
中塚 昌昭(ten)
萩原 次己(bar)
青木 耕平(bar)
蒲生 絢子(hr)
渋井 満(hr)
山口 明(hr)
山口 潤(hr)

キン・コン・カン・コンサート 15校

ヤンネ・舘野(vn) 高谷 光信(cond) グリーン交響楽団 丹波篠山男声合唱団 中村 朋子(sop)

今田 10月23日(日)

兵庫陶芸美術館

「陶(つち)に響くコンサート」

畑 儀文(ten)
アレキサンドル・チェヴチェンコ

(acc)

篠山 10月30日(日)

多聞寺

「伽藍堂コンサート Part 10」
～筱見の滝、清流によせて～

ヤンネ・舘野(vn)
梅村 幸江(vn)
マルクス・ペリ(vc)
中田 美穂(va)
長谷川 順子(cb)

市島 11月４日(金)

与戸公民館

「美和の里．秋！」
～ふるさとコンサート～

ヤンネ 舘野(vn)
ペトリ・クメラ(gt)

ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾙ･
ﾁｪｳﾞﾁｪﾝｺ(acc）

舘野 泉(pf)

氷上 10月15日(土)
丹波市立北

小学校・体育館

「音楽のバリヤフリー
コンサート」

大阪芸術大学 木管八重奏団
ステファン・ポポフ(va)
熊谷 啓子(pf)

水月 恵美子(pf) 中塚 昌昭(ten)

駒ヶ嶺 ゆかり(m-sop)

萩原 次己(bar) 青木 耕平(bar) 蒲生 絢子(hr) 渋井 満(hr) 山口 明(hr) 山口 潤(hr) 畑 儀文(ten)



「大書院のセレナーデ」

Opening concert

９月２日(土) 篠山城大書院
森本 英希(fl)
ルドルフ・マイスター(pf)
ヤンネ・舘野(vn)
大谷史子(vn)
姜 高光(va)
曽田 健(vc)
中村 朋子(sop)
勝本 早織(sop)
吉住 直子(sop)
福永 圭子(alto)
畑 儀文(ten)
丹波篠山男声合唱団(m-chor)

春日 ９月９日(土)
ふれあいホール

「笛吹童子とシューベルト」

森本 英希(fl)
篠原 美幸(sop)
城村 奈都子(pf)
女声コーラス コールプランタン

篠山 ９月10日(日)
久昌寺

「伽藍堂コンサート Part11」
～おくもの里に笛の音が

響くとき～

森本 英希(fl)
春木 浩子(hrp)

山南 ９月30日(土)
狭宮神社

「狭宮の杜とともに」
～八子太夫(やつごたゆう)の

縁を偲んで～

西本 淳(a-sax)
井上 麻子(s-sax)
山口 裕佳理(t-sax)
高畑 次郎(b-sax)
中村 朋子(sop)
中塚 昌昭(ten)

柏原 10月１日(日)
県立柏原高等学校
柏陵会館

「森の音楽散歩径XII」
～サクソフォンとピアノの調べ～

西本 淳(sax)
林 典子(pf)

青垣 10月22日(日)
青垣住民センター
アリーナ

「琴とサックスのコラボレー
ション♪」

～East meets West～

片岡 リサ(琴)
西本 淳(sax)

西紀 10月22日(日)
黒豆の館

「ざぶとんコンサート
パートXII 」

西本 淳(a-sax)
井上 麻子(a-sax)
山口 裕佳理(t-sax)
高畑 次郎(b-sax)

「魔法の笛・魔法の竪琴」Final concert

11月12日(日)
丹波の森公苑 ホール

森本 英希(fl)
ゼバスティアン・マンツ(cl)
春木 浩子(hrp)
畑 儀文(ten)
中村 朋子(sop)
吉住 直子(sop)
安永 紀子(alto)
福永 圭子(alto)
テレマン室内管弦楽団 ほか

キン・コン・カン・コンサート 13校

市島 10月３日(火)
丹波市立市島
中学校

「鹿集(かたかり)音楽会」

森本 英希(fl)
ヤンネ・舘野(vn)
大渕 雅子(pf)

今田 10月14日(土)
兵庫陶芸美術館

「陶(つち)に響くコンサート」

スイートポテトオカリナ合奏団

丹南 10月21日(土)
丹波並木道
中央公園

「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)」

ヤンネ・舘野(vn)
春木 浩子(hrp)
ほか

氷上 10月21日(土)
丹波市立東
小学校

「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～

左納 実子(vc)
城村 奈都子(pf)
大阪外国語大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞOB会

森本 英希(fl) ﾙﾄﾞﾙﾌ･ﾏｲｽﾀｰ(pf) ヤンネ・舘野(vn) 姜 高光(va) ｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ・ﾏﾝﾂ(cl) 春木 浩子(hrp) 中村 朋子(sop)

吉住 直子(sop) 福永 圭子(alto) 丹波篠山男声合唱団 テレマン室内管弦楽団 畑 儀文(ten)

大谷 史子(vn) 曽田 健(vc) 勝本 早織(sop)

安永 紀子(alto)



～『たんば』で奏でる感謝の調べ～

「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～

Opening salon concert

９月９日(日) お菓子の里丹波ミオール館

中島 悦子(va)
坂本 利文(gmb)
平山 照秋(talk)
畑 儀文(ten)

山南 ９月24日(月・祝)
久下村駅前

「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～

アレキサンドル・シェヴチェンコ
(acc)

中村 朋子(sop)
中塚 昌昭(ten)

今田 ９月30日(日)

篠山市立さぎそう
ホール

「Shubertiade Tamba Youth
Project feat.楽空間」
～歌え！響け！

舞い上がれ！～

西本 淳(sax)
丹波篠山楽空間(演舞)

