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閑却海豹時擁強珪酸1憤39秀

主催　島田マンドリンアンサンブル

後援　島田市・島田市教育委員会・島田市音楽協会



ご挨拶　　　　　　　　島田マンドリンアンサンブル会長　杉本芳樹

本日は島田マンドリンアンサンブル定期演奏会にお越し下さいましてありがとうございます。私達の定期演

奏会も皆様のご支援をいただき、おかげさまで40回を迎える事が出来ました。

第1回定期演奏会は1976年（昭和51年）5月23日、当時20歳代部員8名で大井神社宮美殿で行いました。

その後部員も増え、結婚し子供が生まれてからは、子供からお年寄りまで、より多くの方々にマンドリン音楽

を楽しんで頂きたいという思いから、マンドリンオリジナル曲やクラシック曲に加えて、ナレーション入りの

音楽物語、アニメソング、映画音楽、歌謡曲や演歌、挿情歌等、ポピュラーな曲も演奏してまいりました。途

中、今年の定演は無理かなという年もありましたが、合宿や旅行などを通して部員の心＼を一つにして、皆で楽

しみながら毎年続けることができました。

8名で第1回定期演奏会（大井神社宮美殿）

ここ数年、仕事は第一線を退いた部員も多く、平均年酷も高齢

化の傾向にありますが、マンドリン音楽には益々熟が入ってきて

います。これからも、演奏技術と地域文化の向上に努めながらマ

ンドリン音楽を楽しみ、第45回、50回を目指して頑張って行き

たいと思います。そのためにも、若い方々がメンバーに加わって

頂けることを期待しています。

今回も幅広いジャンルの曲をご用意し、ステージ構成にも工夫

を加えました。どうぞ、最後までごゆっくりお楽しみ下さい。

マンドリン音楽について　擬態綴灘離愁饗縁類※溺議態

マンドリンはリュート属古楽器マンドラが起源といわれている。1620年頃北イタリアのべネッイアでバロツ

キが製作した説があるが、18世紀頃独奏楽器・伴奏楽器として盛んに演奏されるようになり、ビバルディ、モー

ツアルト、ベートーヴェン、フンメル等も作曲している。現代マンドリンはイタリアのピナツチアが複弦四対

のスチール弦として完成し、ムニエルがマンドリンの名手として作曲に音楽制作に大きく貢献した。次にナポ

リのラファエロ・カラーチェがマンドリン製作・作曲・演奏に活躍し現在も製作されている。

マンドリンはヴァイオリンと同じ調律で高音部を受け持ち、一回り大きなマンドラがヴィオラに当たる中音

部、その下にマンドチェロ、そしてコントラバスがあり、その合奏体がマンドリンオーケストラである。そし

てギターが加わって中音部を強化し、フルート、オーボエ、打楽器、ピアノ等がより多彩な音楽にしている。

日本には比留間賢八がマンドリンをイタリアより持ち帰り、田中常彦・武井守成男爵等がマンドリン発展に

大きく貢献した。明治大学マンドリン倶楽部を創立した古賀政男は日本的哀愁を帯びた古賀メ

ロディーで日本におけるマンドリンやギターの普及と愛好に貢献し現在もなお愛されている。

近年は歌謡曲やCM，ドラマなどのBGMとしてしばしば用いられ、また邦人作曲家による

マンドリンのための多数の楽曲も作られている。（記－コンサートマスター　池田　晶）

マンドラ マンドチェロ　　　　　　　ギター　　　コントラバス
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いいのプログラムの）の
指揮：下　山　　　守

