村治 昇ギター早期才能教育教室

2022 年ニューイヤー

お弾き初めコンサート
2022 年２月 11 日（金・祝）
■

新型コロナウイルス感染防止対策のため、下記の入場規定となります。
１．当プログラム持参者のみの入場となりますのでご了承ください。
２．入場の際は当日利用者名簿に氏名、住所、体温、電話番号をご記入下さい。
◆ 一般の部／ 10：20 開演

◆ ジュニアの部／ 13：00 開演

於：ミレニアムホール（台東区西浅草 3‑25‑16）
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◇◇◇〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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この度、当プログラムの通りお弾き初めコンサートを開催する運びとなりました。収束が長引
く新型コロナウイスル禍の中、門下生の皆さんはギターの練習を心の寄り所とし何時にも増して
熱心に精進して過ごしております。前回のお弾き初めから取り入れた二重奏の発表が好評でした
ので、今回もジュニアの部は全て二重奏等の発表となります。親子・兄弟・先生と生徒・門下生
同士等、様々な組み合わせの二重奏をお楽しみ下さい。

（前年）2021 年１月 11 日開催「お弾き初めコンサート」クラス別写真

主催

村治

昇

プ ロ グ ラ ム
※お願い：本日の客席使用はソーシャル・ディスタンスを考慮し、自発的に席の間隔を空けてご着席下さい。
開演 10：20
◆一般の部：ソロ曲＆合奏曲発表
１．（ソロ）中川 和恵（石橋クラス）………………………………………………………………………… 枯れ葉（ジョゼフ・コスマ／中林淳眞）
２．（ソロ）飯泉 昌子 ………………………………………………………………………………………………………………… 愛の歌（メルツ）
３．（ソロ）小田 頼久 ………………………………………………………………………………………………… アランブラの思い出（タレガ）
４．（ソロ）山内 笑子 ……………………………………………………………………… グリーンスリーブス／ Faire（カッティング／ヨーク）
５．（ソロ）石川 良男 ………………………………………………………………………………………………… 入江のざわめき（アルベニス）
６．（ソロ）石橋
好 …………………………………………………………………………………………… ファンダンギーリョ（トゥリーナ）
７．（ソロ）浅野由美子／第 13 回ギターコンペティション全国大会金賞受賞 & 第 38 回スペインギター音楽コンクール：マドーラ賞・受賞
………………………………………………………………………

スケルツァンド（コスト）／フォリアの主題による変奏曲とメヌエット（ソル）

８．（合奏）ヴィオレッタ（浅野由美子、中川和恵、飯泉昌子、鈴木久代、玉那覇千賀子）
………………………………………………………………………… G 線上のアリア（バッハ／鈴木誠編）／雪の降る街を（中田喜直／佐野正隆編）

９．（合奏）村治ギターアンサンブル（１st ／石川良男・飯泉昌子・玉那覇千賀子

２nd ／小田頼久・中川和恵・鈴木久代

３rd ／石橋好・浅野由美子） ………………… メヌエット（カル）／涙そうそう（BIGIN ／荻野清編）

11：40 終了予定 自由解散

〜休憩タイム〜
◆ジュニアの部：全員・重奏発表
開演 13：00
第Ⅰステージ
①水曜クラス／担当講師：山田 岳先生
１．（小２）片桐 賢人＆山 田 先 生 …………………………………………………………………………… 人生のメリーゴーランド（久石譲）
２．（小６）宮下 世楽＆山 田 先 生 ………………………………………………………………… カプリス・オリエンタル（ビックフォード）
３．（小３）西村 瑛樹＆山 田 先 生 ………………………………………………………………………………… 11 月のある日（ブローウェル）
４．（小４）上原那由多＆山 田 先 生 ………………………………………………………………………………………… ロマンス（キュフナー）
５．（中１）鈴木
恵＆山 田 先 生 ……………………………………………………… はかなき人生より：スペイン舞曲第１番（ファリャ）
６．（中３）西村 桃里＆山 田 先 生 ………………………………………………………………………………………… 二重奏曲 Op.31‑1（ソル）
※欠席／（小３）宮下楽七
〈小休憩５分〉

②木曜クラス／担当講師：山田 岳先生
１．（小２）吉岡 璃乃＆山田岳先生 ………………………………………… ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）／野ばら（ウェルナー）
２．（小３）大滝
慶＆山田岳先生 ………………………………………………………………………………… ワルツ・ト長調（フォルテア）
３．（小３）古井よし埜＆山田岳先生 …………………………………………………… アンダンテ・イ長調（ソル）／ファルッカ（スペイン曲）
４．（小４）三好 新太＆山田岳先生 …………………………………………………………………………… ギタリストの宝第６番（シュルツ）
※欠席／（高３）森元友惟