青垣 10月６日(土)

丹波市立芦田
小学校体育館

「ヴァイオリンと歌声
コンサート」

～秋風の贈り物～

赤松 由夏(vn)
城村 奈都子(pf)
小寺 智子・小島 直美(二重奏)
混声合唱団フィオーレ

市島 10月14日(日)

JR丹波竹田駅前
JR市島駅前

「“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～

川口 雅行(mdr)
ヤンネ・舘野(vn)

丹南 10月20日(土)

丹波並木道中央
公園内 古民家

「丹波並木道公園開園記念
コンサート」

～悠久の森で奏でる調べ～

周琪(楊琴)
堀井 さやか(pf)
ゴスペルソウルサウンド

(ゴスペル)

春日 10月20日(土)
下三井ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
ｾﾝﾀｰ

「ヴィオラ・ダ・須磨子」

中島 悦子(va)
篠原 美幸(sop)
城村 奈都子(pf)

「ヴィオラ・ダ・たんばの秋祭り」Final concert

11月10日(土) 丹波の森公苑 ホール

中島 悦子(va)
ヘンシェルカルテット(弦楽四重奏)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート 15校

中島 悦子(va) 右近 恭子(pf) 坂本 利文(gmb) 平山 照秋(talk) ヘンシェルカルテット(弦楽四重奏)

篠山 10月27日(土)

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｶﾌｪ
みーつけた

「シューベルトの秋
みーつけた」

赤松 由夏(ｖｎ)
中島 悦子(ｖａ)
後藤 敏子(ｖｃ)
長谷川 順子(ｃｂ)
城村 奈都子(ｐｆ)

西紀 10月27日(土)

龍駒山 松隣寺

「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～

幸田 さと子(vn)
萩原 吉樹(pf)

氷上 10月28日(日)

丹波市立南
小学校 体育館

「ひかみ水と杜ファミリー
コンサート 」

左納 実子(vc)
藤川 健(tuba)
城村 奈都子(pf)
ひかみ水と杜の合唱団
氷の川太鼓子どもチーム「鼓輝」

柏原 10月21日(日)

県立柏原高等学校
柏陵会館

「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～

林 典子(pf)
本吉 優子(vn)
大阪外国語大学グリークラブ

ＯＢ合唱団

畑 儀文(ten)



～再発見！音楽で見せる“たんば”～

「シェフ・パブロのシューベルトたんば」～厳選素材～

Opening salon concert

９月７日(日) お菓子の里丹波ミオール館

パブロ・エスカンデ(pf)
中村 朋子(sop)
篠部 信宏(ｂｓ)
畑 儀文(ten)

丹南 ９月27日(土)
大沢八幡神社

「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～

西本 淳(sax)
Mint Tea(ミントティー)
今江 雅美(sop)
前川 直美(sop)
中川 ようこ(pf)

市島 ９月28日(日)

石像寺

「磐座の里コンサート」
～四神相応の庭に響く

香しき調べ～

パブロ・エスカンデ(pf)
三橋 桜子(cemb)

青垣 10月4日(土)
丹波市立佐治
小学校 体育館

「フルートと歌声コンサート」
～秋風の贈り物Ⅱ～

森本 英希(fl)
城村 奈都子(pf)
畑 儀文(ten)
コーラスひまわり

西紀 10月11日(土)

黒豆の館

「ざぶとんコンサートⅩⅣ」

井本 英子(pf)
他

春日 10月18日(土)

丹波市立進州
小学校 体育館

「三尾お山のコンサート２」

パブロ・エスカンデ(pf)
篠原 美幸(sop)
城村 奈都子(pf)
谷垣 遼(sax)
豊島 麻鈴(pf)

篠山 10月19日(日)

中立舎

「ふるさとの秋み～つけた」

奥田 しげみ(sop)
井本 英子(pf)

「シェフパブロのシューベルトたんば風」
～創作曲発表会～

Final concert

11月9日(日)
丹波の森公苑 ホール

パブロ・エスカンデ(pf)
老田 裕子(sop)
多川 響子(pf)
福永 吉宏(fl)
ヤンネ・舘野(vn)
中田 美穂(va)
長谷川 順子(cb)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート 15校

ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｴｽｶﾝﾃﾞ(pf) 中村 朋子(sop) 篠部 信宏(bs) 老田 裕子(sop) 多川 恭子(pf) 福永 吉宏(fl) ヤンネ・舘野(vn)

氷上 10月25日(土)
丹波市立中央

小学校 体育館

「ひかみ 水と杜の
ファミリーコンサート」

森本 英希(fl)
ゴスペル
ひかみ水と杜の合唱団

山南 10月26日(日)

(株)大地農園ｱｰｽ
ﾏﾀｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ
創業者記念館

「緑為す大地に奏でる
仲間たち」

パブロ・エスカンデ(pf)
中村 朋子(sop)
中塚 昌昭(ten)

柏原 11月8日(土)

柏原藩陣屋跡

「柏原藩陣屋跡コンサート」
～音楽を気楽に楽しもう～

西本 淳(sax) 他
サクソフォンカルテット

中田 美穂(va)

畑 儀文(ten)

長谷川 順子(cb)



～ 響きあい、輝きあう丹波の音楽祭
～

「『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～

Opening salon concert

９月５日(土) お菓子の里丹波ミオール館

篠部 信宏(bs)
畑 儀文(ten)
中村 朋子(sop)
福永 圭子(alto)
渡辺 治子(pf)

丹南 ９月12日(土)
妙楽寺

「古き良き日本の風景♪
初秋♪」

～深川和美の童謡サロン～
深川 和美(sop)
多久 雅三(pf))

