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心弾む「第 1回 ミュージックフェスティバル」開催

NPO国際音楽協会理事長 張文乃

立春が過ぎ、ぼかばか陽気の春が待ち遠 しい頃となりました。会員の皆様におかれましては、お変わ りなくお

過ごしでいらっしゃいますか。新型コロナウイルスの感染もなかなか安心できる状況になりませんが、くれぐれ

もお体に気を付けて日々お過ごしください。

さて、活動の報告です。1999年 から続けてお ります盲導犬チャリティーコーラスフェステイバル。盲導犬チャ

リティーバレンタインデーレディスコーラスフェスティバルとして始まり7回、8回 日からは私ども協会が引き

継がせていただき、コーラス全般に参加の枠を広げ、22回 まで続けました。ところが 2021年はコロナ禍に世界

中が見舞われる中、日本も神戸も例外ではなく、やむなく中止 となりました。今年になって、またオ ミクロン株

急増 となりましたが、今年こそはという思いも強 く、状況を鑑みた結果、心機一転 し、コーラスのみの開催では

なく、楽器などをふんだんに入れての「第 1回 ミュージックフェスティバル」として、新たなスター トを切るこ

とになりました。そして 1月 、少人数の美 しいコーラスに加え、ピアノの連弾やオカリナ合奏、馬頭琴合奏、二

胡の合奏、バックコーラスをつけての独唱、中国民族楽団の演奏などプログラムは何時になく多彩な演奏会とな

り、お陰様で沢山の方々にお楽 しみ頂けました。

ご出演の皆様、スタッフの皆様の並々ならぬご努力とご協力あればこその賜物 と心より感謝申し上げます。こ

のフェスティバルの準備は昨年の夏 。7月 頃から始まり、スタッフは何度も会議を重ね、当日を迎えました。ス

タッフジャンパーを着て、てきばきと作業されている皆さんの姿は圧巻でした。抜かりなく念には念を入れて真

摯に頑張っておられるお姿には頭が下がります。またブルーレイで録画 し、ご出演 くださったグループに一枚ず

つプレゼントしてくださいました会員の松岡武三、深雪ご夫妻にはこの場をお借 りして心より感謝申し上げます。

来年 2023年 も 1月 21日 の土曜日、同じく新長田のピフレホールで開催の予定でございます。ますます出

演者の輪が広がりますよう会員の皆様にお力添え賜 りたく存 じます。どうかよろしくお願い申し上げます。

さて 2月 28日 (月 )午後 2時から中華會舘 6階 ロビーにてグス トにピアニス ト2人をお迎えして第 45回 ロ

ビーコンサー トを行いました。連弾による「茉莉花」を始め「エリーゼのために」のジャズバージョン、「ルパン

三世のテーマ」、「春よ、来い」、「白鳥の湖」ほか。連弾だからこそ味わえるダイナ ミックさで観客の皆様はすっ

か り虜にされてしまいました。国際女声アンサンブルの皆様も回を重ねるごとに音楽の深みを増され、日々のご

努力の賜物と感じました。

3月 26日 (土)午後 2時中華會舘 7階東亜ホールにて昨年行われた第 21回 中国音楽コンクール入賞者によ

る第 22回愛楽之家音楽会を開催いたしました。 10代から70代の方々のピアノ独奏が 3名、独唱が 2名、二

胡が 2名、チャルメラと笙が 1名 という多彩なプログラムでございました。東は愛知県、西は広島県からご参加

くださり、中国音楽の愛好家が日本各地に広がっていることを感 じました。これも1999年 より続けて来た証

ではないかと喜びも一入でございます。

皆様の元に、早 くコロナの心配のない、あたたかな春の日が訪れますよう、心よりお祈 りいたしてお ります。
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盲導犬チャリティーミュージックフェスティバル感想文

