
愛とヒューマンのコンサート委員会　
今野　強  坂戸市緑町7-12　TEL＆FAX 049-281-3644
携帯：090-3519-6610　メール： i-human@nifty.com

ゆうちょ銀行口座　記号１０３４０　番号９９０３８６１　　名前：愛とヒューマンのコンサート委員会

２０１２年の復興支援コンサート風景

被災地訪問演奏の為の経費支援と被災地の様子を報告をする演奏会です。

皆さんの地域でも、復興支援コンサートを企画してみませんか！

1月20日　坂戸駅南緑町集会所　 3月11日　震災一周年　被災地に思いを馳せて　坂戸市坂戸コミュニティセンター

4月28日　寄居町おやぢホール　南相馬市で除染活動に励む皆さんをご招待。  10月27日　おやぢコンサート50回記念　ピアノ 田島敦子

5月13日　飯能市民会館　高麗郡万葉の里コンサート　中島昌子＆彩のピアノデュオによる母の日コンサート

7月30日　大宮の年金者組合が福島の仲間を招待、デュオ・ケーナルパで連帯と励まし。　

9月1日　午後に坂戸市城山公民館　夜に西坂戸自治会館で　ヴァイオリン 松本克巳　ピアノ 森崎由紀子

10月23日　長岡市小国町で

7月3日（2011年）　相模原市大野台中央小学校　学校とＰＴＡが共催

12月7日　筑前琵琶 田原順子　坂戸駅南緑町集会所　

坂戸コミュニティセンター

◯チケット申込・お問い合わせは、下記主催事務局まで
坂戸事務局 今野　強　☎＆fax 049-281-3644　携帯 090-3519-6610　〒350-0234 坂戸市緑町7-12　
鶴ヶ島事務局 麻生幸作　☎＆fax 049-285-5271　　〒350-2206 鶴ヶ島市藤金67-19　

  国道407号沿い　坂戸･鶴ヶ島消防本部向かい
坂戸市大字石井２３２７－５　☎049-283-5622

※いずれも当日は300円増しです
　前売りで完売の際は、当日券の販売はありません

一 般 ： 2,000円

高校生・障がい者の方 ： 1,000円
チケット前売り
全自由席
定員460名

主催　愛とヒューマンのコンサート委員会　i-human@nifty.com
後援 坂戸市　坂戸市教育委員会　鶴ヶ島市　鶴ヶ島市教育委員会　坂戸市社会福祉協議会
　 坂戸音楽連盟　 鶴ヶ島音楽連盟

　愛とヒューマンのコンサートは、被災地以外での支援コ
ンサートの収益、思いを馳せてくださる市民、友人のみなさ
んの支援募金などを活動資金として、2011年は60回、2012
年は62回、被災地に赴いての支援演奏を重ねております。
　「避難して1年と7か月、毎日が心苦しく時間を無駄に過
ごしておりました。仮設ではいろいろな催しがありますが、
先日の訪問演奏は、心の中の心を甦らせ、落ち着きと安ら
ぎとゆとり、いわゆる澄み切った清々しい気持ちにさせて
いただきました。有意義に生きなければいけないと思うこ
とができました。再訪を心からお待ちいたします。」原発災
害で非難されている浪江町の仮設自治会に住む方からい
ただいた手紙の一節です。
　被災地の苦しみに寄り添い今年も訪問演奏活動を続け
ます。ご支援下さい。

愛とヒューマンのコンサート委員会
坂戸市 今野　強
鶴ヶ島市 麻生幸作

愛とヒューマンのコンサート
2013 3/10（日）

13:30開場14:00開演

プログラム
池山由香 メゾ・ソプラノ独唱
 広い河の岸辺　悲しき天使
中島 彩 ピアノ独奏　ベートヴェン：熱情ソナタ 第3楽章
  　　  リスト：ラ・カンパネラ
被災地　気仙沼と飯館村からの報告
井上奈々星
峰岸 哲　 

