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ごあいさつ 

 

本日はシグマギタースクール第27回発表会にご来場くださいまして誠にありがとうございます。

ご来場くださいました皆様、開催にご協力頂きました皆様には心よりお礼申し上げます。 

 

例年発表会は11 月に開催していましたが、今年は12 月25 日にアプリコ小ホールで「ギターク

リスマスコンサート」を予定しているので開催時期も早くなりました。昨年に引き続き9 月の開催

となりましたが、昨年よりは時間的に余裕がある発表会を企画できました。きっとご満足いただけ

る内容になると思います。 

 

第1 部から第4 部まで様々な編成で演奏します。合奏ではアットホームなプリマヴェーラ、シニ

アの味を醸し出すヴィンテージ、ベテランのザ・ステア、それぞれの個性をお楽しみください。恒

例の「合奏トライアル」も今年は復活します。 

 

どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。そして、今日まで一生懸命練習してきた出演者に

温かい拍手をお願いします。本日の発表会が演奏者・ご来場くださいました皆様にとって楽しい思

い出になりますよう願っています。 

 

最後になりましたが、ザ・ステア、プリマヴェーラの皆さんはじめ、発表会の役員をお引き受け

くださいました方々にこの場を借りてお礼申し上げます。 

 

2016 年9 月17 日（土） シグマギタースクール 加藤繁雄 

 

 

＝ 第27回発表会プログラム ＝ 

【第1部】独奏（17：00～18：10） 

 
01. 岩崎富美子   ● 小さなロマンス（L.ワルカー） 
02. 森田文子    ● 南国の夜（A.ララ～加藤編） 
03. 太田登希子   ● グラン・ソロ（F.ソル） 
04. 島村愼一郎   ● スペインセレナータ（J.マラッツ～加藤編） 
05. 横田節子    ● ラグリマ（F.タレガ） ● 最後のトレモロ（A.バリオス） 
06. 松井謙治    ● Youthful Days（桜井和寿～加藤編） 
07. 三巻 弘    ● アルハンブラの思い出（F.タレガ） 
08. 武井直樹    ● 11月のある日（L.ブローウェル） 
09. 金山茂弘    ● エチュードOp.6-11（F.ソル） 
10. 豊島定清    ● アンダンテ・センチメンタル（A.アルバ） 
11. 安田喜久男   ● インセンディオ（A.de.バッシ～宮島寅次編） 
12. 早山玄一    ● 朱色の塔（I.アルベニス） 



 
【第2部】独奏・二重奏（18：15～19：15） 
 
13. 辰野 悟    ● タンゴⅢ＆Ⅳ（J.フェレール） 
14. 吉田浩二     ● ニュー・シネマ・パラダイス（E.モリコーネ～安藤 裕編） 
15. 伏見晃司        ● アディオス・ノニーノ（A.ピアソラ～K.ブラーボ編） 
16. 下村次郎       ● マジョルカ（I.アルベニス～阿部保夫編） 
17. 小池康之・加藤繁雄  ● 聖夜（F.グルーバー～加藤編） 
18. 塚田友久・加藤繁雄  ● ドレミの歌（R.ロジャース～加藤編） 
19. 森田文子・加藤繁雄  ● エル・チョクロ（A.G.ヴィジョルド～江部賢一編） 
20. 渡邊英子・加藤繁雄  ● 桜（.小渕健太郎～加藤編） 
21. 小森喜矢太・加藤繁雄 ● 夜霧のしのび逢い（J.W.ウェッター～加藤編） 
22. 小林良太・加藤繁雄  ● Let It Be（J.レノン＆P.マッカートニー～加藤編） 
23. 塩田彩桜・加藤繁雄  ● 少年時代（井上陽水～加藤編） 
24. 嶋田昭仁・加藤繁雄    ●イパネマの娘（A.C.ジョビン～江部賢一編） 
 