市島 ９月25日(金)
山名酒造
奥丹波仕込蔵

「バロックダンスの世界」
～酒造で楽しむ宮廷舞踏～

樋口 裕子(バロックダンス)
橋本 佳子(バロックダンス)
吉竹 百合子(cemb)
ヤンネ 舘野(vn)

青垣 ９月26日(土)
丹波市立神楽
小学校

「ギターと歌声コンサート」
～秋風の贈り物Ⅲ～

篠部 信宏(bs)
側 哲治(gt)
グリーンコーラス(地元 chor)

氷上 10月３日(土)
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾎ-ﾙ

「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～

西本淳 他
(サクソフォン四重奏)
氷上中学吹奏楽部

篠部 信宏(bs) 中村 朋子(sop) 福永 圭子(alto) ﾐﾛｽﾗﾌ･ｹｲﾏﾙ
(trp)

渡辺 治子(pf) 三原 萌(fl) 畑 儀文(ten)

「ＭＹ ＷＡＹ 私の音楽人生」

Final concert

11月23日(月・祝)
丹波の森公苑 ホール

篠部 信宏(bs)
畑 儀文(ten)
ミロスラフ・ケイマル(trp)
渡辺 治子(pf)
三原 萌(fl)

キン・コン・カン・コンサート 13校

西紀 10月４日(日)
黒豆の館

「ざぶとんコンサートXV」
～「ｵｰｽﾄﾘｱ」と「ﾓﾝｺﾞﾙ」、黒豆
の里での不思議なコラボ～

畑 儀文(ten)
ヘルツォーク・エリカ(pf)
卜部凡夫(馬頭琴)

柏原 10月10日(土)
天箇山 西楽寺

「柏原楽楽コンサート」
～音楽を気楽に楽しもう～

キルバーン 陽子(sop)
渡辺 美穂子(fl)
レイ キルバーン(pf)

篠山 11月15日(日)
洞光寺

「名刹に紅葉の映える
音楽会」

松村 京子
他((fl・琴・pf)

県多紀ハッピーボーイズ



～ 丹波の森の音あそび ～

「森に、はずむ」

Opening salon concert

９月25日(土) お菓子の里丹波ミオール館

安永 早絵子(perc)
酒井 友里菜(pf)
酒井 友芙未(pf)
アレキサンドル・
シェヴチェンコ(bayan)

城村 奈都子(pf)
畑 儀文(ten)

柏原 ９月26日(日)
柏原藩陣屋跡

「柏原藩陣屋跡コンサート 」
～音楽を気楽に

楽しもう！～

赤松 由夏(vn)
後藤 敏子(vc)
城村 奈都子(pf)

西紀 10月２日(土)

黒豆の館

「乙女たちのシューベルト」

酒井 友里菜(pf)
酒井 友芙未(pf)
南 里 沙(hmc)
音楽グループ「コスモス」

春日 10月３日(日)

道の駅「丹波
おばあちゃんの里」

「音の玉手箱」
～あけてびっくりシューベルト～

田邊 織恵(sop)
谷風 佳孝(fl・鍵盤hmc)
城村 奈都子(pf)

丹南 10月９日(土)

篠山市立城南
小学校多目的ﾎｰﾙ

「城南の風は
ノスタルジアにのって」

アンサンブル・ラ・ジェム
(木管アンサンブル fl・cl・

hr・fg・pf)
丹波國(m-cor)

篠山 10月16日(土)

磯宮八幡神社

「お宮の杜の音あそび」
～磯の宮に裸榧の実るころ～

前田 繁実(cond)
堀井 さやか(pf)
山内 千穂(mrb)
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

今田 10月23日(土)
兵庫陶芸美術館

「こんだの森で音の
イリュージョン!!」

安永 早絵子(perc)
出口 智子(perc)
安成 明美(sop)
安成 友美恵(sop)
園田 尊子(pf)

「幼なじみの音あそび」
Final concert

11月13日(土) 丹波の森公苑 ホール

カタリーナ・ヴィデル(rec)
パトリック・カールソン(lute)
安永 早絵子(perc)
池田 安友子(perc)
内山 光知子(perc)
高鍋 歩(perc)
高橋 明日香(rec)
森本 英希(rec)
谷風 佳孝(鍵盤hmc)
河口 結子(鍵盤hmc・編曲)
梅谷 浩子(鍵盤hmc)
城村 奈都子(pf)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ４校 ふるさと音楽ひろば 10校

安永 早絵子(perc) Beat JACK
(パーカション・パフォーマンス)

酒井 友里菜(pf)
酒井 友芙未(pf)

ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾙ･
ｼｪｳﾞﾁｪﾝｺ(bayan）

ｶﾀﾘｰﾅ･ｳﾞｨﾃﾞﾙ(rec） 森本 英希(rec)

青垣 10月30日(土)

遠阪小学校
体育館

「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～

安永 早絵子(perc)
城村 奈都子(pf)
中村 朋子(sop)

市島 11月６日(土)

美和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

「美和地区アグリフェスタ
前夜祭」

ヤンネ・舘野(vn)
中山 育美(pf)
ヴィッレ・ヒルトゥラ(ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ)
長谷川 順子(cb)

氷上 11月７日(日)

かどのの郷

「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～

成川 昭代(vc)
三村 祥子(pf)

山南 10月24日(日)

正覚寺

「さんなん街角コンサート
『正覚寺編』」

安永 早絵子(perc)
出口 智子(perc)
福永 圭子(m-sop)

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｶｰﾙｿﾝ
(lute)

高橋 明日香(rec)

谷風 佳孝
(鍵盤hmc)

河口 結子
(鍵盤hmc・編曲)

梅谷 浩子
(鍵盤hmc)

