
入場料（全席自由）

前売 2,000円 （当日 2,500円）
U25（25歳以下）1,000円

主催／（公財）神戸市民文化振興財団 ・ 神戸市 ・ 北神区民センター

【お問い合わせ】 ■（公財）神戸市民文化振興財団  TEL.078-361-7241　■ 北神区民センター  TEL.078-987-3400

■神戸文化ホールプレイガイド  ……………………… TEL.078-351-3349
■北神区民センター …………………………………… TEL.078-987-3400
■ローソンチケット  …………………………………… TEL.0570-084-005
　　　　　　　　　  　　　　    　　　　　　   　　 Lコード：55947
■チケットぴあ …………………………………………… TEL.0570-02-9999
　　　　　　　　　  　　　　    　　　　　　   　　 Pコード：148-829

【入場券発売所】 発売日：4月5日㈮発売開始

14:00開演（13:30開場）

北神区民センター
ありまホール

7月7日㈰ 
 

2019年

明治、大正、昭和、平成、そして…

時代をかけぬけた歌

※やむを得ず、出演者、プログラムを変更する場合がございます。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

Pｒogram

Kobe City Chamber Orchestra

神戸市室内管弦楽団
Kobe City Philharmonic Chorus

神戸市混声合唱団 合同公演
区民センターシリーズ

 ♪ 蝶々
スペイン民謡

 ♪ 庭の千草
作詞 里見義／アイルランド民謡

 ♪ 旅愁
作詞 犬童球渓／作曲 オードウェイ

 ♪ われは海の子
文部省唱歌

 ♪ 浜辺の歌
作詞 林古渓／作曲 成田為三

 ♪ 砂山
作詞 北原白秋／作曲 中山晋平

 ♪ カチューシャの唄
作詞 島村抱月・相馬御風／作曲 中山晋平

 ♪ ゴンドラの唄
作詞 吉井勇／作曲 中山晋平

 ♪ 赤とんぼ
作詩 三木露風／作曲 山田耕筰

 

 ♪ 椰子の実
作詩 島崎藤村／作曲 大中寅二

 ♪ 里の秋
作詞 斎藤信夫／作曲 海沼實

♪ 長崎の鐘
作詞 サトウハチロー／作曲 古関裕而

 ♪ 青い山脈
作詞 西條八十／作曲 服部良一

 ♪ 弦楽のための３楽章「トリプティーク」
作曲 芥川也寸志

 ♪ 涙そうそう
作詞 森山良子／作曲 BEGIN

 ♪ Tomorrow
作詞・作曲 岡本真夜

【企画】神戸市室内管弦楽団
西尾 恵子・萩原 合歓

神戸市混声合唱団

端山 梨奈・福嶋  勲

出演神戸市室内管弦楽団
神戸市混声合唱団



神戸市室内管弦楽団 Kobe City Chamber Orchestra Kobe City Philharmonic Chorus神戸市混声合唱団
1989年に神戸市により設立さ
れた日本を代表するプロフェッ
ショナルの合唱団。神戸を拠点
に童謡・唱歌、日本歌曲、外国
歌曲、オペラ、シャンソンまで
豊富なレパートリーをもち、市
民に身近な合唱団として親し
まれ「音楽のまち神戸」推進に
大きな役割を果たしている。

2005年には、ウラディーミル・アシュケナージ指揮、ＮＨＫ交響楽団と「レクイエム」（阪神・
淡路大震災10年）を共演。2010年、合唱の国ラトヴィア（リガ市）で世界的に有名な室内合
唱団「アヴェ・ソル」とジョイントコンサートを行い、姉妹合唱団協定を締結。2013年7月、リ
ガ市からの招聘により、ユネスコ無形文化遺産であるラトヴィア「歌と踊りの祭典」に
出演。
また、2011年に初のCD、特別演奏会「宇野功芳 叙情の世界」を、2012年には第2弾CD「宇
野功芳 叙情の世界２」をリリースし、レコード芸術特選盤などに選出される。2017年10月
に松原千振が音楽監督に就任。澄みきった密度の高い合唱は、美しい神戸ハーモニーと
して高い評価を得ている。

神戸市室内管弦楽団は、1981
年、実力派の弦楽器奏者たちを
集めて神戸市によって設立さ
れた。以来、神戸、大阪、東京、
札幌などを中心に、しばしば管
楽器も加えた編成による質の
高いアンサンブル活動を30数
年に亘って展開してきた。バ
ロックから近現代までの幅広い

