
 

２０１４・５・1８（日） 

つくば市・ノバホール 

開場１０：３０ 開演１１：００ 入場無料  

主催 ： つくば音楽団体交流協議会 

      ムジカフェスタ・ディ・つくば ２０１４ in ノバホール実行委員会 

後援 ： 茨城県 ・ 茨城県教育委員会 ・ つくば市教育委員会 
       つくば市合唱連盟 

心をつなぐ心をつなぐ心をつなぐ心をつなぐ    ひとつのメロディーひとつのメロディーひとつのメロディーひとつのメロディー 

Musica Festa di Tsukuba  

2014 in NOVA Hall 



ププププ    ロロロロ    ググググ    ララララ    ムムムム    
    

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック    （１１（１１（１１（１１::::００～１３００～１３００～１３００～１３::::００）００）００）００）    

    

１１１１    女声合唱コスモス女声合唱コスモス女声合唱コスモス女声合唱コスモス                                              指揮：小川 優美子   ピアノ：大黒 喜志子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

いつだったか                   作詩：星野富弘       作曲：なかにしあかね 

秋のあじさい                   作詩：星野富弘       作曲：なかにしあかね 

春に                       作詩：谷川俊太郎    作曲：木下牧子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★木曜日 13 時 15 分～牛久市中央生涯学習センターにて、優しい先生の御指導の下、楽しく練習しております♪見学は随時 OK です♪ 

 

    

２２２２    混声合唱団べるなーる八千代混声合唱団べるなーる八千代混声合唱団べるなーる八千代混声合唱団べるなーる八千代                 指揮：川澄 明子    ピアノ：松田 典子 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

アヴェ・ヴェルム・コルプス            讃美歌詩             作曲：モーツァルト 

飛騨高原の早春                  作詞：岩間純      作曲：小林秀雄 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★これまで迫力のある曲が多かった為、今回は美しいハーモニーを作る曲と、かろやかなリズムに乗って歌う曲を選曲しました。 

 

    

３３３３    ＩＮＡコーラスＩＮＡコーラスＩＮＡコーラスＩＮＡコーラス                              指揮：龍田 真理子   ピアノ：石井 光代  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

このみち                     作詩：金子みすゞ     作曲：石若雅弥 

わたしと小鳥とすずと               作詩：金子みすゞ     作曲：石若雅弥 

ほらね、～東日本大震災の被災者の皆様へ～     作詞：いとうけいし   作曲：まつしたこう 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★三十数年間、楽しく歌い続けてきましたが、今日が最後の舞台になります。心を込めて歌いますので聴いてください。 

 

    

４４４４    女声合唱団「萠」女声合唱団「萠」女声合唱団「萠」女声合唱団「萠」                 指揮：佐久間 和子   ピアノ：恒岡 俊子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

星めぐりの歌         作詞：宮沢賢治      作曲：宮沢賢治      編曲：林光 

うた             作詞：佐藤信        作曲：林光       編曲：林光 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★「明るく、楽しく」の「萠」です。2 月にコンサートを終え 4 月に創立 22 周年を迎えました。新たなスタートに際し団員募集中です♪ 

 

    

５５５５    産総研音楽倶楽部合唱団産総研音楽倶楽部合唱団産総研音楽倶楽部合唱団産総研音楽倶楽部合唱団                                                指揮：東宮 昭彦    ピアノ：川合 章子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

怪獣のバラード        作詞：岡田冨美子    作曲：東海林修       編曲：東海林修 

愛燦燦             作詞：小椋佳        作曲：小椋佳       編曲：信長貴富 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★産総研の研究所仲間が昼休みに集まって，音楽を倶(とも)に楽(たの)しみながら歌っています。 

 

    

６６６６    三日月混声合唱団三日月混声合唱団三日月混声合唱団三日月混声合唱団                        指揮：見角 幾代    ピアノ：星野 郁子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