【第3部】重奏（19：20～20：25） 
 
25. カヌレ（田中孝子・安田喜久男）  ● グリーンスリーブス変奏曲（イギリス民謡～フリーバーズ編） 
26. 明るい明日（大野明日子・友田明文）● 私の世界（井上 鑑～加藤編） 
27. 山之内敏子・加藤繁雄 ● ラストダンスは私と（M.シューマン～加藤編） 
28. 宮治 忠・加藤繁雄   ● すばらしい日々（奥田民生～加藤編） 
29. 高久 凛・加藤繁雄     ● 500マイル（H.ウェスト～加藤編） 
30. 塩川彩花・加藤繁雄  ● 3月9日（藤巻亮太～加藤編） 
31. 松尾光姫・松尾静華・加藤繁雄 ● 切手のないおくりもの（財津和夫～加藤編） 
32. 加藤繁雄・千葉由紀・田中孝子 ● 秋桜（さだまさし～加藤編） 
33.  JOYS Guitar Trio（辰野陽子・下村次郎・加藤繁雄） ● コルドバ（I.アルベニス～加藤編） 
34. アンミツ （三巻 弘・安田喜久男・加藤繁雄）          ● 愛の挨拶（E.エルガー～山本敏嗣編） 
35. ハニカムズ（原 静雄・下村次郎・辰野陽子・加藤繁雄・伏見晃司・赤尾政登） ● モッキンバード（藤井眞吾） 
36.  SS7 (加藤繁雄・千葉由紀・吉田浩二・田中孝子・吉沢順子・松井謙治)     ● 情熱大陸（葉加瀬太郎～加藤編） 
 
【第4部】合奏（20：35～21：20） 
 
37. 合奏トライアル  ● 野ばら（H.ウェルナー） ● 禁じられた遊び（スペイン民謡） 

渡邊英子・山之内敏子・宮治 忠・千葉由紀・横田節子 
（応援）原 静雄・金山茂弘・伏見晃司・松井謙治・加藤繁雄 

 
38．プリマヴェーラ   ● 魔女の宅急便より ユーミンメドレー（荒井由実～加藤編） 

大野明日子・所 秀展・岩崎富美子・友田明文・森山幼菜・岩村チヨ・青沼酉子・小林良太・加藤繁雄 
 
39．ヴィンテージ   ● アダモメドレー（S.アダモ～加藤編） 

三巻 弘・安田喜久男・辰野 悟・森田文子・吉田浩二・豊島定清・嶋田昭仁・小森喜矢太・島村愼一郎・加藤繁雄 
 
40．ザ・ステア       ● 合奏協奏曲第8番 クリスマス・コンチェルト（A.コレルリ～加藤編） 

原 静雄・赤尾政登・太田登希子・金山茂弘・田中孝子・伏見晃司・下村次郎・鶴田至道・松井謙治・加藤繁雄 

 

 

 

ご来場誠にありがとうございました



 

～お客様へお願い～ 

 

本日はご来場ありがとうございました。ご家族やお友達の演奏を楽しみにしてご来場いただいたことと思います。ぜひ精一

杯応援してあげてください。 

 

演奏後に力いっぱい拍手してあげるのが何よりの「応援」です。特に素晴らしかったら「ブラボー！」と声援してください。でも、

演奏が始まる前や演奏中は演奏に集中できるように静かに聞いてください。特にシグマギターの発表会では演奏を録音・録画

して CD や DVD を作成しています。未就学児をお連れのお客様は、お子様にしっかりと言い聞かせてください。演奏会のマナ

ーを身につければ、他のコンサートでも安心して連れて行くことができます。ご協力をよろしくお願いします。 

 

シグマギタースクール 加藤繁雄 

 

 

第 28 回日本ギター合奏フェスティバル 
2016 年 10 月 29 日（土）12：00 開演（開場 11：30） 

練馬文化センター小ホール（練馬駅北口） 

全 26 団体が出演 入場無料！ 

 
●プリマヴェーラ（12：37）     魔女の宅急便よりユーミンメドレー（荒井由実～加藤編） 

●ヴィンテージ（13：35）      アダモメドレー（S.アダモ～加藤編） 

●ザ・ステア（15：00）        合奏協奏曲第 8 番クリスマス・コンチェルト（A.コレルリ～加藤編） 

■アンサンブル“OZ”（16：08）  ギターアンサンブルのための『思い出してごらん』（伊東福雄） 

 

ギタークリスマスコンサート 
～ ザ・ステア ヴィンテージ プリマヴェーラ etc. ～ 

2016 年 12 月 25 日（日） 13：00（開場 12：30） 入場無料 

アプリコ小ホール（蒲田駅東口徒歩 3 分） 

賛助出演 ●佐藤 豪（弾き語り）・前田 司（ギタリスト） 

 

●お問い合わせ：03-3761-6719（加藤） kato@sigumaguitar.com 

 

∑シグマギタースクール 生徒募集中!!! 

ギターが弾けたらいいなぁ……と思ったらお電話ください 
初歩からていねいに指導します 

クラシック・アコースティック・エレキ・ベース・アンサンブル・コード理論 
 

JR 大森駅東口徒歩 3 分 ミルパ商店街内（11：00－22：00） 

〒143-0016 東京都大田区大森北 1-35-1 増尾ビル 3 階 
TEL&FAX：03-3761-6719 kato@sigumaguitar.com 

http://www.sigumaguitar.com/  演奏動画：YouTube サイトで Shigeo Kato⇒検索 

 