演奏レパートリーのほか、埋もれた興味深い作品も意欲的に取り上げてきた。また、定期
演奏会以外にもクラシック音楽普及のための様々な公演活動を精力的に行っている。
1998年、巨匠ゲルハルト・ボッセを音楽監督に迎えてからの14年間で、演奏能力並びに芸
術的水準は飛躍的な発展を遂げ、日本を代表する室内合奏団へと成長した。毎年のシー
ズン・プログラムは充実した内容の魅力あふれる選曲で各方面からの注目を集め、説得
力ある演奏は高い評価を受けている。
2013年度からは、日本のアンサンブル界を牽引した岡山潔が音楽監督に就任。ボッセ前
音楽監督の高い理念を引き継ぎ、合奏団から室内管弦楽団への移行をはじめとする当団
の更なる発展に尽力した。2018年4月より「神戸市室内管弦楽団」と改名し、新たな活動を
展開している。

【電車】●神戸電鉄「岡場駅」下車、徒歩５分
【 車 】●中国自動車道西宮北インターを右折0.5㎞、有野交差点を左折、
　　　　有馬街道を直進1.5㎞
　　　●六甲北有料道路吉尾インターを藤原台方向（西）へ１㎞、１つ目の信号
　　　　（立体交差）を右折1.5㎞
　　　●国道176号線 道場日下部交差点を有馬方向へ曲がって4.5㎞

神戸市室内管弦楽団

■会場付近地図

神戸市混声合唱団

◆日　時：2019年9月7日㈯  14:00開演　
◆会　場：神戸文化ホール　中ホール
◆指　揮：藤井　宏樹
◆曲　目：♪混声合唱と2台のピアノのための交聲詩「海」／宗  左近 作詞   三善 晃 作曲 
　　　　　♪地上の平和 op.13（無伴奏）／A.シェーンベルク 作曲　　ほか
◆入場料：［全席指定］一般4,000円　　U25（25歳以下）  1,000円
　　　　　◎チケット発売日：☆友の会先行 5/11㈯、一般発売 5/17㈮

神戸市混声合唱団  秋の定期演奏会 ～世界への希望～
Information

◆日　時：2019年9月21日㈯　14:00開演
◆会　場：神戸新聞　松方ホール
◆指　揮：ヨハネス・マイスル
　ピアノ独奏：アヴェディス・クユムジャン
　ヴァイオリン独奏：長尾　春花
◆入場料：［全席自由］前売3,500円（当日4,000円）
　　　　　U25（25歳以下）  1,000円
　　　　　◎チケット発売日：☆一般発売 5/11㈯

◆曲　目：
　J. L. ドゥシーク
　♪ピアノ協奏曲 ト短調  op.49
　　ソリスト：アヴェディス・クユムジャン
　F. メンデルスゾーン
　♪ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
　　ソリスト：長尾  春花
　♪交響曲第4番 イ長調「イタリア」 op.91

神戸市室内管弦楽団 定期演奏会 ‒第148回 定期公演‒

～ピアノ演奏史の隠れた立役者と楽壇の改革者、ふたりの先進性～

―  出　演　者  ―

西尾 恵子 森岡 聡 井上 隆平 黒江 郁子 幸田さと子 谷口 朋子 中山 裕子 二橋 洋子

前川 友紀 中島 悦子 横井 和美 伝田 正則 田中 次郎 山本 彩子 長谷川順子

ヴァイオリン

ヴァイオリン ヴィオラ チェロ

亀井 宏子

コントラバス

萩原 合歓

 

杉浦 希未 内藤 里美 端山 梨奈 三河 紀子 高原いつか 野上 貴子 肥田真莉子 村井 優美

総毛 　創 眞木 喜規 池田 真己 高橋 　純 中野 嘉章 福嶋 　勲 松永 玲子

ソプラノ

テノール バ　ス

アルト

馬場 清孝

ピアノ

鹿岡 晃紀

  ♪ 椰子の実
作詩 島崎藤村／作曲 大中寅二

 ♪ 里の秋
作詞 斎藤信夫／作曲 海沼實

♪ 長崎の鐘
作詞 サトウハチロー／作曲 古関裕而

 ♪ 青い山脈
作詞 西條八十／作曲 服部良一

 ♪ 弦楽のための３楽章「トリプティーク」
作曲 芥川也寸志

 ♪ 涙そうそう
作詞 森山良子／作曲 BEGIN

 ♪ Tomorrow
作詞・作曲 岡本真夜