小川のせせらぎ         訳詞：蒲生真郷     作曲：P. I. Tchaikovsky     

モルダウ           作詞：岩河三郎     作曲：Smetana    編曲：岩河三郎 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★「歌う楽しみ」と「集う喜び」を分かち合うことをモットーに、見角先生、星野先生の熱心なご指導の下、練習に励んでおります。 

    



        
７７７７    牛久コール若葉牛久コール若葉牛久コール若葉牛久コール若葉                              指揮：板東 貴余子   ピアノ：大野 光子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

『日本民謡による四つの女声合唱曲』より 子守唄                作曲：間宮芳生 

花のなみだ                      作詞：西岡光秋       作曲：朝岡真木子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★秋田の訛の子守唄では、孫を抱くお祖母さんに、花のなみだでは、散りゆく桜模様を妖艶な女性になりきって、歌えたでしょうか？ 

 

 

８８８８    コールリリーズコールリリーズコールリリーズコールリリーズ                            指揮：中山 文雄    ピアノ：山本 光子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ペリカン                      作詩：竹内てるよ     作曲：大中恩 

ひゃっころりん                    作詩：中山知子     作曲：高木東六 

あしおと                      作詩：谷川俊太郎     作曲：高木東六 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★守谷市より参加の女声コーラスです。結成３６年になります。部員１９名で頑張って歌います。 

 

 

９９９９    アルコバレーノアルコバレーノアルコバレーノアルコバレーノ                         指揮：田嶋 喜子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

アヴェ マリス ステッラ                             作曲：Lajos Bárdos 

寒夜                        作詩：貞松螢子       作曲：小山順子 

祈り                                      作曲：木下牧子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★月１回の練習で一進一退で、表現をするところまでなかなか到達できません。今回どこまでやれるかチャレンジです。 

 

 

１０１０１０１０    コール･ブラウエ･ヒンメルコール･ブラウエ･ヒンメルコール･ブラウエ･ヒンメルコール･ブラウエ･ヒンメル                          指揮：南 みつ子     ピアノ：猪野 麻梨子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

『女声合唱のための「マザー･テレサ愛のことば」』より 

私たちのしていることは                 マザー･テレサの言葉による    作曲/構成：鈴木憲夫 

主よ、今日一日                   マザー･テレサの言葉による    作曲/構成：鈴木憲夫 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★今回同じ指揮者で活動するコーラスもえぎ、アンサンブル虹のメンバーも加わり「マザー・テレサ愛のことば」を朗読と共に歌います。 

 

 

１１１１１１１１    コール･ヴァンコール･ヴァンコール･ヴァンコール･ヴァンヴェールヴェールヴェールヴェール                      指揮：片山 秀樹    ピアノ：浅子 勝也 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

たんぽぽ                       作詩：星野富弘     作曲：大田桜子 

いわし                       作詩：星野富弘       作曲：大田桜子 

今が美しい                      作詩：村田さち子     作曲：鈴木憲夫 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★昨年末、前指揮者、銅谷恵利子先生のご都合により片山秀樹先生にお願い致しまして、新たな出発です！果たしてどんな音色に・・？ 

 

    

♪♪♪♪♪♪♪♪    全体合唱全体合唱全体合唱全体合唱                                                         指揮：片山 秀樹     ピアノ：浅子 勝也 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ひとつのメロディ                 作詞：萩原奈苗     作曲：小崎光洋 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

    

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    BreakBreakBreakBreak    ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    

    



ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック    （１３（１３（１３（１３::::１０～１５１０～１５１０～１５１０～１５::::０５）０５）０５）０５）    

        

１２１２１２１２    コーラスコーラスコーラスコーラス    タンポポタンポポタンポポタンポポ                                                    指揮：安東 有貴恵   ピアノ：徳本 淳子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

『カルメン』より 天までのぼる煙草の煙       作曲：ビゼー 

待ちぼうけ          作詩：北原白秋    作曲：山田耕筰     編曲：増田順平 

平城山            作詞：北見志保子    作曲：平井康三郎    編曲：岩河三郎 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★毎週金曜日の午前中に練習しています。楽しく溌剌と美しいハーモニーを心を寄せて歌っています。ご一緒に歌いませんか。 