司会：二　宮　奈緒子　　　藤　田　康　夫

第1部

☆ポップクラシカルとテレビ番組テーマソング

涙のカノン

情熱大陸

黄昏のワルツ

☆マンドリンオリジナル

MusicforPiay

☆J－Pop

いい目旅立ち

栄光の架け橋

時　　代

第2部

☆おなじみ演歌

襟裳岬

夜桜お七

時の流れに身をまかせ

☆みんなで歌おう

四季の歌

北国の春

PacheIbei作曲／下山　守編曲

葉加瀬太郎作曲／室屋　昭彦編曲

加古　隆作曲／下山　守編曲

CiaudioMandonico作曲

谷村　新司作曲／下山　守編曲

北山　悠仁作曲／下山　守編曲

中島みゆき作曲／下山　守編曲

吉田　拓郎作曲／下山　守編曲

三木だかし作曲／下山　守編曲

三木だかし作曲／下山　守編曲

荒木とよひさ作曲／下山　守編曲

遠藤　芙作曲／下山　守編曲

☆音楽で巡る世界の旅

イタリア：カタリ・カタリ　　　　　　　　・C Saivatore作曲／下山　守編曲

ペルー：コンドルは飛んでいく　　　　　‥　D．A．Robies作曲／下山　守編曲

ロシア’二つのギター　　　　　　　　　　　　　ロシア民謡／下山　守編曲

日　　本●マンドリンオーケストラとマンドチェロの為の

「月の沙漠」幻想曲　　　　　　・∴・佐々木すぐる作曲／村井　正編曲

プエルトリコ●エル・クンバンチェロ　　　　R．Henmandez作曲／下山　守編曲



紺吊曲目解説紺吊
☆情熱大陸

毎週日曜日の夜11時からテレビ放送されている、第一線で活躍する人に密着したドキュメンタリー番組「情

熱大陸」のオープニングテーマです。作曲の葉加瀬太郎自身のバイオリン演奏で親しまれています。

☆黄昏のワルツ

2000年から7年間、有名無名を問わず活躍する人物にスポットを当て、その素顔や生き方を追ったNHK

のテレビ番組「にんげんドキュメント」のテーマ音楽です。

☆Music For Piay

現代のイタリアマンドリン界で最も精力的に活動しているクラウデイオ・マンドニコ21歳の時の作品です。

全体として音楽をプレイする（演奏する＝遊ぶ）ことの楽しさ、喜びを表現した曲となっており、ジャズ音楽

からの影響が色濃く出ている作品です。

第1楽章　ENTRATA（導入●序曲）

作曲者マンドニコは、青年時代にジャズバンドのピアニストを務めていたということですが、ジャズ風の

リズムが取り入れられた斬新的な楽章となっています。

第2楽章　CANZONA（歌曲）

イタリアの叙情的な歌曲や器楽曲を“カンツォーネ”と言いますが、これが楽章の題となっています。第

1楽章から一変して、マンドリンのスタッカートとトレモロの対比を生かした4分の3拍子のゆるやかな

曲想で演奏されます。

第3楽章　RiTMiCO（リズミカルに）

シンコペーションというノリのいいリズムが特徴です。シロフォンとボンゴスの打楽器も加わり、終始

アップテンポで楽しく踊り出したくなるような小気味のよい曲です。

☆いい目旅立ち

1978年、谷村新司が作詞作曲、山口百恵が歌って大ヒットとなった旧国鉄による旅行誘致キャンペーンの

歌です。新幹線の車内放送などで聞く機会も多く、37年だった今でも色槌せることのない名曲です。

☆時　代
1975年、中島みゆきによって作詞・作曲され、自身の歌で同年の「ヤマハポピュラーソングコンテスト」

や「世界歌謡祭」でグランプリを受賞しました。後年、卒業式で歌われたり、音楽の教科書に掲載されたりし

て親しまれています。

績醸 騒き



音楽で巡る世界の旅

マンドリンの音色がよく合うのは日本の抒情歌ですが、それだけでなくカ

ンツォーネ、ロシア民謡、フォルクローレ、ラテンなどの各地特有のジャン

ルもマンドリンがよく合い、当アンサンブルでも何回も演奏してきました。

そこで、過去の40回の定期演奏会で人気のあった名曲を各ジャンル1曲選

