
平成25年 8月25日 (日) 18：30開演 
西本願寺 鹿児島別院 本堂 

後援：鹿児島県文化協会,　鹿児島市教育委員会, 
　　　(株)松田ピアノ友社，南日本新聞社, MBC, KKB, KYT, KTS 
 
　　　　　　　鹿児島県文化振興財団 助成事業　　　 

 

客　演：積志リコーダーカルテット 
賛助出演：辛島 明美（チェロ） 
特別出演：混声合唱団『奏』 
　　（県内の小・中学生・一般の有志による合唱団） 

鹿児島フラウト・ドルチェ・アンサンブル  

2200周�年記念演奏会  
東日本大震災被災者支援コンサート  

　　　『奏』～広がる出会い、つながる心～  



Program	

  第２部　積志リコーダーカルテット  ((SSRRQQ))　演奏  

第１部　鹿児島フラウト・ドルチェ・アンサンブル  ((KKFFDDEE))　演奏  

  〜〜〜　休　憩　〜〜〜  

♫    カンツォン「うぐいす」より　　   TT..  メルーラ  作曲//北御門文雄  編曲  
      

♫    パバーヌとガイヤルド　　   WW..  バード  作曲//北御門文雄  編曲  
　  

♫    ブランデンブルグ協奏曲  第２番  第３楽章　   JJ..  SS..  バッハ  作曲//曽根圭司  編曲  
      

♫    クラリネット協奏曲  第３楽章　　   WW..  AA..  モーツァルト  作曲//曽根圭司  編曲  
    

♫    愛の挨拶　　   EE..  エルガー//曽根圭司  編曲  

    

♫    人生のメリーゴーランド　　   久石  譲  作曲//曽根圭司  編曲  
    

♫    オブリビオン　　   AA..  ピアソラ  作曲//曽根圭司  編曲  
      

♫    リベルタンゴ　　   AA..  ピアソラ  作曲//曽根圭司  編曲  

      

♫    明日　　   AA..  ギャニオン  作曲//曽根圭司  編曲　  

♪    少年時代　　   井上陽水//平井夏美�  作曲//山中美�代志  編曲  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　  

♪    こころ　　   吉俣  良  作曲//  KKFFDDEE  編曲  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　  

♪    ４つのロシア民謡より  

　　　　DDaarrkk  EEyyeess,,    MMeeaaddoowwllaannddss   AA..  チャールトン  作曲  
  

♪    夜のうた　　   坂田寛夫  作詞//佐々木伸尚  作曲  

　　　チェロ：  辛島  明美�  
　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　  

♪    調和の幻想  OOpp..  33--88　第１楽章　　   AA..  ヴィヴァルディ作曲//  KKFFDDEE  編曲  
　　　チェロ：  辛島  明美�  
  

♪    見上げてごらん夜の星を　　   いずみたく  作曲//  HHiiddeeoo  SShhiimmaazzuu  編曲  
　　　チェロ：  辛島  明美�  



第３部　SSRRQQ  &&  KKFFDDEE  合同ステージ  

♬    虹　　   森山直太朗  作曲//曽根圭司  編曲  
    

♬    猫ふんじゃった　　   作曲者不詳//諸岡忠教  編曲  
  

♬    グリーンスリーブス　　   イングランド古謡//諸岡忠教  編曲  

    

♬    旅立ちの日に　　   小嶋  昇  作詞//坂本浩美�  作曲//曽根圭司  編曲  
　　　合唱：混声合唱団『奏』KKaannaaddee、指揮：西  恵子  
　　　　  

♬    花は咲く　　   岩井俊二  作詞//菅野よう子  作曲//曽根圭司  編曲  

　　　合唱：混声合唱団『奏』KKaannaaddee、指揮：西  恵子  

花は咲く  
岩井俊二  作詞　　菅野よう子  作曲  

真っ白な　雪道に　春風香る  
わたしは　なつかしい  
あの街を　思い出す  
  
叶えたい　夢もあった  
変わりたい　自分もいた  
今はただ　なつかしい  
あの人を　思い出す  
  
誰かの歌が聞こえる  
誰かを励ましてる  
誰かの笑顔が見える  
悲しみの向�こう側に  

花は　花は　花は咲く  
いつか生まれる君に  
花は　花は　花は咲く  
わたしは何を残しただろう  
  
夜空の　向�こうの　朝の気配に  
わたしは　なつかしい  
あの日々を　思い出す  
  
傷ついて　傷つけて  
報われず　泣いたりして  
今はただ　愛おしい  
あの人を　思い出す  
  
  