1'月 が丘 コール アフェ ッ ト 三井 智子

第 1回盲導犬チャリティーミュージックフェスティバルは、私たち月が丘コールアフェットにとつて 1年 10か

月ぶ りのステージでした。心地よいホールの響き、歌 う喜びを体いつぱいに感 じながら、楽しく歌 うことができ

ました。コロナ禍の中、本フェスティバルの開催にご尽力いただいた国際音楽協会の皆様に心より感謝申し上げ

ます。しばらくは不自由な練習環境が続きそうですが、次回も元気でこのステージにたてることを楽しみに活動

していきたいと思います。

唸

'エ

メロード 栗林 佳子

「あ―楽しかつた !」 日々にそう言いながら、舞台を降りました。

久 しぶ りの本番舞台。お客様の前で、ライ トを浴びて歌える事が、嬉しくて、嬉 しくて。

選曲は、聖子ちゃんの曲でした。「聖子ちゃんなんだから振 り付けて踊らないと !」 との先生のお声に一同唖然と

した日から、歌よリダンス練習中心の日々でした。なんせ、真っ直ぐ手を上げてるつもり…リズムに乗つてるつ

もり…が、何かが違 う私達。若い団員の的確な指導で猛特訓。甲斐あって、ばつちり揃つたダンスPと なりした。

おかげ様で、ひとつ、ふたつ ?いや 10歳は若返つた気分で帰路につきました。

開催に際して、ご尽力くださいました皆様に心より感謝いたします。また来年、開催されますよう祈っておりま

す。

ありがとうございました。

■

'女

声合唱団 Alba Echo 大庭 栄利

形を改められての第 1回は、ステージの色合いが様々に変わりとても楽しいものでありました。そして、根底に

あるチャリティという温かさ、優 しさは、今までどおり会場に沿れ来場者、出演者の心が丸くなるのを感 じます。

コロナ禍で、なかなかステージでコーラスができる機会がなく、皆さまがいて下さつて歌うことが出来たのは 2

年振 りでありました。この状況下、気持ちを明るく強くしてくれる音楽の場に参加 させて頂きありがとうござい

ました。

■1女声合 唱団ゆ う 瀬部 三紀子

今年も参加できました事を、団員一同大変嬉 しく思っています。このような状況の中、マスク越 しに思いが届

く事、皆様のマスクの中に笑みが生まれることを願って歌いました。様々なジャンルの音楽が聴けたことも非常

に心が和みました。最後になりましたが、国際音楽協会並びに実行委員の皆様は、大変な思いで準備をされた事

と思います。開催 して下さつた事、心より感謝申し上げます。

来年も楽しみに参加 させていただきます。

ありがとうございました。

,'Mint(ォヵ リナ合奏)安 井 敏子

私たちのグループは これまでオカリナグループの発表会にしか出演 した事がなかったので 今回のようない

ろんなジャンルの音楽が集まり、気持にもゆとりがでて とても冷静に舞台に立つことができ 自分たちの演奏

を楽しむことできました。長い開発表の場がなかったので、とても嬉 しかつたです。ありがとうございました。

蓉 コールや まび こ 大西 晴夫

私達に取 りましてはコロナ禍で満足な練習が出来ず、表情が読み取 りにくいマスクを着用しての不出来な演奏

で、主催者様には申し訳ない気持ちで一杯ですが、久方ぶ りに聴衆の前で練習の成果を聴いて頂く機会を頂き、

合唱団員一同関係者の方々に心より感謝申し上げます

出場団体が多く女性は着替えの時混雑 していたようで、時節柄少々戸惑われた方もおられたようですが、集合

場所から着替え、声出し、本番ステージヘと親切に誘導して頂き気持ち良く演奏に臨めました。

