日時：2011 年 8 月 6 日

午後 2 時開演

場所：勤医協苫小牧病院外来待合ホール
主催：勤医協苫小牧病院

プログラム
１．開会の挨拶
２．リコーダー合奏

院長

宮崎有広

どれみふぁ・どん

「妖精の女王」／ヘンリー・パーセル
３．混声合唱

あかい実

「はるかな友」／磯部俶 作詞・作曲
「夕焼けこやけ」／中村雨紅 作詞・草川信 作曲・寺島尚彦
「その夏を教えて」／和泉サトル 作詞・吉川敏夫 作曲
４．ヴァイオリン独奏

野村聡・野村三奈子

「愛のあいさつ」／エルガー
「チャルダッシュ」／モンティー
「カンタービレ」／パガニーニ
「涙そうそう」／BIGIN
「川の流れのように」／見岳章
「夕焼けこやけ」／草川信
「七つの子」／本居長世
「情熱大陸」／葉加瀬太郎
５．閉会の挨拶

名誉院長

高畑直司

編曲

出演者紹介
ヴァイオリン 野村 聡（のむら さとし）
北海道出身。５歳よりヴァイオリンを始める。
北海道大学工学部卒業。在学中は北大交響楽団のコンサートマスターを務め、卒業後は札幌交響楽団
に賛助出演するなど、室内楽からオーケストラまで年間８０ステージを越える演奏活動を行う。
これまでメンデルスゾーン、サン・サーンス、バッハ、ヴィヴァルディなどのヴァイオリン協奏曲を
ソリストとしてオーケストラと共演。現在は千歳フィルハーモニーオーケストラの他、オーケストラＨ
ＡＲＵＫＡ、江別弦楽アンサンブル、北海道農民管弦楽団、エルム管弦楽団のコンサートマスター。ま
た室内楽ではモデラート弦楽四重奏の第一ヴァイオリン奏者。フリーのヴァイオリニストとして活動す
るほか、後進の指導にもあたっている。
ヴァイオリンの魅力を紹介するパフォーマンスではＮＨＫをはじめとしてＳＴＶ、日本テレビ（ズー
ムイン朝、ズームインスーパー）などに出演。ラジオではＨＢＣラジオ、ＦＭアップルに出演。
千歳音楽協会会長。㈱エルム楽器弦楽器アドバイザー。
ヴァイオリンを磯 英男、井上 需、各氏に師事。

ピアノ 野村 三奈子（のむら みなこ）
神奈川県出身。東京音楽大学卒業。ピアノを樋口恵子氏に師事。現在千歳フィルハーモニーオーケス
トラおよび江別弦楽アンサンブル団員。モデラート弦楽合奏団ではヴィオラ、ピアノを担当。モデラー
ト音楽教室にてピアノ・ヴァイオリン・ヴィオラを指導。

混声合唱団 あかい実

リコーダーアンサンブル どれみふぁ・どん

勤医協の友の会メンバーが集まってできた合唱団。 1993 年千葉理恵子先生の指導の下、苫小牧病院職
員１０数名で発足。
穴沢勝 梅沢僚子 大槻英 釜沢恒子 高橋春子
外尾静子 相澤綴子 熊本宏子 越村芳子 高橋光子

伊藤千鶴子 今泉宇未 榎戸陽子 越智比呂子

吉本尊子 前田潤 三橋智子佐藤恵子

大沼真知子 坂とみ 住田瑞生 代田充 高田亜希子

影山剛司 菅野義正 田村正吾 西谷隆 本間博

高橋徹 高畑直司 棚橋聡子 星雅博 松田武夫

山田慶治 大島充男 高畑直司 栃内正誼 松田武夫

山岸久生 山岸順子 宮崎有広

鷲頭聡
佐藤誠（指揮）

佐藤恵子（伴奏）

千葉理恵子（指導）

大好きなリコーダーで 18 年間も楽しくアンサンブルでご一緒させて頂き、只々うれしく
感謝の気持ちです。
リコーダーの灯を消さずに 50 回まで続けて下さり有難うございます。
『楽しい！』をモットーに次の目標に向かって続けましょう。
どれみふぁ・どん 千葉理恵子

18 年前に始まった院内コンサートもとうとう 50 回目を迎えました。
ここまで続けてこられたのは、千葉先生、「ル・プランタン」、「コール・ヴォイジャーズ」、
「あかい実」の皆さん、ゲスト出演していただいた方々、「どれみふぁ・どん」の仲間、そして
コンサートに来ていただいたすべての方の力によるものです。
これからも楽しい時間を一緒に過ごせたらいいなと思います。
病院長

宮崎有広

皆さんの心に“安らぎ”が届くように一生懸命練習してきました。
お聴き下さい。

あかい実

佐藤誠

※次回コンサートのお知らせ……………＜開催予定日＞

２０11 年１２月 17 日（土）
第 51 回院内コンサート
クリスマス“２０11”

院内コンサートの軌跡

1993 年

12.11 クリスマスコンサート

1994 年

3.5
不定期コンサート
7. 9 七夕コンサート
12.20 クリスマスコンサート

1995 年

7. 9
12. 9

七夕コンサート
クリスマスコンサート

1996 年

7. 6
12.14

七夕コンサート
クリスマスコンサート

1997 年

4.15 新棟オープン記念ʻスプリングコンサートʼ
8.23 サマーコンサート
12.13 クリスマスコンサート

1998 年

8.22 サマーコンサート
12.12 クリスマスコンサート

1999 年

9. 4 サマーコンサート
12.11 クリスマスコンサート

2000 年

7. 8
12. 9

サマーコンサート
クリスマスコンサート

2001 年

9. 1
12. 8

オータムコンサート
クリスマスコンサート

2002 年

3. 9
8. 3
12. 7

スプリングコンサート 2002
サマーコンサート 2002
クリスマスコンサート 2002

2003 年

3. 1 スプリングコンサート 2003
10. 4
10 周年記念ʻオータムコンサート 2003ʼ
12.20 クリスマスコンサート 2003

2004 年

3. 6 スプリングコンサート 2004
7. 3 サマーコンサート 2004
12.18 クリスマスコンサート 2004

2005 年

4. 9
4.10
9. 3
12.17

スプリングコンサート 2005
院外特別コンサート（於三ツ星ホール）
オータムコンサート 2005
クリスマスコンサート 2005

2006 年

4.15 スプリングコンサート 2006
9.2
オータムコンサート 2006
12.2
クリスマスコンサート 2006

2007 年

3.3
9.8
12.1

2008 年

3.1 スプリングコンサート 2008
6.7
グリーンコンサート 2008
9.20 第 41 回院内コンサートʻオータム 2008ʼ
12.20 第 42 回院内コンサートʻクリスマス 2008ʼ

2009 年

3.7 第 43 回院内コンサートʻスプリング 2009ʼ
7.4
第 44 回院内コンサートʻサマー2009ʼ
12.20 第 45 回院内コンサートʻクリスマス 2009ʼ

2010 年

3.20 第 46 回院内コンサートʻスプリング 2010ʼ
8.7
第 47 回院内コンサートʻサマー2010ʼ
12.18 第 48 回院内コンサートʻクリスマス 2010ʼ

2011 年

3.9
8.6

スプリングコンサート 2007
オータムコンサート 2007
クリスマスコンサート 2007

第 49 回院内コンサートʻスプリング 2010ʼ
第 50 回記念院内コンサートʻサマー2011ʼ