復興祈願太鼓と獅子舞

キンテート・アルパケーナ
 アマポーラ　牛乳列車　コンドルは飛んで行く　
 被災三県を思う組曲（この日が初演）
 会津磐梯山・南部牛追い唄・斎太郎節 

PHOTO BY URANO TOSHIYUKI

キンテート・アルパケーナ（アルパとケーナの五重奏団）
左から、アルパ ： 藤枝貴子　池山由香　高橋咲子　浜根未稀　ケーナ ： 八木倫明

池山由香 井上奈々星 峰岸 哲中島 彩

大震災二周年、被災地に思いを馳せる



3月　　

被
災
地
で
の
訪
問
コ
ン
サ
ー
ト
風
景
　
二
〇
一
二
年
三
月
〜
十
二
月

4月

5月

9月　　

10月

12月

3月26日　気仙沼市五右衛門ヶ原仮設 3月27日　東松島市矢本仮設3月26日　気仙沼市立病院

3月27日　東松島市創る村 3月28日　相馬市なごみの家 3月26日　気仙沼市おさかなの駅 3月28日　南相馬市中央図書館

4月24日　陸前高田市希望の庭 4月24日　石巻市雄勝町立浜仮設4月24日　東松島市グリーンタウン仮設

4月26日　釜石市上中島仮設4月26日　大槌町吉里吉里浪板仮設4月26日　釜石市鵜の浜海岸 宝来館前鎮魂の鐘

5月18日　飯舘村飯舘ホーム 5月16日　相馬市原町学園5月18日　福島市大原総合病院5月17日　飯舘村松川第一仮設

5月16日　南相馬市小池長沼仮設 5月17日　飯舘村松川第一仮設5月17日　福島市飯野町の民家で

9月2日　飯舘村飯舘ホーム 9月3日　福島市蓬莱町学習センター 9月3日　福島市蓬莱中学校

9月3日　福島市蓬莱中学校 9月2日　飯館村小学校 9月4日　浪江町笹谷東仮設

4月24日　東松島市グリーンタウン仮設 10月9日　宮古市第二中学校仮設 10月9日　宮古市愛宕公園仮設 10月10日　山田町浦の浜仮設

10月9日　宮古市千徳ボランティアセンター 10月10日　宮古市高浜仮設 10月25日　長野県栄村　栄村文化会館 10月25日　長野県栄村特養施設

12月2日　飯館村飯坂いやしの宿 12月２日　飯舘村伊達東仮設 12月3日　飯舘村松川仮設 12月3日　飯舘村松川仮設

12月3日　浪江町南矢野目仮設 12月3日　飯舘村松川仮設 12月3日　浪江町笹谷仮設5月17日　飯舘村松川第二仮設

3月　松本克巳 （ヴァイオリン）　中島彩 （ピアノ）　井上奈々星 （獅子舞と操り人形）
３/26 気仙沼おさかなの駅　気仙沼市立病院　気仙沼五右衛門川原仮設
3/27 東松島市矢本仮設　東松島市創る村　石巻市グループホーム親孝行
3/28 南相馬市中央図書館　相馬市和みの家　　

4月　八木倫明 （ケーナ）　藤枝貴子 （アルパ）
4/24 東松島グリーンタウン仮設　 東松島小野駅前仮設　石巻雄勝町立浜仮設
 石巻北上町十三浜相川仮設
4/25 陸前高田希望の庭　陸前高田高田一中仮設　鳴石コミュニティカフェ　釜石市宝来館　
4/26 釜石市鵜の浜海岸慰霊の鐘前　大槌町吉里吉里浪板仮設　大槌町小鎚仮設　　釜石上中島仮設

5月　八木倫明 （ケーナ）　高橋咲子 （アルパ）
5/16 南相馬市　小池長沼仮設　牛河内仮設　原町学園　原町共生授産施設
5/17 飯館村松川第一仮設　飯館村松川第二仮設　　飯野町安齋宅
5/18 飯館村飯舘ホーム　福島市大原総合病院　

9月　松本克巳 （ヴァイオリン）　相馬泉美 （ピアノ）
9/2 飯館村飯舘ホーム　福島市飯野町学習センター
9/3 福島市音楽堂　福島市蓬莱中学校　蓬莱学習センター　蓬莱町那須宅
9/４ 浪江町笹谷東仮設　飯館村小学校　白河市白信ホール　
9/28 南相馬市丸屋ホテル 除染テクノ設立記念の会　

10月　八木倫明 （ケーナ）　高橋咲子 （アルパ）
10/8 気仙沼市松岩中学校仮設　気仙沼公園仮設　気仙沼五右衛門川原仮設
10/9 宮古市マリンコープドラ復興商店　宮古市鍬ヶ崎小学校仮設　宮古市愛宕公園仮設
 宮古市第二中学校仮設　宮古千徳ボランティアセンター　
10/10 宮古市高浜仮設住宅　山田町社会福祉協議会ささえ愛センター　山田町船越小学校
 山田町浦の浜仮設
10/11 飯館村伊達東仮設　飯館村笹谷東仮設　

10/25 長野県栄村　松本克巳 （ヴァイオリン）　中島彩 （ピアノ）　
 栄村秋山小学校　栄村文化会館　特養施設ホームフランセーズ悠さかえ　リバーサイドみさと

12月　松本克巳 （ヴァイオリン）　井上奈々星 （獅子舞と操り人形）　林真山 （尺八）　
　　　 田原順子 （琵琶）　　
12/2 浪江町北幹線第一仮設　　飯館村伊達東仮設　飯館村保養施設いやしの宿　
12/3 浪江町南矢野目仮設　　飯館村松川第２仮設　　浪江町笹谷東仮設　　　　

★現地の多くの方々のご支援で、以上62回の訪問演奏が行なう
事が出来ました。心よりお礼申し上げます。これからも訪問演奏
を続けてまいります。

現地の手作りポスター
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