花は　花は　花は咲く  
いつか生まれる君に  
花は　花は　花は咲く  
いつか恋する君のために  
  
  
  

※  

※  ２回くり返し  

誰かの想いが見える  
誰かと結ばれてる  
誰かの未来が見える  
悲しみの向�こう側に  

クライネソプラニーノリコーダー　ソプラニーノリコーダー　  
ソプラノリコーダー　アルトリコーダー　テナーリコーダー　バスリコーダー　  
グレートバスリコーダー　コントラバスリコーダー　チェロ  

使用する楽器  

JASRAC 出1311461-301 



　 もう何年も前になりますが、ぼんやり全国あちこちのリコーダーアンサンブルの
ホームページを眺めているうち、たまたまKFDEのホームページにたどり着きました。
コンサート記録を見るとレパートリーにルネサンスやバロック以外のジャンルが多
く、「お！」と思いました。なんとなく我々と「近い」という雰囲気を感じたので
す。実際、我々の編曲した曲もいくつか演奏されていて、それを発見した時は大い
に驚き喜んだものです。 
 
　それからずいぶん後、あれは2008年の12月、KFDE代表の福屋さんとネットでお
知り合いになりました。上記のことをお伝えしたところ、福屋さん（およびKFDE
のメンバー）も我々のことを興味持ってくださっていたと知って、とてもうれしく
感じました。その時に「いつか一緒に吹く機会があればいいですね」と話しました
が、まさかこうして実際に我々が鹿児島に来ることができるようになるとは想像し
ていませんでした。 

　 広島大学教育学部音楽科卒業。これまでにピアノを満岡綾子・上原真知子、チェンバロを山
本香代子・大塚直哉の各氏に師事。チェロは、大学在学中に小笠原洋三氏に手ほどきを受け、
卒業後も地元のオーケストラなどで演奏している。  

積志リコーダーカルテットの皆様からひとこと．．．． 

出演者の紹介  

　 11997722年に結成し、静岡県浜松市を拠点に活動。リコーダー製作者22名を含む44名のメンバーで構成され、使
用するリコーダーの9955%%以上はメンバー製作によるもの。さらに演奏曲の88割以上はメンバー自身による編曲
で、自作の楽器と楽譜によりルネサンスからバロック・クラシック、ジャズ、現代、アニメ主題歌まで幅広い
レパートリーで演奏活動を展開。洗練された魅力のアンサンブルは国内外の多くのリコーダー愛好家の熱い注
目を集めている。  
　 22001122年には、4400年余の活動が凝縮された楽譜集「積志リコーダーカルテット編曲集」がリコーダーJJPPから
出版され、22001133年88月に第77巻が出版されている（全1122巻発行予定）。今回のコンサートが九州初。  

 
積志リコーダーカルテット ホームページ　　http://www.geocities.jp/sekishirecorderquartet/ 

せきし	

 　2200周�年記念演奏会のために鹿児島県内の小・中学生と一般により編成された有志による混声合唱団。  
　  
≪参加団体≫　甲東中学校音楽部、甲東中学校音楽部OOGG、西陵中学校吹奏楽部  
　　　　　　　混声合唱団  RReeggnniiss（レグニス）および一般参加者  

かなで	

　今回5年越しの夢が叶い、しかもKFDE創立20周年という記念すべきコンサートに、こうして我々がご一緒で
きることは我々にとってこの上ない幸せです。今日はそういう気持ちを精一杯込めて演奏したいと思います。 

＜客演＞ 積志リコーダーカルテット(SRQ)　　　　　 Sekishi  Recorder Quartet（静岡県浜松市） 
　　　　　徳永  隆二　曽根  圭司　齋藤  春彦　山田  有恒 

＜特別出演＞ 混声合唱団「奏」　Kanade  

＜賛助出演＞ 辛島 明美（チェロ）　  Karashima Akemi（大分県大分市） 



　 鹿児島フラウト・ドルチェ・アンサンブルは大小いろいろな種類のリコーダーを用いて、演奏活動を行って
いる社会人グループです。リコーダーの素朴でやわらかな音色による美しいアンサンブルの響きを追及しながら、
リコーダー音楽の魅力をより多くの人々に伝えていくことを目的に活動しています。定期演奏会の他、施設や
学校などでの訪問演奏、市町村のイベントでのミニライブ開催など多岐にわたり活動しています。 
 
