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(ヒフノ)村田睦美1桐朋学国大学音楽学部演養学ヽビアノ警 業 京者「

女了大学大学院表現文イち寺コ,了 .伴奏や室内楽にも取り組み 京都女了

大学で後rの 指導にあたつている.

(チェ□)境綾子:京吉F市立芸術大学音楽学部卒業.Wベ ッチヤー ミュレ

ール JOケ ラスEの マスタークラス‐
・受譜.■田啓嗣 雨日―■ ■li昇

■氏に師事.関西を中心に活動中.

(朗読郎 保美‐西対 日学園自交京都女了大学卒業 司 ‐ゝ 院国文字

専攻(漠文字領域)博士前期課程1多了 レ ノを笠口 ttt■ lu子 難波正

明の言氏に師事.

(作山)三村晶子1京諸崚 子t_‐大学□ 多F.作 曲を安桐,■ lFにIT事 出

版作品[春目J lt.国際芸術■盟 ⅣVCJ告会員.京都女子大学ブ中 勤詩 両.

合唱団「かぎろひJ
合唱国 かぎろひ_は長年奈良県合|=連盟に参加していた女芦]―

ラス「いこます0れ 会J IJ LI¬し 平成12年に新しく設立した|・の.

かざろひとは柿本人麻昌の万葉歌 「東の野にかざろひの立つ見えて

かべり見 りれば月かたぶきぬJより取つたもので 宇陀阿騎野の早香晴

の信光をうだつていて めつたにキする事のなし■日秘14を会の名に惜●

た. 現在20数名の老若男女が一堂に会しコーラスを楽しんでtlる.

今回は 元生詢市在lIの社 山ll公沿先生の名山「大和抒情_を歌う

花 音  ―Cannon―

■6年 ボーカル 夏葉 レ ノ ゆきの二人で結成.

結成の年 初めてのオリツナルコ1還る場所Jが i首国神社主催 「戦後60

周年記念N PPONの うだJこで 最優賞受賞.

■6年たんぼ日の家主催 「親守唄 歌会Jこで 第四回親守唄大賞受賞.

今回は「還る場所Jと 占事記からヤマトタケルの章をモチーフに●つた

山を唄う.

l~き国のまほろば.ヤ マトタケルが 心か・・愛した0の 国への熱い

'い

を

'る

。

御所大政 燿 ―KAGAYAKl

活,Jとf日のあるまちづくりを日的として 御所市教育委員会が市民に

和太まクループのメンブヽ一を募集し 2000年,月 明口香村をll点にブ

□として国内ヽで活曜してし)る和大鼓 倭 tT指導のもと 活動tJ始まる.

結成以来 市内外のさまざまなイベント 学校公演などに出演 現在

メンパーは 中高■ 大学生 社会人など22名 {男性7名 女性]6名)和

太鼓演奏活動を通して 本市のまちづくりに寄与し 郷十愛tT精神の育

成と文イヒの ・l■に寄与することを目

"に

,J6回のペースで練習に「Tん

でいる 本国は ]口大鼓倭 JI I正晃代表1詞 によるオリジナル山「金同:J

「T天 Jを魂を■めて浸奏したい.

‐  |   |(二 十=順 ,

ザ・大仏殿 (ブルーグラスミュージック)
WC(ウ イック)というサークルから生まれたザ 大仏殿 このメンソヽ

一になつてからま日も浅いが各々の音楽歴は30年-40年 になる.

ベース吉岡 マンドリン消水 ■ター堀| バンジョー人橋の錦 編成

でT‐張つている.■々tT音楽 ブルークー とは アメリカ南吉「tr日 本

て言う民・■である.明るt)バンジョーの音 いち良い響さのアコ■ター

軽快

`マ

ンドリン ブヽンドの要であるベース.

,所動としては 奈良町オリエント増 奥の蔵武Dで年2-3ロ ライプを

イ予つたり皇宗りに呼ばれたりと 言楽活動tT合間に仕事をしている?よ

うなグループである.

今回ブルークラス音楽を広める為 頑張つて演養をしたい.

とみお ジュニア・ハーモニー
奈良市の西音剛こある富雄中学校区を活動ltl点とした社会教育文イビ活ヨ

団体として 平成]7年4月に発属。現在 日確公民館の共催を受け活動中.

士順  (月三回)言 い 富正第二 鳥見}J時校の■会場で練習を実施.

合唱連盟主催の合唱余や剌ミ県立教育研究所家庭教育部の依頼を受け

家|こ教育推進,業 出前合唱隊 として 各種のイベントこ出演。また Ⅲ,

の催しなどで発表.団員は 小学1年生から中学生までの32名.

学校や学年は違つても みんな仲良して「融う事カサ

"tJ`子

どもたち

tl■■の・I聾 ゆる民族が手と手を「llり合しヽ 世界が一つにtJることを いつ

いつまでも平不」な世が続くことを 願う|いのメッセージ を歌い挙げたい.

プ ラ イトン  ゴ スペ ル  クワイア

プライトン Jス ペ,レ クワイアは 2001年より舌動していたクワイ

アより独立し メンバーの瓢い思いを受けて ,O05こにゴスベ,レディレ

クターの山本真―口F氏を代表にむかえ発足した。

奈良県庁でのロビーコンリート 小中学校でのワークションプ 読売

24●ドTV5年 連続出演 奈良TV JAMJAM音 楽余出演 教会や作

業 折や者人ホーム等でのミニコンサート等 年F・・を通し1亡しく活動中

ゴスベルとは 良き知らせ 「Oood llewsと いう意味で 靖しい時

悲しい時  どんな時も私達に愛と希望を与えてくれる.私たちの煎

い黒いが皆llに届くよう 感謝を込めてまう.

邦楽行脚

邦来i脚 は 事 二に 十七絃 尺ブヽを演奏するグループ.メン八―=々

は各地tTJ舞台等で演奏活動を展開しているが 技● 表現力等 4人のカ

を合わせてきらに完成度の高し)正続 ●●のコ奏をL求 する為にグループ

を結成t,た。多くの方に邦楽器の美しい青色を伝えるわに吝11で演=し
~邦

楽行:IJと命名.

コンサートホールでの演奏会のみなら,な らシルク博 大lF花博 愛

知万博等‐ ベントや 小中学校での邦楽●験授業にも積ⅢI勺に,加 し

ている.メンバー全員がNHK邦 楽オーディション合格者 今後は世界員

産の地での

“

奏等 夢を,3くらませてしヽる.

ゲストステージ

デュークエイセス
]355年 黒人霊歌とジャズを得意とした グループとして結成.

やがで スウイング感にあふllた唱■ま コーラス界第一人者のIL位を確立する

幅広しヽレバート
'一

で 600山 以上をヽち多くの海外公●でtJそ の実力は高く評

価されている。 966年  こまんのうたシリースJで レJ― ド大賞特号1賞 企i呵賞をは

t,めとして 文化庁書 II寮優・T・賞0回 日本4Fコ家大賞 古賀音楽大賞2回 他数々‐‐今

までに受賞する.NHK紆 ヨ歌合戦 0回出規.

ビットロに「おきな

`じ

みJ:女 ひとり」r筑波山篇合唱回1:い い場だなJ「フェニッ

クス リヽネ1、―ンlfドライ●―ンズJ「ジェリコの闘いJなど
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