畑 儀文(ten)城村 奈都子(pf)



～ "丹波"でつなぐ手 奏でる手～

「森につまびく」

Opening salon concert

９月３日(土) お菓子の里丹波 ミオール館

藤井 敬吾(gt)
ヤンネ・舘野(vn)
高橋 麻子(pf)

篠山 ９月23日(金)
旧後川小学校跡

「羽束川の清流によせて」

藤井 敬吾(gt)
藤井 由美(pf)
大槻 朱里(sop)

市島 ９月25日(日)

特別養護老人
ホーム・丹寿荘

「やさしい愛のしらべ」

藤井 敬吾(gt)
大久保 直美(歌、ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ)

山南 10月２日(日)

薬草薬樹公園・
リフレッシュ館

「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～

藤井 敬吾(gt)
中塚 昌昭(ten)
藤井 由美(pf)

春日 10月８日(土)

こだま館

「秋のアルペジオ」
～nukumori ga kodamasuru～

藤井 敬吾(gt)
岩崎 慎一(gt)
大槻 朱里(sop)

柏原 10月15日(土)

柏原藩陣屋跡

「柏原陣屋跡コンサート」
～音楽を気軽に楽しもう!～

後藤 敏子(vc)
丸川 政明(cl)
森田 洋美(pf)

氷上 10月23日(日)

生郷交流会館

「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～

成川 昭代(vc)
大槻 朱里(sop)
三村 祥子(pf)

「森のギター四重奏(カルテット)」
Final concert

11月12日(土)
丹波の森公苑 ホール

藤井 敬吾(gt)
上田 英治(gt)
上田 ちよ(gt)
岩崎 慎一(gt)
BHChor(m-chor)
斉藤 建寛(vc)
大槻 朱里(sop)
森本 英希(fl)
ペーター・コヴァーチ(va)
藤井 由美(pf)

キン・コン・カン・コンサート 14校

藤井 敬吾(gt) ヤンネ・舘野(vn) 高橋 麻子(pf) 上田 英治(gt) 上田 ちよ(gt)

BHChor(m-chor) 斉藤 建寛(vc)

青垣 10月30日(日)

佐治来楽館

「あおがき街角コンサート
「来楽館」」

～秋風の贈りものⅤ～

藤井 敬吾(gt)
陳 蔓麗(二胡)

今田 11月３日(木)

こんだ薬師温泉
ぬくもりの郷

「こんだ温もりコンサート」

斉藤 建寛(vc)
掛水 さよ(sop・三味線)
細見 理恵(pf)

西紀 11月11日(金)

篠山市立西紀南
小学校

「ファイナル前夜祭
シューベルトin西紀」

BHChor(m-chor)
大槻 朱里(sop)
城村 奈都子(pf)

岩崎 慎一(gt)

大槻 朱里(sop) 森本 英希(fl) ﾍﾟｰﾀｰ･ｺｳﾞｧｰ(（v)）



～ ”丹波”装いの森～おもいだす歌 であう歌～～

「シューベルトの”走れメロス”！？」

Opening salon concert

９月８日(土) お菓子の里丹波 ミオール館

井本 英子(pf・編曲)
萩原 合歓(vn)
後藤 俊子(vc)
福永 吉宏(fl)
畑 儀文(ten)

柏原 ９月16日(日)
丹波の森公苑中庭

「丹波の森のDolceな時間」
～妖精たちとの音楽会♪～

吉田 佐和子(cl)
小島 千紗(pf)
辻本 明日香(vn)

市島 ９月28日(金)

ライフピアいちじま
アートサロン

「光あふるる希望の響き」
～被災地からゲストを迎えて～

千石 史子(sop)
藤井 由美(pf)

篠山 ９月29日(土)

妙福寺

「昭和のレトロの町並みに
響く音のあや取り」

大塚 由貴(fl)
田中 靖二(gt)
井本 英子(pf・編曲)

山南 ９月30日(日)

白鹿神社

「山南街角コンサート」
～inしろしか～

井本 英子(pf)
中塚 昌昭(ten)
安永 早絵子(perc)

春日 10月６日(土)

平松公民館

「シューベルト」
～おにいさんといっしょ～

井本 英子(pf)
矢野 あきら(ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ)
畑 儀文(ten)

丹南 10月20日(土)

大沢厄八幡神社

「悠久の杜・心に響く音だま♪
言だま「音楽玉手箱」」

山内 千穂(mrb・perc)
堀井 さやか(pf)
河南 秀和(お話)

「森のカーニバル」
Final concert

11月17日(土)
丹波の森公苑 ホール

井本 英子(pf・編曲)
朴 瑛実(sop)
ＴＨＥ ＢＡＲＢＥＲＳ＆
ＢＩＳＨＯＰＳ(男声合唱)

吉岡 克典(vn)
後藤 敏子(vc)
福永 吉宏(fl)
安永 早絵子(perc)
畑 儀文(ten)
城村 奈都子(pf) 

キン・コン・カン・コンサート ３校 ふるさと音楽ひろば 10校

井本 英子(pf) 松原 優子 (vn) 福永 吉宏(フルート) 後藤 俊子(vc) ＢＡＲＢＥＲＳ＆ＢＩＳＨＯＰＳ(男声合唱)

朴 瑛実(sop) 城村 奈都子(pf) 

青垣 10月21日(日)

青垣住民センター
「別館」

「あおがき街角コンサート 」
～秋風の贈りもの～

井本 英子(pf)
青垣街角合唱団

今田 11月１日(木)
こんだ薬師温泉

ぬくもりの郷

「こんだ温もりコンサート」

斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)
市川 えり子(fl)

西紀 11月３日(土)