■お年玉・ゲストデュオ演奏［Ⅰ］／藤元

高輝＆秋田

勇魚

…………………………………………………………… 演奏曲：当日発表

14:10 終了後・自由解散

〜休憩タイム（10 分）〜
第Ⅱステージ
③金曜クラス／担当講師：坪川真理子先生
１．（年長）片桐 凛子＆坪 川 先 生 ……………………………………………………………………

開始 14：20
ムーンリバー（マンシーニ／竹内永和編）

ビビディ・バビディ・ブー（ギターだ〜いすき・第２集より）

２．（小１）山崎耕太郎＆坪
３．（小４）小川 瑠斗＆お
４．（小６）小川 璃莉＆お
５．（中１）杉山 果蓮＆坪
６．（高２）三﨑 百音＆坪
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………………………………………… よろこびのうた／アルゼンチンのカフェ（おもしろギターより）
………………………………………………………………………………… 風の丘（久石譲／竹内永和編）
……………………………………………………………………… リベルタンゴ（ピアソラ／飯泉昌宏編）
…………………………………………… ニューシネマ・パラダイス、初恋（モリコーネ／竹内永和編）
………………………………………………………………………… 夏の庭、さようなら、招待（アサド）

※欠席／（小３）河野悠治郎
〈小休憩５分〉

④土曜クラス／担当講師：金 庸太先生
１．（小１）上原まるい＆お 父 さ ん ………………………………………………………………………… 愛のロマンス（ルビーラ／小胎剛編）
２．（小３）松尾 咲希＆金 先 生 …………………………………………………………………………………… 風の丘（久石譲／小胎剛編）
３．（小４）吉田 高巳＆金 先 生 ……………………………………… ニュー・シネマ・パラダイスより初恋（モリコーネ／竹内永和編）

４．（小５）光成
５．（小５）大橋
６．（小６）神藤
７．（中２）岡本
８．（小６）三浦

奏一＆お 父 さ ん ………………………………………………………………… カヴァティーナ（マイヤーズ／垂石雅俊編）
悠里＆金 先 生 ……………………………………………………… ３つのデュオ Op.146 より第１番からロンド（カルリ）
麗央＆お 父 さ ん ………………………………………………………… 人生のメリーゴーランド（久石 譲／ Youmat 編）
周＆金 先 生 ……………………………………………………………………… リベルタンゴ（ピアソラ／飯泉昌宏編）
佳音＆（大４）横村 嘉乃〈DUO Kano Kano〉

……………………………………………………………… 人生のメリーゴーランド（久石譲／平倉信行編）／カノン（パッヘルベル／横村嘉乃編）
※欠席／（小２）吉村明慶／（小６）樋口佳奈

■お年玉・ゲストデュオ演奏［Ⅱ］／藤元

高輝＆秋田

勇魚

…………………………………………………………… 演奏曲：当日発表

15：40 終了後・自由解散

〜休憩タイム（10 分）〜
開始 15：50
第Ⅲステージ
⑤日曜クラス／担当講師：坂場圭介先生
１．（小２）倉地 杏寿＆坂 場 先 生 ……………………… アニー・ローリー／きよしこの夜／おお！牧場は緑（ギターだ〜いすき第２集）
２．（小３）大和
舜＆坂 場 先 生 ………………………………………………………………… ロンド風ガボット BWV.1006a より（バッハ）
３．（小４）大出
潤＆坂 場 先 生 …………………………………………………… 24 の斬新的なレッスンより第１番＆第６番（カルッリ）
４．（中３）山本 采和＆（中１）山本 和佳 …………………………………… 恋は魔術師より「パントマイム／火祭の踊り」（ファリャ）
５．（高３）柴田
諒＆坂 場 先 生 ……………………………………………………………………… ６つのワルツ Op.39 より第１番（ソル）
６．（大２）大蔵奏太朗＆坂 場 先 生 ……………………………… ウィロビー卿のご帰還／わがチェンバレン卿のガリヤルダ（ダウランド）
※欠席／（小２）海部

凪／（小４）コッツォリーノ・ヴィオラ・麗
〈小休憩５分〉

⑥月曜クラス／担当講師：山田 岳先生
１．（年中）中 のえみ＆山田岳先生 ……………………………………………………… ハバナの踊り＆ウイーン通り（おもしろギターより）
２．（年中）橋 なつの＆山田岳先生 …………………………………… おにさんこちら＆一番星見つけた、レとド・ソとファ（第１集より）
３．（年長）金弘 悠乃＆山田岳先生 ………………………………………………… マーチ＆川はよんでいる（ギターだ〜いすき第１集より）
４．（小１）橋 健之介＆山田岳先生 …………………………………………… 雲って楽しい＆変身名人たんぽぽさん（おもしろギターより）
５．（小１）金 弘大蔵＆山田岳先生 ……………………………………………………… リオの唄声＆グラナダの街角（おもしろギターより）
６．（小２）伊吾田弓弦＆山田岳先生 ………………………………………………………………… アレグロ・ヴィヴァーチェ（ジュリアーニ）
７．（小３）金弘 晴乃＆山田岳先生 …………………………… よろこびの歌＆ビビディ・バビディ・ブー（ギターだ〜いすき第２集より）
８．（小５）田畑 紗英＆オーケストラ伴奏 …………………………………………………………………… アンダンテ・イ短調（カルッリ）
９．（中２）望月かれん＆山田岳先生 ………………………………………………………………………………………… サルタレロ（ガリレイ）
※欠席／（小６）峯田