 

 

１３１３１３１３    つむぎの里ゆうき混声合唱団つむぎの里ゆうき混声合唱団つむぎの里ゆうき混声合唱団つむぎの里ゆうき混声合唱団                    指揮：笠井 利昭     ピアノ：宇津木 貴久世 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

明日に架ける橋           訳詞：岩谷時子    作曲：Paul Simon   編曲：Kirby Shaw 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★演奏曲は、サイモン&ガーファンクルの大ヒット曲です。ゴスペル風にアレンジされた曲に日本語歌詞をつけました。 

 

 

１４１４１４１４    混声アンサンブル･リュミ混声アンサンブル･リュミ混声アンサンブル･リュミ混声アンサンブル･リュミ                指揮：井上 慧 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

UBI CARITAS                                         作曲：Ola Gjeilo 

Psalmus 100                                        作曲：Javier Busto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★龍ヶ崎の松葉コミュニティーセンターにて木曜日の 18:00～20:00まで楽しく練習しております。お仲間大募集中です♪ 

 

 

１５１５１５１５    コールさくらコールさくらコールさくらコールさくら                             指揮：佐久間 和子    ピアノ：西尾 美保子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

歌                                             作詞：新川和江     作曲：木下牧子 

バリ･ハイ                作詞：O. HammersteinⅡ 作曲：R. Rodgers    日本語詞：村上信夫 

Ave Maria                                               作曲：C. Franck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★６月８日(日)アルスホールにて３５周年記念コンサートを開催します。ぜひお越しください。そのプログラムから３曲演奏します。 

 

 

１６１６１６１６    うしく混声合唱団うしく混声合唱団うしく混声合唱団うしく混声合唱団                       指揮：半田 曉      ピアノ：渡部 美生 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

思い出すために                      作詞：寺山修司      作曲：信長貴富 

Look to the day                                      作曲：J. Rutter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★結成 14 年目です。難しい歌にチャレンジしていますが苦労しています。今回の曲はジャズのリズムで軽快にといきたいものです。 

 

 

１７１７１７１７    江戸崎タウンコーラス江戸崎タウンコーラス江戸崎タウンコーラス江戸崎タウンコーラス                    指揮：櫻井 博之    ピアノ：井上 慧 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

混声合唱組曲『光と風をつれて』より あいたくて    作詩：工藤直子      作曲：木下牧子 

de la Missa Salve より KYRIE                       作曲：T. L. Victoria 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★個性豊かな２人の講師のもと、古今東西さまざまな曲に果敢にチャレンジしています。よく歌い、よく飲み、ここ一番での団結力は抜群

♪        



    

１８１８１８１８    近代詩曲の会近代詩曲の会近代詩曲の会近代詩曲の会                            演奏者：五十嵐 滋   ピアノ：泉對 優子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

詩人の恋Op.48より                  作詞：ハイネ       作曲：シューマン 

No.1 美しい月、五月に 

No.2 僕の涙から萌え出でる 

No.4 私が君の目に見入れば 

泣かないお前                                 作曲：デ･クルティス 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★お陰様で第１回のソロフェスタは成功・盛況でした。ご来聴感謝します。近く第２回の出場者を募集します。今日は詩人の恋から。 

 

 

１９１９１９１９    竜ヶ崎混声合唱団竜ヶ崎混声合唱団竜ヶ崎混声合唱団竜ヶ崎混声合唱団                        指揮：安達 陽一    ピアノ：大畑 知子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

混声合唱とピアノのための組曲『どこかで朝が』より 作詩：谷川俊太郎    作曲：相澤直人 

朝のリレー 

さようなら 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★4 月開催した第7回演奏会では多くの方にご来場いただき委嘱初演曲を中心に演奏、称賛をいただきました。ありがとうございました。 