び、協奏曲風にアレンジしてみました。マンドリン音楽で世界の旅路にお誘

いしましょう。

☆カタリ・カタリ

音量
イタリアの作曲家サルハトーレ・カルデイツロ（カルテイロ）によって1911年に作

曲されたナポリ歌曲です。原題は「うすl胤ナ」や「つれないlこ高と訳され、心変わりを

した「カタリ」という女性に対する男性の失恋の歌ですが、情熱的と言われるイタリア

男性が恋の歌を歌えば、振られる時もやっぱり情感たっぷりという感じでしょうか。

☆コンドルは飛んでいく

1913年、ペルーの作曲家・民謡研究家ダニエル・アロミアス・ロブレスがインカ帝

国の王女を主人公にしたオペレッタのために作曲しました。そのメロディーはアンデス

地方の民族音楽がベースになっています。フォルクローレ（ラテンアメリカ諸国の民族

音楽）の代表的な曲として1970年にアメリカのフォークロックデュオ、サイモン＆ガーファンクルによって

カバーされ、日本やその他の国々に広く知られるようになりました。

☆二つのギター

繭
作詞・作曲者不詳のロシア民謡で、「黒い瞳」と並んで世界中に知られている民謡曲

です。ジプシーダンス、舞踊曲として用いられる場合も多く、その場合は「ジプシーの

娘」と題されるようです。何とも言えない哀愁をたたえて流れる二つのギターの調べは、

若い男女のやるせない愛情を象徴しています。本日は、マンドリンとギターのソロを取

り入れたマンドリン合奏曲としてお送りします。

☆マンドリンオーケストラとマンドチェロの為の「月の沙漠」幻想曲

大正から昭和初期に叙情的な挿絵画家として人気を博した加藤まさをの詩に、当時まだ若手の作曲家であっ

た佐々木すぐるが曲を付け、童謡「月の沙漠」が生まれました。加藤まさおの出身地藤枝市では夕方5時を知

らせる音楽として流され、市民に愛されています。童謡としてだけでなく愁いとロマンを惑じさせる抒情歌と

しても長く歌い継がれ、世代を超えて支持される歌の一つとなっています。この曲は、静大マンドリンクラブ

OB村井正氏がマンドチェロ協奏曲として編曲したもので、本日は定期演奏会としては15年ぶりに演奏しま

す。

☆エル・クンバンチェロ

プエルトリコの代表的な作曲家ラフア工ル・エルナンデスが1943年にカーニバル（祭

り）用に発表した曲です。タイトルの「EiCumbanchero」とは、「太鼓を叩いてお祭

り騒ぎをする人々」の意味があり、ラテン楽器を打ち鳴らしながら踊り歩く愉快で楽し

い曲です。日本では高校野球の応援歌や吹奏楽曲として定番となっている他、フィギュアスケートのプログラ

ム曲として使用されることもあります。



出演メンバー　　※賛助出演

指揮：下　山　　　守　　　　司会：二　宮　奈緒子※　藤　田　康　夫

1stマンドリン

池　田　　　晶　　　秋　田　晶　子　　　柴　原　綾　子　　　相　木　恵　子　　　鈴　木　史　佳

2ndマンドリン

伊　賀　　　誠　　　町　　　まさえ　　　堀　　　慶　子　　　村　松　秀　子　　　大　関　　　優

阿　部　江　里　　　杉　山　田鶴代　　　佐　野　貴　弘※

鈴　木　静　雄　　　鈴　木　朝　子　　　大　畑　七　朗　　　森　嶋　倫　子

マンドセロ

辻　　　和　巳　　　藤　田　康　夫　　　村　松　真奈子　　　野　口　康　子※

青天目　照　男　　　室　屋　昭　彦

荒　浪　元　介

ベース

山　本　新太郎　　　名　倉　博　之※

フルート　　　　　　ピアノ・フルート

渋　谷　芳　博　　　西　貝　詳　子※

オーボエ　　　　　　クラリネット

IiI　口　沙　織※　　益　田　　　豊※

打楽器

永　田　　　透※　　西　貝　誠　一※

木　村　孝　良　　　甲　賀　正　敏
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写真で綴る40年の歩み

