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　本日はご来場いただき誠にありがとうございます。またコロナ禍の中、本日を迎えられる

事に主催者として喜びもひとしおです。

　さて“オーケストラとの共演”というのは、私たちプロの音楽家にとっても誰もが経験でき

るものではありません。それを「子供たちが経験できたら楽しいだろうな！凄いだろうな！」

というアイデアのもとに2017年から弊社の『人材育成事業』としてスタートしました。それ

以降は 2 年に一度開催して参りましたが、コロナの影響で昨年の開催は残念ながら延期。し

かしながら今年の開催に向け参加者を募ったところ、なんと過去最大となる24名の参加希望

のお返事をいただき 3 年ぶりに実施できる運びとなりました。

　アンサンブルの醍醐味は皆んなと呼吸を合わせて一つの曲を完成させる楽しさにあります。

言い換えるとソロは個人プレーでアンサンブルはチームプレーといったところでしょうか。

　今日はアルカス SASEBO の大ホールで皆さんの見事なチームプレーを披露してくださ

い。楽しみにしています。そしてこの経験が皆さんにとって今後の大きな糧となることを願

いつつ、これからも私たちは次世代を担う子供たち・若い音楽家により良い環境を提供して

いく所存です。今回は、感染症対策として密を避けるために大ホールでの開催です。

席には十分に余裕があると思いますので、間隔を取りながらご着席いただきどうぞ最後まで

ゆっくりとご鑑賞ください。

　最後になりますが、開催に向けご理解とご協力をいただきました保護者の皆さま、熱心に

ご指導いいただいた講師の先生方、夢実現のためにいつも素敵な演奏でお力添えをいただい

ている響ホール室内合奏団の皆さま、編曲してくださった竹藤さま、そしてたくさんの方々

にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。

令和４年８月 11 日

R.M.S 音楽院株式会社

代表取締役 　伊藤　康博

　第 3 回アンサンブルコンサート〜響ホール室内合奏団と共に〜が盛大に開催されますこ

とを、心よりお祝い申し上げます。プロの合奏団と共演するという経験は、生徒達にとっ

ては得難いものとなります。

　生徒たちはこの日を楽しみにして、日々のレッスンを重ねてまいりました。今日は素敵

な演奏ができるよう頑張りますので、どうぞ温かい拍手をお送りいただければ幸いです。

　日頃より熱心にご指導下さる伊藤康博先生をはじめ講師の先生方、このような貴重な発

表の場をもうけて頂いた 響ホール室内合奏団の皆様 に保護者を代表して心より御礼を申し

上げます。

　R.M.S 音楽院のますますのご発展と、ご来場下さいました皆様方のご健勝とご多幸をお

祈りしまして、あいさつにかえさせていただきます。

 本日はおめでとうございます。

 医療法人　増田整形外科

理事長　増田　賢一

主催者あいさつ

保護者代表あいさつ



　本日は、第 3 回アンサンブルコンサート～響ホール室内合奏団と共に～が

開催されますことを心からお喜び申し上げます。

　Ｒ.Ｍ.Ｓ音楽院におかれましては、「音楽教育は人間形成の一部」をモットー

にご指導され、本市の文化振興にご尽力いただいておりますことに、心から

感謝の意を表する次第であります。

　本日、出演される生徒の皆様には、日々のレッスンの成果を存分に発揮され、

響ホール室内合奏団の皆様とともに素晴らしいコンサートとなりますことを

お祈り申し上げます。

また、ご来場の皆様におかれましては、素敵な音色とともに心豊かな時間を

過ごされますことを願っております。

　結びになりますが、本日のコンサートのご盛会と、伊藤代表様のご指導の下、

Ｒ.Ｍ.Ｓ音楽院の皆様が今後ますますご活躍されますことを祈念申し上げまし

て、お祝いの言葉といたします。

　第３回アンサンブルコンサートが盛大に開催されますことを心からお祝い

申し上げます。

　『音楽教育は人間形成の一部』をコンセプトに、平成元年から今日に至るま