-2-



有難 うございました。

余談

先 日神戸市営地下鉄で盲導犬を伴つた老夫婦と乗 り合わせました。床に寝そべ り安心しきってベタつと飼い主

に寄り添い微笑ましい光景を目にしましたが、ややあって車内放送でご夫婦が下車する停車駅名を耳にするやサ

ッと立ち上がり同伴者に下車を促す姿に感動、このような忠実で優秀な盲導犬を育てる趣旨で活動されている盲

導犬協会が主催する演奏会に出演出来て嬉 しく思います。

■

'コ

ール・アマービレ 新谷一子
コロナ禍中でも、やつぱり音楽は心の栄養でした。その証拠に久しぶ りの舞台の上ではすべての人がキラキラ

輝いていて、喜びに満ちあふれていました。

演奏は 1人でももちろん楽しめますが「聴いてもらってなんぼ」なところがあるのも事実。演奏するものと聴く

ものが対話できるのも舞台の醍醐味。その機会を与えてくださつたことに感謝 しております。また、運営のスタ

ッフの皆様のおかげで日一杯楽しむことができました。本当にありがとうございました。

21アジサイ合奏団 酒井恵子
音楽を愛する様々なジャンルの団体のご出演、皆さんマスクでも笑顔で演奏され、衣装も華やかでステージは

色んな花が次々と咲いたようでした。盲導犬の訓練の様子を聞かせて頂くのも初めてで、楽しい時間を頂きまし

た。私たちも中国楽器で演奏、ステージでの演奏は緊張しますが、初めて聴く方に二胡の美しい音色をお届けで

きていれば嬉 しいです。コロナ禍での初開催、主催者の皆様方には準備から運営まで大変なご苦労がおありだつ

たと思います。有難 うございました。

「盲導犬チャ リテ ィーフェスティバルに寄せて」

暉

'国

際混声合唱団

中野貞弘 withス イー トジャス ミンズ 中野 貞弘

「国際混声合唱団」は、2002年に生まれました。今年で 20周年を迎えます。張文乃先生の指導の下、中国歌

曲を中国語 (共通語である『普通話』)の正しい発音で美しく歌うことを目指して、より多くの方々に中国音楽を

知ってただけることを願い活動しています。中国歌曲だけでなく日本 。世界の歌も取り上げ、月 2回土曜日の午

前 2時間が通常の練習日です。

中国音楽国際コンクールにもほぼ毎回参加し、数多く入賞出来るようになりました。

今年 2022年 7月 2日 (土)新長田ピフレホールにて 20周年記念コンサー トを予定しています。皆様には是非とも

お越しいただきたくよろしくお願いいたします。

「エルヴィス中野 withス イー トジャスミンズ」は、国際音楽協会を軸に合唱やソロ活動をしてきた長い付き合

いの数人が、新しいことにツヒ戦しようとした結果、中国音楽に加えゴスペルシンガーとしてのエルヴィス・プレ

スリーの素晴らしさを知って頂きたいと思いデビューしました。もちろん「ジャスミン」は中国ではもつとも有

名な民謡「茉莉花」から取りました。今後はジャンルを問わず、気に入つた曲はなんにでも取り組んでいきたい

と考えています。

ところで、「アメイジング・グレイス」は、アメリカの黒人の子供たちが自らのルーツを知るための歌と言わ

れ、また「涙の旅路」で知られ、自人から苦難を強いられた先住民「チェロキー」族がチェロキー語で歌う「国

歌」でもあります。
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そして貧しい白人家庭の幼児だつた頃のエルヴィスは、自人・黒人が共にお祈りする教会 (はつきり区別され