これまでの定期演奏会で

よく演奏された曲目紹介
オリジナル曲　　　　　　　　　ポピュラー曲

・古戦場の秋　　　　　　　　　　・黒い瞳

・シシリアの想い出　　　　　　　・マイ　ウェイ

・海の組曲　　　　　　　　　　　・サンバ∴ブラジル

・バグダッドの太守より序曲　　・碧空

・マンドリンの語れ

・序曲4番（ヴ工ルキ作曲）

ナレーション入り音楽物語等

・音楽物語・組曲「人魚」

・ロシア民謡による幻想曲「ボルガ」

・音楽物語「朱雀門」

・音楽物語「アリパパと40人の盗賊」

・音楽物語「夕鶴」

クラシックアレンジ

・カタリ　ガタリ

・ディズニーメドレー

・影を慕いて

・丘を越えて

・コンドルは飛んでいく

・liiの流れのように

・ひまわり

・百万本のバラ（オープニング）

・オリーブの首飾り（l／）

・アイネ・クライネ　ナハトムジーク　アニメーション曲

・歌劇「カバレリアリレスチカーナ」・魔女の宅急便より「風の丘」

・ノクターン〈夜曲〉　　　　　　・天空の械ラビュタより

・ペルシャの市場にて　　　　　　　「君を乗せて」

・モーツアルト40番第1楽章　・ちびまる子ちゃんより

・天国と地獄　　　　　　　　　　　「踊るポンポコリン」

・マドンナの宝石　　　　　　　・宮崎駿アニメ「トトロ」ほか
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部員ら名が中国湖州市へ＜昭和61年＞
島田市第8次友好訪中団に参加。
訪問先では演奏も行う。

ソプラノを入れて音楽物語「人魚」

国旗を掲げプラザおらるりでの初演奏
＜昭和58年・第8回定期演奏会＞
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過去20年間で60回を超える出前演奏

＜平成7年・第20回定期演奏会＞　　　＜平成12年・市民病院ふれあいコンサート＞
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家族も参加し、親睦旅行＜平成13年・近江八幡～京都＞

こiSSSSSSSSSSSSSSSS 　一言∴∴∴ ∴∴∴∵∵∴∴： 

／、i潮「／私 

i－ 
部員も還暦iアラ還コンサート＜平成21年・三布袋＞



SME平成27年の活動のあゆみ

1月24日出　井口公民館出前コンサート

2月14日出　大津いきいきクラブ

出前コンサート

3月7日出～8日（日）

親睦旅行（伊豆1泊2日）

4月18日出　老人ホーム杉の子園

出前コンサート（吉田町）

6月7日（日）市民音楽祭に出演

（おおるDホール）

7月4日出　老人デイサービスあおそら

出前コンサート

7月18日旧）東町老人クラブ

出前コンサート

8月28日㈲　ふれあいサロン原

出前コンサート（藤枝市）

9月5日出～6日（日）

第1回合宿（山の家）

10月24日出～25日（日）

第2回合宿（山の家）

11月3日㈲　文化の日

博物館ミュージアム
コンサートに出演

11月15日旧）合唱と器楽発表会

（市民文化祭）に出演

12月6日旧）第40回定期演奏会

12月19日出　特別養護老人ホーム「あずか」

クリスマスコンサート（予定）

圏
井口公民館出前コンサート

老人ホーム杉の子園出前コンサート　　　　　　　　親睦旅行（河津七滝）
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三　園 
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合宿でクラブ内ミニコンサート（山の家）
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ミュージアムコンサート（島田市博物館分館）

お　し　ち　せ 

☆部員募集中　　マンドリン、ギターなどの経験のある方もない方も、いっしょにマンドリン合奏を楽しみませんか。 

気楽な社会人サークルですから、お気軽にお尋ねください。お待ちしています。 

◎練習日…甲毎週火曜日または水曜日　夜7：00－9：30　⑥会費‥・、・月1．000円（入会金なし） 

◎練習場所……プラザおおるり練習室他 

☆マンドリン出前コンサート 

◎公民館、福祉施設等の催しに出かけて演奏します。気軽に呼びかけてください。 

☆連　絡　先　　アンサンブル事務局　℡0547－36－4584（鈴木） 

☆HPアドレス　　http：／／www．geOCities．jp／Shimada＿mand0両 