黒豆の館

「さぶとんコンサートⅩⅧ 」
～黒豆の秋里で

美しき調べを～
井本 英子(pf)
平岡 洋子(fl)
今江 雅美(sop)

※氷上街角コンサートは中止

畑儀文(ten) 



“丹波”ときめく森 ～麗しのアリア～

「僕の詩(うた)」

Opening salon concert

９月７日(土) お菓子の里丹波ミオール館

松原 友(ten)
大渕 雅子(pf)
畑 儀文(ten) 

市島 ９月14日(土)
丹波市立竹田
小学校

「秋の夕暮れコンサート」
～先人からのメッセージ～

高橋 麻子(pf)
高橋 正典(bar)
ヤンネ 舘野(vn)
芦田恵之助唱歌を歌う会

篠山 ９月15日(日)

旧篠山市立畑
小学校

「篠山街角コンサート」
～みたけの郷に 人ありて

歌ありて～

畑 儀文(ten)
喜多 光三(pf･acc)

柏原 ９月15日(日)

丹波の森公苑

「丹波の森の陽気な
ひととき」

～♪Machikado Cantabile♪～

安永早絵子(mrb･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)
松尾依子(cl)
方山裕里(pf)

西紀 ９月28日(土)

黒豆の館

「ざぶとんコンサートⅩⅨ」
～心に響く音楽が流れる

黒豆の里～

河野 仁美(sop)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

青垣 ９月29日(日)

佐治来楽館

「あおがき街角コンサート」
～秋風の贈りもの～

松原 友(ten)
大久保 直美(歌・ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ)
佐野 まり子(pf)

春日 10月５日(土)

こだま館

「ロマンティック オータム」
～nukumoriga kodama suru～

松原 友(ten)
大槻 朱里(sop)
佐野 まり子(pf)

「君に響け」

Final concert

11月16日(土)
丹波の森公苑 ホール

松原 友(ten)
ｳﾞｨﾀﾘｰ･ﾕｼｭﾏﾉﾌ(bar)
ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･ｼｪﾌﾁｪﾝｺ(bayan)
ﾏﾁｪｲ･ｺﾞﾙﾋﾞｵｳﾞｽｷｰ(cl)
ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｴｽｶﾝﾃﾞ(pf)
小玉 晃(bar)
篠部 信宏(bs)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ４校 ふるさと音楽ひろば 10校

松原友(ten) ｳﾞｨﾀﾘｰ･
ﾕｼｭﾏﾉﾌ (bar)

ﾏﾁｪｲ･
ｺﾞﾙﾋﾞｵｳﾞｽｷｰ (cl)

ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･
ｼｪﾌﾁｪﾝｺ

(bayan)

ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｴｽｶﾝﾃﾞ (pf) 小玉 晃(bar) 篠部 信宏(bs)

丹南 10月19日(土)

南矢代公民館

「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～

大槻 朱里(sop)
粂井 謙三(mdr)
杉浦 智美(gt)

氷上 10月20日(日)

浄福寺

「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～

大槻 朱里(sop)
斎藤 建寛(vc)
南 麻紀(pf)

今田 10月28日(月)

こんだ薬師温泉
ぬくもりの郷

「こんだ温もりコンサート」

松原 友(ten)
篠部 信宏(bs)
大渕 雅子(pf)
畑 儀文(ten)

大渕 雅子(pf) 畑 儀文(ten)

山南 10月６日(日)

石龕寺

「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～

田邉 織絵(sop)
辻本 明日香(vn)
畑 儀文(ten)
井本 英子(pf)



～ みんなの夢は うたの街たんば ～

「シューベルト・ミニオペラ集
～二十年のドラマ～」

Opening salon concert

９月１３日(土) お菓子の里丹波ミオール館

畑 儀文(ten)
ガハプカ 奈美(sop)
松原 友(ten)
篠部 信宏(bs)
ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ・ｶﾞﾊﾌﾟｶ(cl)
城村 奈都子(pf)

今田 ９月15日(月・祝)
兵庫陶芸美術館

「美術館からの贈り物」
～森の中のコンサート～

畑 儀文(ten)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

山南 10月４日(土)
長慶院

「さんなん街角コンサート
in長慶院」

～共に奏でん 心の花園～

大槻 朱里(sop)
井本 英子(pf)
森本 英希(fl)

青垣 10月５日(日)
佐治来楽館

「あおがき街角コンサート」
～秋風の贈り物～

畑 儀文(ten)
梅谷 浩子(鍵盤hmc)
河口 結子(鍵盤hmc)

春日 10月５日(日)
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
ｱﾙﾃｨ２Ｆ

「春日街角コンサート」
～ロマンティックオータム～

畑 儀文(ten)
吉見 順子(sop)
西本 淳(sax)
夏目 有香(pf)
清水 清子(pf)

氷上 11月２日(日)
幸世交流施設

「氷上町水と杜ファミリー
コンサート」

畑 儀文(ten)
大槻 朱里(sop)
成川 昭代(vc)
南 麻紀(pf)

市島 ２月28日(日)
ﾗｲﾌﾋﾟｱいちじま
健康学習室

「いちじま街角コンサート」

畑 儀文(テノール)
大久保 直美(歌、ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ)

畑 儀文 (ten) ガハプカ奈美(sop) 松原 友(ten) 篠部 信宏(bs) ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ・ｶﾞﾊﾌﾟｶ
(cl)

ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏｰ
(pf)

久元 祐子(pf) 城村 奈都子(pf)

「シューベルト・ガラコンサート
～二十(はたち)の祝祭～」

Final concert

11月９日(日)
丹波の森公苑 ホール

畑 儀文(ten)
ニツァン・バルタナ(vn)
ティルマン・クレーマー(pf)
中島 悦子(va)
久元 祐子(pf)
成川 昭代(vc)
長谷川 順子(cb)