た席であったが)で、熱心な信者の母親の膝の上で数多くのゴスペルを聴いて過ごし、青年時代に自人ゴスペル

グループヘの加入を望みオーディションを受け不合格となったことも知られています。そして晩年の彼は3度の

グラミー賞受賞が全てゴスペル部門での受賞であることを大変喜び、誇りに思つていたと伝えられています。

Ⅲ 国際音楽協会 松 岡 武三

今年 1月 22日 に盲導犬チャリティーミュージックフェスティバルとして第 1回 目が彩 り華やかに開演しま

した。

いつものチャリティーコンサー トとは違いどんな演奏会になるのかわくわくしながら拝聴 しておりました。

合唱団の方々の他に二胡や古竿ののびやかで引き込まれる音や、オカリナの心温まる音、何より子どもたちの

演奏する馬頭琴はひときわ心から楽しませていただきました。ピアノの連弾では迫力のある演奏中の途中で弾

く人が入れ替わることに驚きました。フルスの楽器で聞く「ふるさと」は格別な想いが沸き上がりました。

場内も皆さん静かに聞かれていたように思います。私の年代では懐かしいエルビスプレスリーをバックコーラ

ス付きで聞けたのはとてもうれしかつたです。今は不安定な状況の中ですが皆様の演奏と熱意に励まされ有意

義な時間が過ごせました。本当にありがとうございました。これからも盲導犬チャリティーコンサー トと共に

盲導犬ミュージックフェスティバルのご発展をお祈 りいたします。
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第 45回 ロビーコンサー ト 2022年 2月 28口 (月 )於 :中 幸會舘 6Fロ ビー

第 21回愛楽之家音楽会 2022年 3月 26日 (土)於 :中華會舘 7F東亜ホール
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NPO法人国際音楽協会

2021年度  事業報告

月 日 行事 会場 備考

4月 8日 花祭 り 神戸文化ホール第ホール

4月 18日 (日 ) 回中国民族器楽演奏会 東亜ホール 国際民族楽団

神戸中華同文学校民楽部

4月 26日 (月 ) 第 41回 ロビ三二´■卦

「

~
中華會舘 6Fロ ビー 延期

5月 5日 華風 89号発行

5月 30日 (土 ) 楽 東亜ホール 延 期

6月 13日 (日 ) 第 21回中国音楽コンクール 東亜ホール

7月 26日 (月 ) 第 41回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー ゲス ト橋本例子

フルスとお話

8月 5日 華風 90号

8月 28日 (」ヒ) 楽しく歌 う会 20周年記念演奏会 東亜ホール

9月 12 日 (月 ) 日本 。ロシア MINI音楽交流会 東亜ホール 移情閣コーラス

国際女声アンサンブル

9月 26日 (日 ) ひょうご邦楽の祭典に賛助出演 兵庫県立芸文セ ンター

阪急中ホール

国際女声アンサンブル

10月 5日 (りk) 鳳歌 80 結成 5周年記念演奏会 兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール

10月 25日 (月 ) 第 42回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー ゲス ト 松下力也

チャルメラ・笙

11月 23日 役員会  PM4;30～6:30 華僑総会

11月 30日 華風 91号

11月 25日 (月 ) 第 43回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー 一宮櫻花合唱団

ゲス ト 浜崎繁一

フルスとお話

12月 13日 (月 ) 第 44回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー 張文乃 ミニ リサイタル

1月 1日 華風 92号

1月 22日 (」ヒ) 第 1回盲導犬チャリティーミュージ

ックフェスティバル

新長田ピフレホール 盲導犬チャ リテ ィー

Since1999

2月 28日 (月 ) 第 45回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー グスト林美里・三谷真純

ピアノデュオ

3月 26日 (土 ) 第 22回愛楽之家音楽会 東亜ホール 8組出演
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2022年度 事業予定

月 日 行 事 会場 備考

4月 1日 93号華風発行

4月 8日 (金 ) 花祭 り 神戸文化ホール  大ホール 国際女声アンサンブル

4月 25日   (月 ) 第 46回 ロビーコンサー ト 中華会舘 6F ゲス ト 劉偉

フル ス

5月 7日  (土 ) 中国国交正常化 50周年

記念平和の祭典

兵庫県立芸術文化

センター大ホール

劉福君

九州二胡教室共催

5月 22日 (日 ) 役員会及び総会 未 定

6月 12日 (土 ) 第 22回 中国音楽コンクール 東亜ホール

6月 27 日 (月 ) 第 47回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー 中国音楽コンクール

入賞者 (大人)

7月 94号華風発行

7月  2日 (土 ) 国際混声合唱団結成 20周年

記念コンサー ト

新長田ピフレホール

8月  6日 (土 ) 日中国交正常化 50周年

記念 コンサー ト

神戸文化ホール

中ホール

8月 22日 (土 ) 第 48回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー 中国音楽コンクール