でピアノ教育を通して多くの子供たちへの音楽教育の普及に取り組んでこら

れた伊藤康博先生をはじめ関係者の皆様のご努力に対して心から敬意を表し

ます。

　幼い時期から、楽譜を読んだり楽器を演奏したりする活動は、読み書きと

は全く別のスキルとして脳のさまざまな領域を刺激し、子どもたちの脳の発

達に大きな役割をはたすことが報告されています。

　また、アンサンブルは、他人の奏でる音に耳を傾け、周囲に注意を払い、

調和するように自身も音色や音量を工夫することで、人格の形成や社会への

対応力・協調性を養うことができます。

　私事で恐縮ですが、今回共演をされる「響ホール室内合奏団」のメンバー

のお一人である関原弘二氏は、私と息子もチェロを師事した素晴らしいチェ

ロ奏者であり、関原氏の呼びかけで結成された「響ホール室内合奏団」は国

内外でも高い評価をいただいている団体です。

　本日、出演される皆様にとって、これまで積み重ねてきた練習の成果を「響

ホール室内合奏団」の皆様とともにアルカス SASEBO 大ホールのステージの

上で披露できることは、無上の喜びとなり、生涯にわたって音楽を愛好する

心情を養う絶好の機会となることでしょう。少々緊張されるかもしれません

が、この貴重な時間と経験を思う存分楽しまれることを希望します。

　結びに、本日の演奏会のご盛会と、R.M.S 音楽院並びに関係者の皆様の今

後ますますのご発展とご活躍を祈念申し上げまして、お祝いのご挨拶といた

します。

  令和４年８月11日

佐世保市長

朝長 則男

佐世保市教育委員会

教育長

西本 眞也

祝　　　辞

祝　　　辞



プログラム

第Ⅰ部 第Ⅱ部
【オープニング】

　•歌劇『フィガロの結婚』より “序曲” / モーツァルト
網打　瑠衣（赤崎小 5 年）

【クラシック名曲コーナー】

•カノン / パッヘルベル 末永　陽菜（中里中 1 年）
•運命 / ベートーヴェン 増田倫太朗（清水小 6 年）

【アニバーサリー作曲家　Part.1】

•『歌の翼』による幻想曲 / メンデルスゾーン
　　 古川　凜果（大野小 4 年）
•ハンガリー舞曲　第 5 番 / ブラームス

山下　然生（祇園小 5 年）

【集まれちびっ子・ディズニー】

　•星に願いを	 溝口ユリノ（九文小 2年）
　•いつか王子様と	 山口　絢馨（世知原小 5年）
　•ララルー	 福井那奈子（中里小 2年）
　•ミッキーマウスマーチ　　			山下　莉央（祇園小 1年）

【みんな大好き・ジブリ】

　•君をのせて	 尾﨑　成晃（大野小 3年）
　•さんぽ	 荒木　智也（春日小 4年）

【TV ＆映画音楽から】

　•『宿命』より”抜粋 ”/ 千住　明　　　糸永　智保（一般）
　•ニューシネマパラダイス・メドレー

平尾　望敬（聖和中 2年）

【心に響くメロディー】

　•日本の四季・メドレー　　山口　沙彩（相浦西小 6年）
　•ヴォカリーズ /ラフマニノフ

増田　羽珠（聖和中 3年）

【アニバーサリー作曲家　Part.2】

　•『ます』より第 4楽章 /シューベルト
杉本さやか（北中 3年）

　•リベルタンゴ /ピアソラ	
小林　智子（一般）

【ミュージカルより】

　『ウィキッド』より			作詞・作曲 シュワルツ
　•ポピュラー
　『ファニー・ガール』より　 作詞 メリル /作曲 スタイン
　•パレードに雨を降らせないで

橋爪　華琳（塩焼小 6年・市川市）

ー 休憩（15 分）ー

　『愛する歌』より　　　やなせたかし作詞　木下牧子作曲
　•ユレル
　•さびしいカシの木

河内　祐香（暁の星中 1年・福山市）

　•クラリネット小協奏曲 /ウェーバー
築山　由菜（国立音楽大学 1年）

　•サマータイム /ガーシュイン
　•愛の小径 /プーランク

奥津ちさと（東京音楽大学声楽科卒業・
エリザベト音楽大学大学院 1年）

　•ピアノ協奏曲　第20番　K.466 / モーツァルト
　　第 1楽章　　　	 尾﨑　梨央（大野小 6年）
　　第 2楽章　　　	 萩原　彩乃（聖和中 3年）
　　第 3楽章　　　	 荒木さくら（北中 3年）