キン・コン・カン・コンサート ２校 ふるさと音楽ひろば ４校

ﾆﾂｧﾝ･ﾊﾞﾙﾀﾅ(vn) 中島 悦子(va) 成川 昭代(vc) 長谷川 順子(cb)

柏原 10月11日(土)
太鼓やぐら

「たんば街角カフェ」
～太鼓とやぐらと

Suteki☆な時間♪～

畑 儀文(ten)
南 里沙(ｸﾛﾏﾁｯｸhmc)

西紀 10月11日(土)
「ｱｽｸﾚﾋﾟｵｽ像」広場

「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～

畑 儀文(ten)
森本 英希(fl)
井本 英子(pf)

篠山 11月１日(土)
春日神社

「二十年目の街角」

畑 儀文(ten)
井本 英子(pf)

丹南 11月１日(土)
篠山市立中央
図書館

「楽(らく)・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ・
楽(がく)」

畑 儀文(ten)
城村 奈都子(pf)
安永 早絵子(perc)
コール・トワ(chor)



～ ピアノがうたう ～

「シューベルトはこんな音色を聞いていた」

Opening salon concert

９月１2日(土) お菓子の里丹波ミオール館

城村 奈都子(pf)
森本 英希(クラシカルfl)
伊佐治 道生(brg-vn)
畑 儀文(ten)

柏原 ９月19日(土)
たんば黎明館

「たんば街角カフェ２０１５」
～人と時の交差点で

素敵な時間を♪～

辻本 明日香(vn)
辻本 恵理香(vn)
山口 聖代(pf)

今田 ９月21日(月・祝)

兵庫陶芸美術館

「森の中のコンサート」
～やきものの里からの贈り物～

城村 奈都子(pf)
松原 友(ｔｅｎ)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

篠山 ９月23日(水・祝)

旧小島うば車店

「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～

城村 奈都子(pf)
畑 儀文(ten)
赤松 由夏(vn)
後藤 敏子(vc)
鈴木 凜太朗(pf)その他

丹南 ９月26日(土)

篠山市立城南
小学校

「みんなが歌う
子守唄の世界」

～ピアノの調べに寄せて～

城村 奈都子(ピアノ)
大槻 朱里(ソプラノ)

西紀 ９月27日(日)

社会福祉法人
「和寿園」

「ざぶとんコンサートXXI」
～和寿園」に響くやさしい調べ～

福永 圭子(m-sop)
髙橋 麻子(pf)
ヤンネ・舘野(vn)

青垣 10月４日(日)
佐治来楽館

「あおがき街角コンサート」
～秋風の贈り物～

城村 奈都子(pf)
宮名 利育(ocarina)
河口 結子(鍵盤hmc)
梅谷 浩子(鍵盤hmc)
街角合唱団(コーラス)

「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！？」

Final concert

11月14日(土)
丹波の森公苑 ホール
城村 奈都子(pf)
ニーヴェン・デリヤン(trb)
井本 蝶山(尺八)
畑 儀文(ten・指揮)
朴 瑛実(sop)
関西フィルハーモニー合唱団

キン・コン・カン・コンサート ４校 ふるさと音楽ひろば 10校

城村 奈都子(pf) 伊佐治 道生
(brg-vn)

森本 英希
(クラシカルfl)

ニーヴェン・デリヤン
(trb)

井本 蝶山(尺八) 朴瑛実(sop) 畑 儀文(ten)

氷上 10月18日(日)

ひかみ成松交流館

「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～

大槻 朱里(sop)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

山南 10月25日(日)

下滝駅前

「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～
城村 奈都子(pf)
中塚 昌昭(ten)
福永 圭子(m-sop)
中島 悦子(va)

市島 10月30日(金)

丹波市立前山
小学校

「さきやまキラキラ
コンサート 」

ヤンネ・舘野(vn)
マルッティ・ラウティオ(pf)

春日 10月17日(土)

こだま館

「ロマンティック・オータム」
～nukumori ga kodamasuru～

城村 奈都子(pf)
中村 早希(pf)
豊嶋 麻鈴(pf)

関西フィルハーモニー合唱団



～ 森の息吹き ～

「森の小夜曲(セレナーデ)」

Opening salon concert

９月１1日(日) お菓子の里丹波ミオール館

井本 蝶山(尺八)
勝井 粧子(箏)
畑 儀文(ten・pf)

今田 ９月24日(土)
兵庫陶芸美術館

「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～
井本 蝶山(尺八)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

柏原 10月８日(土)

たんば黎明館

「たんば街角カフェ２０１６」
～人と時の交差点で素敵な

時間をⅡ♪～

辻本 明日香(vn)
辻本 恵理香(vn)
山口 聖代(pf)

市島 10月９日(日)

丹波市立鴨庄
小学校

「かものしょう音楽まつり」
～邦＆洋～

井本 蝶山(尺八)
勝井 粧子(箏)
木寺 里穂(sax)
大西 幸代(pf)

春日 10月15日(土)

こだま館

「ロマンティック・オータム」
～nukumori ga kodama suru～

安永 早絵子(perc)
城村 奈都子(pf)
豊嶋 麻鈴(pf)

青垣 10月１6日(日)

佐治来楽館

「あおがき街角コンサート」
～秋風の贈り物～

大久保 直美(ﾗｲｱｰﾊｰﾌﾟ・歌)
竹内 さおり(琴)
リコーダー・アンサンブル・
あおがき

西紀 10月22日(土)