 

        

２０２０２０２０    土浦市民合唱団土浦市民合唱団土浦市民合唱団土浦市民合唱団                               指揮：沼田 能昌  ギター：加藤 誠/川村 しのぶ    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

フォークソングメドレー —山上路夫の詩による—  作詩：山上路夫     作曲：沼田能昌 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★ジャンルにこだわらず，様々な曲を歌うアットホームな合唱団です。見学や参加希望の連絡は事務局（090-2327-1651 仲田）ま

で。 

  

２１２１２１２１    水海道混声コーラス水海道混声コーラス水海道混声コーラス水海道混声コーラス                       指揮：吉原 勇人    ピアノ：茂呂 典子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

『五つのこどものうた』から 

バスのうた                    作詩：佐藤義美       作曲：大中恩 

サッちゃん                    作詩：阪田寛夫       作曲：大中恩 

組曲『ひとつの朝』から ひとつの朝         作詞：片岡輝       作曲：平吉毅州 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★毎週水曜日午後 7:30～9:00 常総市の公民館をお借りして、楽しく練習しています。ご一緒に歌いましょう！ 

 

    

２２２２２２２２    桜みなみ合唱団桜みなみ合唱団桜みなみ合唱団桜みなみ合唱団                        指揮：半田 曉      ピアノ：鈴木 京子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

MASS No.6                                         作曲：G. ORBÁN 

Kyrie 

Gloria 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★1 月に学習院大学でのエストニア タルト男声合唱団の公演に参加しました。8月には金子みすずの詩による依嘱作品を初演予定です。 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪    全体合唱全体合唱全体合唱全体合唱                                                       指揮：半田 曉      ピアノ：鈴木 京子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ひとつのメロディ                 作詞：萩原奈苗     作曲：小崎光洋 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    BreakBreakBreakBreak    ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪        



ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック    （１５（１５（１５（１５::::１５～１７１５～１７１５～１７１５～１７::::００００００００））））    

    

２３２３２３２３    美浦コーラス同好会美浦コーラス同好会美浦コーラス同好会美浦コーラス同好会                                                                    指揮：米谷 毅彦   ピアノ：川井 道子/柴田真紀子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

『海鳥の詩』より                  作詩：更科源蔵      作曲：廣瀬量平 

1. オロロン鳥 

2. エトピリカ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★少人数の合唱団ですが毎週木曜日、美浦公民館で厳しくも楽しく練習しております。お待ちしております。 

 

    

２４２４２４２４    フロイデコールつくばフロイデコールつくばフロイデコールつくばフロイデコールつくば                       指揮：落合 祐子    ピアノ：横山 明子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

からたちの花           作詞：北原白秋    作曲：山田耕筰     編曲：岩河三郎 

荒城の月（月光ソナタの中で）  作詞：土井晩翠     作曲：滝廉太郎     編曲：岩河三郎 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★年齢を重ねるにつれ改めて日本語の美しさに感動しつつ、メロディーにのせて表現することの難しさも痛感しています。 

 

    

２５２５２５２５    男声合唱団ＫＯ男声合唱団ＫＯ男声合唱団ＫＯ男声合唱団ＫＯΣΣΣΣＭＯＭＯＭＯＭＯΣΣΣΣ                指揮：片山 秀樹 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

男声合唱組曲『人間の歌』より           作詩：堀口大學      作曲：多田武彦 

Ⅲ. 浜の足跡 

Ⅳ. また一つ 

Ⅴ. 木がらし 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★年齢差60歳、居住半径60km、職業様々。ハモリに魅せられた男たちが集結しています。（土曜 15:30～小野川交流センター） 

 

    

２６２６２６２６    女声合唱団きんもくせい女声合唱団きんもくせい女声合唱団きんもくせい女声合唱団きんもくせい                     指揮：安達 陽一    ピアノ：浅子 勝也 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

