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NPO法人 全日本シニアアンサンブル連盟 理事長　芹澤昭仁
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　第11回シニアアンサンブル全国大会「さわやかコンサートinちば」が盛大に
開催されますことを心からお慶び申し上げます。
また、全国各地からお越しくださいました皆様方を、620万県民を代表いたし
まして心から歓迎いたします。
　 皆様方が、生涯学習としての演奏活動を通して音楽力を高め、社会への奉仕
を目指し活動されていることに、深く敬意を表します。
　近年、経済情勢の低迷や少子高齢化、都市化の進展など、社会の急激な変化
の中で、「今こそ青春」を合言葉に、生きがいとして音楽活動を継続的に行っ
ている皆様の姿は、団塊の世代をはじめとする中高年の方々に勇気と希望を与
えるものではないかと思います。

　 また、皆様の中には先輩のいきいきとした楽しい演奏での感動がきっかけとなり、自らがシニアアンサン
ブルに参加し演奏することで、今では各地域の方々の心の癒し役を務めている方も多いのではないかと思い
ます。
　 この大会において全国から集まったシニアアンサンブルの皆様が心をひとつにし、ぜひ音楽の素晴らしさ
をここ千葉県において広めるとともに、伝えていただければと思います。
　 結びに、本大会の開催にあたり、御尽力いただきました皆様方に厚く御礼申し上げますとともに、大会の
御成功と本日御参加の皆様方の御健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

　爽秋の候、みなさまには益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
本日はなにかとご多用の処、全日本シニアアンサンブル連盟の第11回全国大会
にお越し戴きまして誠にありがとうございます。
去る3月11日に起きました東日本大震災は、未曾有の被害をもたらしました。
私達も、大震災にてご逝去された方々に哀悼の意を表し、被災者のみなさまに
は、心よりお見舞い申し上げますとともに、今なを日夜復旧にお励みのみなさま
にも、励ましの誠を捧げたいと存知ます。
この様な状況の中で、多くの皆様のご来場を賜り大会を開催出来ますことを、主
催者一同厚く御礼申し上げます。

　 さて、わが国は超高齢化社会となりました。シニアの人達が豊かな人生をどう送るかが社会的に問われて
いますが、私達シニアアンサンブル連盟の団員は、音楽活動特に器楽演奏を通して健康で生き甲斐のある人
生を実現致しております。
　 省みますと、平成12年に東京都足立区の西新井ホールでの第1回大会より爾来各地にて開催し、今年で第
11回目を迎えました。本大会は千葉県内で活躍されています6楽団の方々に大会の実務を担って戴きまし
た。
　何卒、ご来場の皆様も地元のシニア世代のはつらつとしたご活躍を最後までお楽しみ下さい。
　 最後に大会の開催に当り、千葉県知事様、千葉市長様をはじめ多くのみなさまのご支援とご協力に対し、
心より厚く感謝と御礼を申し上げます。

千葉県知事　森田 健作



大会実行委員長　　岡村 斉能

　皆様、本日はご多用のところを、私たちの全国大会にお出で下さいまして誠に
有難うございます。又、全国より参加されたシニアアンサンブルの皆様、ようこ
そ千葉にお越し下さいました。千葉県で全国大会が開かれますのは今回が初めて
です。
　千葉県は小中学校の吹奏楽、器楽合奏、合唱は全国でもトップレベルと云われ
てますが、シニアアンサンブルは10年前の我孫子の誕生が初めてでした。
しかしその後は急速に各地で発足し、今や10楽団が活動するに至っております。
今後もこのペースを維持したく存じます。皆様の新しいご参加を願っています。
　シニアアンサンブルは ”楽しく仲良くいきいきと” 中高年の楽器愛好者が、
ジャンルを問わずに音楽を楽しむことを目指しています。

　本日の大会を応援してくださいました千葉県、千葉市、各教育委員会及び関係者各位に厚く御礼申し上
げます。
　最後に東日本大震災で未だ苦しんでおられる方々に、何卒暖かい義援金を賜りますようお願い申し上げ
ます。
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　　　演奏曲：「スラヴ舞曲第10番」「茶摘み」「Hey Jude！」
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　　　演奏曲： 「精霊の踊り」「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」「嘆きのセレナータ」
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　　　演奏曲： 「『江』のテーマミュージック」「虹の彼方に」「チャルダッシュ」
�ñÞ�Î�ýá�n�ĂN�>�¡;ę��»ã0+��}W m�¥j¶I�øÞēQ�ÕéÄ��è¿�î���ĕ�

�m�ė3,��^j¸þ�k¿±��kÅ¸��tÞ{<��čQV��}ÞĔ�

%��������� ��� ������

　　　演奏曲：「ムーン・ライト･セレナーデ」「ウォーター・メロン･マン」「鈴懸の径」「セレソローサ」
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　　　演奏曲：「アメイジング グレイス」「ドナウ川のさざ波」「アニバーサリー ソング」
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����　　　演奏曲：「交響曲第41番ハ長調ジュピター第1楽章」　カルメン組曲より「闘牛士」「ハバネラ」
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　　　演奏曲：「昴」「世界民謡めぐり環太平洋」「サントワマミー（ボーカル）」
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　　　演奏曲： 日本の調べ「越天楽、お江戸日本橋、かぞえ唄、黒田節、春の海」「三木たかし ヒット・メドレー」
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　　　演奏曲：「アニーローリー」「ロシア民謡を訪ねて」「ラ・クンパルシータ」「証城寺の狸囃子」
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　　　演奏曲：「素敵なあなた」「ビヤ樽ポルカ」「フェリシア」「コラソン･デ・オロ」
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　　　演奏曲：「ペルシャの市場にて」「ラ･クンパルシータ」「ビリーブ」
��bß¡<@33K:KDI