【エンディング・皆さんもご一緒に！】

　•ラデツキー行進曲 /ヨハン・シュトラウス 1世　
　　　　　　　　　　　　　								指　揮：増田　倫太朗
　　　　　　　　　　　　　　　第１ピアノ：尾﨑　梨央

第２ピアノ：萩原　彩乃

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博

伊藤康博



山下 莉央 溝口 ユリノ 福井 那奈子 尾﨑 成晃 荒木 智也

古川 凜果 山口 絢馨 山下 然生 網打 瑠衣 増田 倫太朗

尾﨑 梨央 山口 沙彩 橋爪 華琳 末永 陽菜 河内 祐香

平尾 望敬

築山 由菜 奥津 ちさと 糸永 智保 小林 智子

萩原 彩乃 杉本 さやか 増田 羽珠 荒木 さくら

出 演 者 紹 介
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『オケ合わせ』風景（2022.８.１）



認定 NPO 法人　響ホール室内合奏団

第1ヴァイオリン
加来 洋子

コントラバス
伊藤 珠里

ホルン
吉田 雄大

第2ヴァイオリン
元村 友美

フルート
松本 優哉

トランペット
安部 志穂里

ヴィオラ
友松  愛

オーボエ
桐谷 美貴子

トロンボーン
堀 さゆり

チェロ
関原 弘二

クラリネット
中島 みどり

打楽器
岩﨑 雅子

北九州市の音楽専用ホール・響ホールの
初代館長、故後藤忠雄の“地元の演奏家を
育てていきたい”という熱意から「響ホー
ル室内合奏団」という名称で1998年に結成
された。

2003年からは、ミュージック・アドヴァ
イザーにヴァイオリニストであり、前東京
藝術大学学長である澤和樹氏が就任してい
る。

創立以来、年 2 回の定期演奏会行うほか、
スクールコンサートなど様々な依頼演奏会
を行い、2012年からは、市民の皆様から演
奏会場の公募を募って、音つむぎコンサー
ト（無料出張コンサート）を年間約10か所
で行い、年間60公演を行っている。

また、「0 歳からの音楽会」や「オペレッ
タ」など北九州ではなかなか楽しむことが
出来ない演目を響ホール室内合奏団オリジ
ナルによる、ダイジェスト版の演奏会を行
うなど、特徴ある活動も続けている。

これまでに、2 度の英国公演、韓国国際音
楽祭への招聘、韓国ソウル青砥センター室
内楽ホールのこけら落とし公演に出演する
など、海外公演も多く行った。2008年には
創立10周年を記念して、北九州市（響ホー
ル）、和歌山市（和歌山文化会館）、東京都

（紀尾井ホール）にて公演を行い、好評を博
した。

北九州市制50周年を記念式典にて演奏、
G7 北九州エネルギー大臣会合歓迎レセプ
ションにて演奏、東アジア文化都市開幕式
や閉幕式での演奏など、市の行事にも積極
的に参加させていただいている。

コロナ禍においては、公演は減少してい
るが、感染予防を徹底しながらの公演を続
け、年 2 回の定期演奏会はライブ配信を行
うなど、北九州から全国・海外へ向けて音
楽を発信している。

今年 9 月 2 日には 2 度目の東京公演も予
定している。

編　曲
竹藤　敏

1991年生まれ、長崎県佐世保市出
身。
広島大学教育学部・第四類 （生涯活
動教育系） 音楽文化系コースを打
楽器専攻で卒業後、同大学院教育
学研究科・生涯活動教育学専攻音
楽文化教育学専修を作曲専攻で修
了。
小・中・高等学校教諭専修免許を保
有。
第14回TIAA 全 日 本作 曲 家 コン
クール （室内楽部門） 審査員賞、第
23回 （重唱・合唱部門） 奨励賞を
それぞれ受賞。
テ ィ ー ダ 出 版、ASKS Winds、
YMD ミュージック各社より多くの
楽譜が出版されている。
現在は長野市に在住。

『オケ合わせ』風景（2022.８.１）
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