＜過去5年間の主な演奏活動＞ 
 
平成24年 
・鹿児島市立明和小学校2年生音楽観賞会 
   （鹿児島市） 

・東日本大震災＆大分県下水害被災者支援 
　「祈りのコンサート・大分」  　（大分市）　　　　　　　　　　　　　 
・美味舗ゆめや20周年記念　ミニコンサート 
   （鹿児島市） 

平成23年 
・かごしま水族館　ミニコンサート   （鹿児島市） 
・第14回　定期演奏会（鹿児島市：ザビエル教会） 
・姶良市立西姶良小学校　芸術観賞会 　（姶良市） 
平成22年 
・かごしま水族館　ミニコンサート  （鹿児島市） 
・ギャラリー杜　私の手仕事展 
　　「夏のコンサート」  （鹿児島市） 
・第13回　定期演奏会（鹿児島市：ザビエル教会） 
・第30回　西日本リコーダーコンクール 
　　　一般の部　優秀賞受賞  　（尼崎市） 
・結婚式披露宴演奏　  （鹿児島市） 
・鹿児島市立西田小学校　芸術観賞会 （鹿児島市） 
・ランチタイム　ミニコンサート 
　　M’sホール都城 森の駅M’sガーデン （都城市） 
平成21年 
・「日本棚田百選」第4回　 
　　　ウォークin 幸田コンサート出演 　（湧水町） 
・かごしま水族館　ミニコンサート　 （鹿児島市） 
平成20年 
・姶良市立建昌小学校　音楽鑑賞会  　（姶良市） 
・姶良市立加治木小学校 夏休み親子コンサート 
   　（姶良市） 

・第12回定期演奏会   （サンエールかごしま講堂） 
・マリンポート鹿児島 
　　　ウインターコンサート出演　  （鹿児島市） 

　鹿児島フラウト・ドルチェ・アンサンブル  ((KKFFDDEE))  は平成５年に産声を上げました。情熱だけを支えにス
タートし，時に存続の危機も経験しながら今日の日を迎えられましたことは，大変感慨深くこの上もない喜
びです。  
　 ２０年間変わらないもの。それはリコーダーをこよなく愛する気持ちと仲間とともにアンサンブルを作り
上げることの至福の喜びです。一方年を逐うごとに募る思い。それは「続ける」ことの難しさと，それ以上
に「続けられること」への感謝の気持ちです。メンバーや家族，周�囲の方々の温かいご理解とご協力に支え
られて自分たちの「今」があります。積年の憧れであり目標でもある積志リコーダーカルテット様、チェロ
奏者の辛島様，この演奏会のためだけに結成された混声合唱団「奏((KKaannaaddee))」の皆様，お手伝い下さったス
タッフの皆様，親身に相談にのり会場をご提供いただいた西本願寺の皆様…�　 何らかの形で私たちと縁ある
方々がKKFFDDEEに心を寄せて下さったことでこの夢のような演奏会も実現しました。微力ながら私たちにもで
きることがあればと，今回の演奏会は東日本大震災の被災者支援コンサートという形で開催させていただき
ました。演奏会を縁に出会った方々の温かい心の輪がさらに広がり，少しでも復興への力となりますことを
願ってやみません。  
　 今宵は，多くの方々との繋がりと絆をかみしめながら心を込めて演奏させていただきます。皆様方に感謝
の気持ちをお伝えすることができれば幸いです。　  
  

鹿児島フラウト・ドルチェ・アンサンブル　代表　福屋  博子  

かごしま水族館にて 

＜演奏者紹介＞ 
　 

　有村　友秀　　伊地知芳樹　　上村亜由美 
　桑原　美奈　　作田　哲也　　作田　礼子　　 
　中田　広美　　福重　智子　　福留　敏実　　 
　福屋　博子　　堀江　雄二　　松本　秀子 
 
≪リコーダー友情出演≫  
　河邉　史子（大分市：セント・ルカ産婦人科 
　　　　　　　    リコーダークラブ） 
　高橋　真千代（大分市） 

「祈りのコンサート・大分」にて 

感謝をこめて  

鹿児島フラウト・ドルチェ・アンサンブル (KFDE) の紹介 

ホームページ : http://www.flauto.org/ 
メール：webmaster@flauto.org 