入賞者 (子 ども)

10月 95号華風発行

10月 24日 (月 ) 第 49回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー 中国音楽コンクール

入賞者 (大人)

10月 29日 (土 ) 鳳歌 80結成 6周年記念演奏会 東亜ホール

12月 12日 (月 ) 第 50回 ロビーコンサー ト 中華會舘 6Fロ ビー ゲス ト 妹尾美カロと

仲間たち

フルスアンサンブル

1月 1日 第 96号華風発行

1月 22日 (土 ) 第 2回盲導犬チャリティー

ミュージックフェスティバル

新長田ピフレホール 盲 導 犬 チ ャ リテ ィー

Since1999

3月 25日 (土 ) 第 23回愛楽之家音楽会 東亜ホール
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≪国際音楽協会 会員名簿 ≫

愛新啓志  池本茂代 稲垣せい子 殷康美 大島薫 王桂子 大森貴子 岡美智子 岡本文代 尾川

真穂 小澤幸雄 小野瀬晃一 何慧貞 郡好好 加藤すみ子 加藤晴美 門川洋子 川岸勝子 川野真

広 岸本千雅 北国千津子 喜多村クニ子 金栄輝 白井祐実 金裕三 小谷せつ子 小山やす子 黄翠

英 黄仁群 児玉幸子 小西仁子 近藤由起 後藤みなみ 呉頴 呉富美 呉美麗 在康来 坂本環

佐々木毅然 佐々木麗子 佐藤純子 佐藤真由美 佐藤和貴郎 里見慶恵 史絢華 施優美 島田楊子

下田治子 謝瑞華  庄司広美 正田富美 周琴 進藤善吾 進藤麗子 鈴木昇畝 石鋒 妹尾美カロ

仙堂桂香 高橋千賀子 田方克典 田川洋子  田尻幹夫 高橋千賀子 竹崎美栄子 竹田敦子 谷永梅

張述洲 張文乃 陳佐吉子 陳天女 辻井修 鄭恵姫 鄭正秀  鄭莉紗 永井和子 永田恵子 中西ヒ

ナ枝 中野貞弘 中前幸子 中村紀 並河京子 鳴尾牧子 二宮美里 野澤睦子 橋本博子 浜埼繁一

林英子 林佳子 春田芳子 春本佳和 日原芳子 平田英治 福島志津子 藤浦佐知子 藤澤一範  藤田

富美子  船越浩司 文啓財 文暁鈴  槙一例  松岡武三  松岡深雪 松添真理子 松 田涼恵

松本暁快 丸山桂子 水島久子 南川弥生 三宅昌子 宮永 リチ 村井和子  村田清華  村田保子 毛偉

元山昭子  物部一郎  物部紀美子  森 田茂夫 人木一文  山田保枝  山本伸子  山森澄代

済小深  横山昌司 李初容 陸超  林同福 慮秀卿 於蕊

【団 体】 一宮神社  側廣記商行  神戸博愛病院  上海料理「蓮」 一般社団法人三江會舘

閉 ミックプリン ト 神戸生田ライオンズクラブ  コーラスわかば  0頃不同 敬称略)

議

≪特定非営利活動法人国際音楽協会会員募集≫

音楽は国境を越え、言葉を超えて人々の心を癒し、鼓舞 し、豊かにしてくれるものです。

当協会は、この音楽を架け橋にして、お互いの国の文化に触れ、交流と親善を目的に国際都市神戸に生まれた

非営利団体です。

音楽を通して世界の人々が仲良く幸せになることを願い、活動 しています。

皆様のご支援を心よりお待ち致してお ります。お仲間を増や してください。

当協会の趣旨にご賛同くださり今年度ご入会いただいた方

【正会員】 庄司 広美 様 田方 克典 様

正会員

(個人・団体 )

賛助会員

(個 人・団体 )

学生会員

入 会 金 ¥  1.000 ¥ 1・ 000 ¥ 1.000

年 会 費 ¥  5.000 ¥5.000(1回 ) ¥ 1.000
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