�������vSįę��ýĊ¡�ÃS�¡�lS�¡�ĩý±ĝ�gE:¡�����Ł�¦�����Ç�xę¡�
���	���µÙx¡�������û¡�Ĭsx¡�oýx¡�¿Ł£ó������Ä�T�
����ý¶ģ

��ØĻ<@33K:KDI

���	���ÙıÎĚ�¥﨑Ŋ�������Ąq¡���Â¡�Éı°������ï�½n�ņý�ĸ�����ñZļ¡
�������SQ¡�����¸ıĮ¡�ý��T�ðýĞę¡��Ê»¡�����ďāŀĸ�]��y�
���Õó�¶

���������mè56K>4�����Óİp¡�đ�ķÎ�¥^û¡�¥Ā»ĝ�Ĉ�x¡��ğė¡�Ä�tĲ��ňĵá¡

�������� İz¡�

��¢Ù<@33K:KDI

�������^àÔĎ�mýņ¡�[ĬÎ¡　ÃS,%¡�����ÕS0-¡�����©ý�ª�ÍıĶę¡��c´¡�ÕÇÌ±�
���	���RĄ°ċ�����v�ò¡������ÔĄ¬¡�¼�Øc¡�����Ĥ�¯¡�Ăì'-¡����\à�ă

�����Ģ�ć¡�wĀ�ë

P�Üâ�·Ý�-2*(a#,&.$"������¤k��ÄĜį

���������歌詞はアンケート用紙の裏をご覧下さい。
　　　　演奏曲：「月の砂漠」　　加藤まさを作詞・佐々木すぐる作曲
　　　　　　　　 「里の秋」　　　斉藤信夫作詞・海沼 実作曲
                   　   「青い山脈」　　西条八十作詞・服部良一作曲
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ご支援・ご協力をいただいた方々
・株式会社サンカジロ　・ヤマハ株式会社　・株式会社 大寿　・千葉ヤマハ会　・株式会社オランダ家
・我孫子市在住60代女性匿名希望者様　・ 我孫子市在住80代女性匿名希望者様
・千葉県立千葉女子高等学校卒業生の皆様
皆様からご協力頂いた義捐金は、被災地の小中学校にピアノを寄贈する基金の一助とさせていただきます。

大会会長 芹沢昭仁（全日本連盟） 集客 川野正彦（千葉シニアアンサンブル）
実行委員長 岡村斉能（全日本連盟/千葉県連盟） 広報 寺島昭夫（千葉シニアアンサンブル）
　同補佐 萩原充行（全日本連盟/千葉県連盟） 印刷物 濵田文宏（市原シニアアンサンブル）
　同補佐 山崎信子（千葉シニアアンサンブル） 楽器/備品 菰田勝文（我孫子シニアアンサンブル）
舞台監督 高橋昭五（足立シニアアンサンブル） 　同 藤本美智子（我孫子SEインストラクタ）
司会 真瀬佳乃（Create Japan Agency） 総務 東谷すみ子（市川シニアアンサンブル）
総合調整 山崎日出男（全日本連盟） 　同 徳山恵子（千葉/四街道シニアE）
団体統括 松永恒文（市原/四街道シニアアンサンブル） 　同 寺岡哲子（千葉/四街道シニアE）
　同 田原幸一（千葉シニアアンサンブル） 　同 今井亜子（千葉シニアアンサンブル）
スタッフ統括 織戸香奈（千葉女子高OG） 　同 穴倉和夫（船橋シニアアンサンブル）
タイムテーブル 森 欣弥（千葉/市原シニアアンサンブル） 映像 武田晴彦（手作りビデオ工房）
特別会計 牧野直彦（我孫子シニアアンサンブル） 記録 小林忠男（全日本連盟）

　　　　　　　第11回シニアアンサンブル全国大会 運営組織　
「今こそ青春! 」を合言葉にシニアパワーが結集。本日手作りの大会運営に結実しました。 芹沢会長以下全日本連盟の
ご指導の下、岡村実行委員長の指揮により以下のメンバーを中心に 「老骨に鞭打って? 」一致協力、企画・運営に当た
りました。到らない点はいろいろあるかと存 じますが、どうか大目に見てください。シニアアンサンブルは演奏技術
を競いあう場でなく、みん なでご来場のみなさまとご一緒に音楽を楽しむことを目的としています。午後のひと時、
ごゆっく りとお過ごしいただき、「楽しかった」と感じていただければ本望です。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　(実行委員長補佐)



営業本部  
〒261-0002千葉市美浜区新港211
TEL：043-245-4227
http://www.orandaya.net

楽花生最中

千葉が誇る落花生をかたどった「楽花生最中」は
千葉県産落花生の蜜煮を使用した【落花生あん】
と北海道十勝産小豆を使用した【小豆つぶあん】
２種がございます。お米の風味が香り立つ最中皮
と特製餡とのおいしさをお楽しみください。
他にも郷土、千葉ならではのお菓子がございます。

帰省の折などには、特におすすめです。

オランダ家　会長

池田　孝雄

おいしいお菓子は･･･
ささやかな幸せや癒しをくれます。
会話が弾み、贈ると喜ばれます。
人の幸せや絆を深めてくれます。
オランダ家では創業以来、60年以上

おいしさにこだわり続けております。
「おいしさはこころ」を理念にお作り
したオランダ家のお菓子で皆様に笑顔が
広がれば、こんなに嬉しいことはござい
ません！

おいしさと幸せ運ぶ