MESSE BREVE より                              作曲：J. G. ROPARTZ 

1. Sanctus Benedictus 

2. Agnus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★発声指導で声を充実させ合唱指導で深い表現力を学んでいます。今春コンクール再挑戦。毎週火曜主に松葉コミセンで楽しく活動中。 

 

    

２７２７２７２７    混声合唱ソラーレ混声合唱ソラーレ混声合唱ソラーレ混声合唱ソラーレ                           指揮：中山 ちあき   ピアノ：中山 ちあき 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

愛の夢･七夕さま         作詩：権藤花代･林柳波  作曲：下総皖一     編曲：青島広志 

ワルツ･うみ          作詩：林柳波           作曲：井上武士     編曲：青島広志 

コントルダンス･村まつり    作詩：文部省唱歌               編曲：青島広志 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★牛久市、つくば市などの市民で構成される混声合唱団です。中山ちあき先生の指導で、毎週月曜日夜７時から楽しく練習しています。 

 

    

２８２８２８２８    ヴォーカルアンサンブル･つくばヴォーカルアンサンブル･つくばヴォーカルアンサンブル･つくばヴォーカルアンサンブル･つくば           指揮：半田 曉 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Sancta Maria, Vas spirituale                                             作曲：P. Kostiainen 

Ich liebe dich              作詩：H. C. Andersen 作曲：E. Grieg  編曲：T. Caplin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★毎週土曜日夜7時から広岡交流センターで練習しています。私たちと一緒に幾重なる音の調和を楽しみませんか？ 



    

２９２９２９２９    コール茎崎コール茎崎コール茎崎コール茎崎                                     指揮：陶山 高志    ピアノ：乾 由美子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

人生の扉             作詞：竹内まりや  作曲：竹内まりや   編曲：陶山高志 

いのちの歌                    作詞：Miyabi       作曲：村松崇継    編曲：陶山高志 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★毎週土曜日午後のレッスンが待ち遠しくてならないメンバーばかりです。見学大歓迎です。HP も開設しました。是非、ご覧くださ

い！！ 

 

３０３０３０３０    ＲＬＣ（竜ヶ崎女声合唱団）ＲＬＣ（竜ヶ崎女声合唱団）ＲＬＣ（竜ヶ崎女声合唱団）ＲＬＣ（竜ヶ崎女声合唱団）                   指揮：野村 秀美    ピアノ：根岸 亜湖 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

女声合唱組曲『富山に伝わる三つの民謡』より 

むぎや                       作詞/構成：岩河三郎  作曲：岩河三郎 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★歌の心・言葉を大切に美しいハーモニーを求めて龍ヶ崎市松葉コミセンで毎週金曜日 10 時から練習。団員募集中です。 

 

 

３１３１３１３１    つちうら混声合唱団つちうら混声合唱団つちうら混声合唱団つちうら混声合唱団                     指揮：大門 康彦 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

混声合唱組曲『心象スケッチ』より 水汲み      作詩：宮沢賢治     作曲：高田三郎 

鷗                        作詩：三好達治       作曲：木下牧子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★沢山の方々のご支援により、私たちの創立１５周年記念コンサート（3 月 2 日ノバホール）は大成功でした。ありがとうございました。 

 

 

３２３２３２３２    つくば古典音楽合唱団つくば古典音楽合唱団つくば古典音楽合唱団つくば古典音楽合唱団                          指揮：鈴木 優      オルガン：渡部 聡 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

≪テレジア･ミサ≫より                               作曲：ヨーゼフ･ハイドン 

サンクトゥス 

アニュス・デイ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

★定期演奏会を 11/29（土）ノバホールで開催。ハイドン「テレジア・ミサ」を歌います。団員募集中。水曜 19:30～並木交流センタ

ー。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪    全体合唱全体合唱全体合唱全体合唱                                                      指揮：鈴木 優      ピアノ：渡部 聡 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ひとつのメロディ                 作詞：萩原奈苗     作曲：小崎光洋 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

 

    

        

        