社会福祉法人
「和寿園」

「ざぶとんコンサートＸＸⅡ」
～「和寿園」に響くやさしい調べ～

八田 亜哉香(ヴォーカル)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

「たてよこななめ 楽に寄す」
Gala concert

11月13日(日)
丹波の森公苑 ホール
井本 蝶山(尺八)
マルーシャ・グロシェリ(fl)
勝井 粧子(箏)
正田 温子(篠笛)
長谷部 瑞季(pf)
城村 奈都子(pf)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ４校 ふるさと音楽ひろば 10校

井本 蝶山(尺八) マルーシャ・
グロシェリ(fl)

勝井 粧子(箏) 正田 温子(篠笛) 長谷部 瑞季(pf) 城村 奈都子(pf) 畑 儀文(ten)

山南 10月29日(土)

小新屋観音

「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～

大槻 朱里(sop)
ヤンネ・館野(vn)
井本 英子(pf) 

丹南 10月30日(日)

高蔵寺

「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～

ヨアヒム・カール・
シェーファー(trp)

千鶴・ベーメ(pf)

篠山 11月10日(木)

篠山城大書院

「古城に響く幽玄の世界」

井本 蝶山(尺八)
マルーシャ・グロシェリ(fl)
正田 温子(篠笛)
長谷部 瑞季(pf)
城村 奈都子(pf)

氷上 10月23日(日)

岩瀧寺

「元気！エンジョイ丹波！」
～岩瀧寺に響く

シューベルトの調べ～
井本 蝶山(尺八)
成川 昭代(vc)



～ 森に広がる源流の響き ～

「 弦の脈動 」

Opening salon concert

９月９日(土) お菓子の里丹波ミオール館

伊左治 道生(brg-vn)
佐野 健二(lute＆

１９世紀gt)
大西 万喜(gmb)
畑 儀文(ten)

篠山 ９月22日(金)
篠山城大書院

「古城に響く幽弦の世界」

伊左治 道生(vn)
井本 蝶山(尺八)
井本 英子(ｐｆ)

柏原 ９月30日(土)
たんば黎明館

「たんば街角カフェ２０１７」
～人と時の交差点で

素敵な時間を♪～

岡山 理絵(ob)
小坂 智美(hr)
光永 秀子(pf)

市島 10月１日(日)
ライフピアいちじま

「心ふれあう音楽会」
～繋がる愛の響き～

ヤンネ・舘野(vn)
パブロ・エスカンデ(pf)
吉見 真里奈(trb)
西村 菜月(trb)
赤井 寛延(trb)
亀岡 航紀(trb)
市島さつきコーラス(w-chor)

丹南 10月８日(日)
丹波並木道中央
公園 茅葺民家

「古民家?ノスタルジア」
～V×P＋チェロ＝ん？～

伊左治 道生(vn)
井本 英子(pf)
堀毛 宏章(vc)

春日 10月１4日(土)
三井建築工房

「ロマンティック・オータム」
～nukumori ga kodama suru～

伊左治 道生(brg-vn)
小出 智子(lute)
大槻 朱里(sop)
豊嶋 麻鈴(pf)

氷上 10月15日(日)
丹波市立
水分れ資料館

「水分れに響くシューベルトの
調べ 北へ！南へ！」

伊左治 道生(brg-vn)
大西 万喜(gmb)
小出 智子(lute)

西紀 10月22日(日)
社会福祉法人

和寿園
「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～

伊左治 道生(brg-vn)
進元 一美(sop)
佐野 健二(１９世紀gt＆lute)
平山 照秋(talk)

今田 10月28日(土)
兵庫陶芸美術館

「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～

伊左治 道生(vn)
斎藤 建寛(vc)
細見 理絵(pf)

青垣 10月29日(日)
東芦田公民館

「あおがき街角コンサート」
～秋風の贈り物～

安永 友昭(perc)
安永 早絵子(perc)
城村 奈都子(pf)

山南 11月４日(土)
常勝寺客殿

「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～

ヤンネ・舘野(vn)
田邉 織恵(sop)
井本 英子(pf)

伊左治 道生(brg-vn) 佐野 健二
(lute＆１９世紀gt)

大西 万喜(gmb) ﾌﾗﾝﾂｪｽｸ･ｵﾙﾃｶﾞ･
ｲ･ﾏﾙﾃｨ

(bar)

村田 佳生(rec) 三橋 桜子(cemb) 城村 奈都子(pf) 畑 儀文 (ten)

「バロックの響・スペインの声・
シューベルトの心」

Gala concert

11月11日(土)
丹波の森公苑 ホール

伊左治 道生(vn＆brg-vn)
ﾌﾗﾝﾂｪｽｸ･ｵﾙﾃｶﾞ･ｲ･ﾏﾙﾃｨ(bar)
村田 佳生(rec)
三橋 桜子(cemb)
城村 奈都子(pf)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ２校 ふるさと音楽ひろば ４校



～ 丹波が弾む♪パオパオパパパ♪ ～

「ぼくの大好きなクラリネット」

Opening salon concert

９月９日(日) お菓子の里丹波ミオール館

稲本 渡(cl)
細谷 公三香(vc)
澤田 奈央子(pf)
畑 儀文(ten)

今田 ９月23日(日)
兵庫陶芸美術館

「こんだ街角
アフタヌーンコンサート」
～やきものの里に響く

秋の調べ～

稲本 渡(cl)
斎藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

山南 ９月29日(土)

小川地域づくり
センター

「さんなん街角コンサート
in おがわ」

～心静かにゆったりと～

稲本 渡(cl)
城村 奈都子(pf)
篠原 美幸(sop)

春日 10月13日(土)

三井建築工房

「ロマンティック・オータム」
～nukumori ga kodamasuru～

稲本 渡(cl)
河内 仁志(pf)
豊嶋 麻鈴(pf)