怜

■お年玉・ゲストデュオ演奏［Ⅲ］／藤元

高輝＆秋田

勇魚

…………………………………………………………… 演奏曲：当日発表

17：05 終了後・自由解散

〜休憩タイム（10 分）〜
開始 17：15
⑦火曜クラス／担当講師：金 庸太先生
……………………………………………………
泉のほとり＆さくら（ギターだ〜いすき・第２集より）
１．（年中）原
文彦＆原 弘 之
２．（小２）原
弘之＆金 先 生 …………………………………………………………………………… 春が来た（岡野貞一／藤井眞吾編）
３．（小５）伊藤 与一＆父・伊藤賢一 ……………………………………………………………………… 小さな翼／ソリチュード（伊藤賢一）
※欠席／（中３）大杉紗楽／（高１）三浦創士／（小４）角谷麓月

⑧北千住クラス／担当講師：石橋 好先生
１．（年長）中澤 樹里＆中澤 佑太 ……………………………………………………………… ほたる、雲って楽しい（おもしろギターより）
２．（小３）中澤 慶太＆中澤 佑太 ……………………………………………………………… ラ・メランコニア〈デュオ編〉（ジュリアーニ）
３．（小４）中澤 佑太＆石 橋 先 生 ………………………………………………………………………………………… 月光〈デュオ編〉（ソル）
４．（トリオ）中澤兄妹・樹里・慶太・佑太 ……………………………………………………………… もろびとこぞりて〈３重奏〉（賛美歌）
〈柳橋クラス／担当講師：村治昇先生〉

５．（小３）名倉 宗佑＆村 治 先 生 ………………………………………………………………………………………… バルカローレ（コスト）
⑨演奏予定時間に間に合わなかった生徒さん達のための予備コーナー
■お年玉・ゲストデュオ演奏［Ⅳ］／藤元 高輝＆秋田 勇魚 …………………………………………………………… 演奏曲：当日発表
終演 18：00
※新型コロナウイルス感染防止対策のため

◆全員の記念写真＆パーティーはありません。

2022 年

お弾き初めコンサート／記念品ライブ CD のご案内

村治 昇 CD コレクション〈Ⅳ〉

二重奏の楽しみ
（配布済）

村治 昇 CD コレクション〈Ⅶ -a〉

村治 昇 CD コレクション〈Ⅴ〉

村治 昇 CD コレクション〈Ⅵ -a〉

アンサンブルの愉しみ

ファミリー・ギターデュオ

お勧め CD

村治ファミリー・ギタートリオ
村治ファミリー・初舞台から10年に渡る成長の記録

村治奏一・考案

缶バッチ型音楽プレイヤー
イヤホンがあれば、どこでも聴いて楽しめる

お勧め CD

村治佳織

最新アルバム『ミュージック・ギフト・トゥ』
最新録音：メモリー・他全１７曲

好評企画：村治昇プロデュース

『ギタリストのタマゴたち・シリーズ』オンライン Live コンサート
第１回（一昨年 10 月）〜第 11 回の配信が YouTube で観られます！
Live 配信チャンネル ➡ Media Calm guitar
幼児から小中高大、総勢 87 人の演奏と、再演時の成長ぶりを
楽しく聴くことができます！ゲスト 11 人の演奏も見事です！
♪♪♪ 第 50 回発表演奏会

2022 年 7 月 10 日（日）／サントリー小ホールブルーローズ ♪♪♪

第１部：門下生の部／第２部：卒業生の部（留学組）／第３部：講師演奏／
第４部：村治ファミリーの部（村治昇ソロ・ファミリートリオ・村治姉弟デュオ）
終演後『記念パーティ』（ANA インターコンチネンタルホテル東京：予定）
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

村治

昇ギター早期才能教育教室

◆お問合せ／ TEL 03−3866−6308 FAX 03−3866−6309 HP：村治昇ウェブサイト／www.muraji-guitar.com
◆新宿スクール・レッスン曜日／月・火・水・木・金・土・日
◆講師／坪川 真理子 ・ 金 庸太・坂場 圭介・山田 岳
◆新宿スクール所在地／新宿 4−3 − 12−904・パシフィックワコービル（高島屋前「一心堂薬局」隣り）
◇北千住クラス／月曜（代教：石橋 好） ◇新検見川クラス：金曜（代教：石橋 好）