１． きのう出会った ひとつのメロディ 

生きる力が わいてくる 

たったひとりで くりかえすより 

誰かと いっしょに 奏でたい 

伝えよう 広げよう 

ふくらまそう きっと 

かけがえのない メロディになる 

２． 胸に残った ひとつのメロディ 

聴けば心がいやされる 

言葉だけでは 伝えきれない 

気持ちも いっしょに 届けたい 

伝えよう 広げよう 

ふくらまそう ずっと 

忘れられない メロディになる 
 

ひとつのメロディひとつのメロディひとつのメロディひとつのメロディ    



御御御御    挨挨挨挨    拶拶拶拶         

 

 

 

 ムジカフェスタ・ディ・つくば 2014 in ノバホール 実行委員長 

宮本 亨 

 

本日はお忙しい中「ムジカフェスタ・ディ・つくば 2014 in ノバホール」にお越しいただき、大変ありがとう

ございました。 

ムジカフェスタは、茨城県南地域のアマチュア音楽団体の交流と地域文化の向上を目的に設立された「つくば

市音楽団体交流協議会」参加団体の音楽会として、年に 1 回行われています。１９９４年の第 1 回以来、つくば

市、土浦市、牛久市、龍ヶ崎市、坂東市などを中心とした各地域の音楽団体が、持ち回りで実行委員会を組織し、

各団体の手作りで演奏会を開催してきました。 

今年は４年ぶりにつくば市のノバホールに戻り、３２団体の参加を得て、盛大に開催することができました。テ

ーマとして「心をつなぐ ひとつのメロディー」を掲げ、各ブロックの最後には「ひとつのメロディ」を会場の参

加者全員で歌います。この歌はムジカフェスタ１０周年を記念して作られたものですが、その後歌われる機会はあ

りませんでした。ムジカフェスタの精神「競争ではなく協奏を」を伝えていくために、この歌を加盟団体共通の財

産として歌いつないでいければという願いをこめて選曲いたしました。ご来場の皆様、演奏会参加者全員の心をつ

なぐ歌声を届けたいと思います。 

最後になりましたが、今回の演奏会にあたりご後援をいただきました、茨城県、茨城県教育委員会、つくば市教

育委員会および関係者の皆様に感謝いたします。また今年度のチラシ、プログラムには、研究学園都市開催にふさ

わしいものとして４年前の「ムジカフェスタ・ディ・つくば 2010 in ノバホール」の図案を使わせていただきま

した。使用を快諾していただいた 2010 年実行委員会の皆様にも御礼申し上げます。 

 

さあ、今日一日、各参加団体の日ごろの練習の成果を存分にご堪能ください！！ 

 

 

 つくば音楽団体交流協議会会長・筑波大学名誉教授 

五十嵐 滋 

 

第２１回ムジカフェスタ・ディ・つくば開催を皆様と共にお慶び申し上げます。 

思い起こせば第１回は１９９４年のムジカフェスタ・ディ・つくば in 竜ケ崎であり、昨年は同 in 坂東として２

０周年を記念しました。このほか当交流協議会傘下の各地域の音楽団体の持ち回りにより、このノバホールのほか

牛久や石下でも開催されて来ましたが、そのどれもが素晴らしい演奏と、和やかな聴衆に支えられて、成功を収め

ました。 

昨年９月にはまた２０周年を機に、協議会創設以来の懸案であった新シリーズの「ソロ・フェスタ」の第１回が

アルス・ホールにて開催され、これもまた本フェスタに劣らぬ質の高い演奏と良き聴衆を得て成功しました。 

第２１回という新しいページを開く今日も、実行委員会と参加団体の熱意とご協力により、質量ともに充実した

素晴らしいプログラムになっております。皆さまとご一緒に、私も客席から、舞台の上から、そして手作りのコン

サートとして全員が分担する係員をしながら、演奏を堪能したいと思って居ります。 

 

 

Musica Festa di Tsukuba  

2014 in NOVA Hall 