西紀 10月14日(日)

社会福祉法人
和寿園

「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～

稲本 渡(cl)
篠部 信宏(bs)
佐渡 春菜(pf)

青垣 10月20日(土)

佐治来楽館

「あおがき街角コンサート」
～さわやかな秋の空のように～

稲本 渡(cl)
崔 勝貴(sax)
河内 仁志(pf)

氷上 10月21日(日)

円通寺

「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～

森高 彩(s-sax)
木寺 里穂(a-sax)
畑中 香穂(t-sax)
伊東 早百合(b-sax)
日置 道開(pf)

「パパからもらったクラリネット」
Gala concert

11月10日(土)
丹波の森公苑 ホール

稲本 渡(cl)
内藤 里美(sop)
桑原 正善(fg)
ティルマン・クレーマー(pf)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ３校 ふるさと音楽ひろば 10校

稲本 渡 (cl) 細谷 公三香 (vc) 澤田 奈央子 (pf) ﾗｯｸ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ (ｆｌ) 大島 弥州夫 (ob) 桑原 正善 (fg) 世古宗 優(hr)

西 陽子 (hr) 戸澤 淳 (trb) 上野 恭子 (tub) 松原 友 (ten) ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｴｽｶﾝﾃﾞ (pf) 内藤 里美 (sop) ﾃｨﾙﾏﾝ･ｸﾚｰﾏｰ (pf)

柏原 10月27日(土)

たんば黎明館

「たんば街角カフェ２０１８」
～人と時の交差点で

素敵な時間を～
南口 真那(vc)
高橋 香名(fl)
樋口 友佳子(pf)
辻本 明日香(vn)

丹南 10月28日(日)

願勝寺

「みんなで お寺で輪音！」

稲本 渡(cl)
アンサンブル・ノーヴェ(mdr)
BHChor(m-chor)

篠山 11月７日(水)

旧小島うば車店

「公開レッスンという名の
音楽会」

稲本 渡(cl)
ティルマン・クレーマー(pf)

ツアー“まんきつ！シューベルティアーデ”

稲垣 路子 (trp) 新穂 優子 (trp)

畑 儀文 (ten)

シューベルティアーデ号Ⅰ 車内演奏 柏原藩陣屋跡 ふれあいコンサート 篠山城大書院 ふれあいコンサート



～ 丹波路に響く秋のヴィオロン ～

「待ってました！シューベルトの秀作 オクテット(八重奏曲)」

Opening concert

９月１日(日) 田園交響ホール

釋 伸司 (vn)
川端 直子(vn)
松田 美奈子(va)
雨田 一孝(vc)
関 一平(cb)
稲本 渡(cl)
桑原 正善(fg)
世古宗 優(hr)
髙橋 麻子(pf)
畑 儀文(ten)

篠山 ９月20日(金)
篠山城大書院

「ささやま街角コンサート」
～古城に響く幽弦の世界～

釋 伸司(vn)
齊藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

市島 ９月21日(土)

済納寺

「光永ファミリーと過ごす
ひと時」
～自然に包まれながら～
光永 武夫(fg)
服部 隆一郎(cl)
服部 悦子(pf)
光永 秀子(pf、cemb)
千藤 里子(fl)松田杏子(perc)
光永 恭子(talk)

青垣 10月５日(土)

佐治来楽館

「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～

足立志穂(m-sop)
川人大地(ob)
仲 香織(pf) 

西紀 10月13日(日)

社会福祉法人
和寿園

「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～

松原 友(ten)
井本 英子(pf)
赤松 由夏(vn) 

今田 10月１4日(月・祝)

兵庫陶芸美術館

「こんだ街角コンサート」
～秋深まる陶芸の里から～

釋 伸司(vn)
齊藤 建寛(vc)
細見 理恵(pf)

山南 10月20日(日)

坂尻里山

「さんなん街角コンサート
in さかじり」

～里山森の音楽会～

畑 儀文(ten)
稲本 渡(cl)
城村 奈都子(pf)
崔 勝貴(sax)

「25年ぶり!レジェンドと共に来丹」
Gala concert

11月16日(土)
丹波の森公苑 ホール

釋 伸司(vn)
ユリウス・ベルガー (vc)
オリヴァー・ケルン(pf)
畑 儀文(ten)

キン・コン・カン・コンサート ２校 ふるさと音楽ひろば 10校

釋 伸司 (vn) 川端 直子 (vn) 松田 美奈子 (vla) 雨田 一孝 (vc) 関 一平 (cb) 稲本 渡 (cl) 桑原 正善 (fg)

世古宗 優 (hr) 髙橋 麻子 (pf) 中村 翔太郎 (vla) 深井 千聡 (pf) ﾕﾘｳｽ･ﾍﾞﾙｶﾞ ｰ (vc) ｵﾘｳﾞｧｰ･ｹﾙﾝ (pf) 畑 儀文 (ten)

春日 10月26日(土)

桂谷寺

「ロマンティック・オータム」
～お寺 de コンサート～

細谷 公三香(vc)
中島 尚子(pf) 

氷上 10月27日(日)

かどのの郷

「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～

辻本 明日香(vn)
鳴尾 牧子(二胡)
北野 友梨(pf)
田島 隆(tamb) 

丹南 11月３日(日)

宗玄寺

「宿場のお寺でコンサート」

釋 伸司(ｖｎ) 
井本 英子(pf) 
大橋 ジュン(sop) 

「どちらがヴィオラ？ヴァイオリン？」
Middle salon concert

９月28日(土)
お菓子の里丹波ミオール館

釋 伸司(vn)
中村 翔太郎(va)
深井 千聡 (pf)
畑 儀文 (ten)


