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※当日の進行状況により多少変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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一日をめいっぱい楽しもう!!
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12：30～14：30（開場12：00）

15：00～17：00（開場14：15）

ブラスフェスタ2016
12：30～14：30（開場12：00）
ブラスフェスタ2016
●上青木小学校……栄光の架橋　他
●根岸小学校……ルパン三世　他
●舟戸小学校……ジッパ・ディー・ドゥー・ダー　他
●前川東小学校……てのひらを太陽に　他
●元郷小学校……宝島　他
◆合同演奏曲……オブラディ・オブラダ

気軽に♪プレミアムコンサート

12：00～16：00
うたごえ広場

10：00～15：00
音楽のびっくり箱「音楽であそぼう」

12：00～18：00
ストリートライブ  in リリア

●15：00　安行中学校合唱部（コーラス）／早川　功（ギター）
●15：30　西中学校音楽部/コーラス
　　　　　川口市民オーケストラ木管五重奏
　　　　　（フルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、ホルン）
●16：00　青木中学校コーラス部／木乃下三絃会（津軽三味線）
●16：30　山元香那子（ピアノ）／３校合同合唱
合同演奏「花は咲く」

●アコーディオンデュオ
●一五一会サウンズ
●盛人コーラス隊

　●トーク音楽
　●エプロンシアター
　●紙芝居
　●リトミック　他

●金子芽生（アルパ演奏）
●みんなで踊ろう！きゅぽらんのうた：指導 七海有希
●ヒーラテ（コーラス）
●中屋美彩紀（ピアノ弾語り）
●yuuka（ギター弾語り）
●笠井香奈（ギター弾語り）

●emiko（ピアノ弾語り）
●瑠愛（POPS）
●七海有希（POPS）
●ダイナモ!!!（POPS）

11月6日（日）11月6日（日）
川口総合文化センターリリア全館

きけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきけるきける

ひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひけるひける
はなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせるはなせる

うたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえるうたえる

入場無料

演
　
　
目

会
　
場

0歳から入場可
10：00～18：0010：00～18：00

※JR川口駅西口正面
12：30

15：00

12：00

10：00

12：00

～14：30 メインホール

～17：00 音楽ホール
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ブラスフェスタ 2016
気軽に♪プレミアムコンサート
うたごえ広場
音楽のびっくり箱「音楽であそぼう」
ストリートライブ inリリア

川口総合文化センター・リリア
主催：かわぐち音楽の日実行委員会

後援：川口市／（公財）川口総合文化センター

山野楽器そごう川口店　㈱伊藤園川口支店　KOROGI　ライブスペース・キャバリーノ
Tokyo story cafe　カフェ＆ダイニング オー！ゴッド！戸塚安行店　㈱ノジリスタジオ

協　力

20162016

かわぐち音楽の日かわぐち音楽の日
in

リリア
トーク音楽「大きなアリと小さなゾウ」
　　　　　　　(作話：高丸もと子 作曲：物部一郎) 
上演：音読の会　ピアノ：大波美香

英語であそぼう　もりゆき＆えんどう

歌と手遊び・エプロンシアター　小河知夏

ベビー・パークも こんにちは！ 小河知夏

紙芝居
「猫のみょうぶと犬のおきなまる」(枕草子より)
「ほら熊学校を卒業した三人」(宮沢賢治作品) 
上演：音読の会　絵：諸我将史　脚本：しみずまちこ

まみ先生の「ぴあのと音もだち」
　　　　　　　（幼児のためのリトミック）
 講師：長嶋真美（ピアニスト）

英語であそぼう　もりゆき＆えんどう

トーク音楽「大きなアリと小さなゾウ」
※1 回目と同じ 　 

まみ先生の「ぴあのと音もだち」
　　　　　　　（幼児のためのリトミック）

1 階
催し広場

10：10～10：30

10：40～11：00

11：10～11：30

11：40～12：00

12：40～13：00

13：10～13：30

13：40～14：00

14：10～14：30

14：40～15：00
11：50～ オープニング
12：00～ 金子芽生＊アルパ演奏
12：30～ みんなで踊ろう！きゅぽらんのうた
　　　　　指導／七海 有希

12：45～ ヒーラテ＊コーラス
13：30～ 中屋美彩紀＊ピアノ弾語り
14：10～ yuuka＊ギター弾語り
14：50～ 笠井香奈＊ギター弾語り
15：30～ emiko＊ピアノ弾語り
16：10～ 瑠愛＊POPS
16：50～ 七海有希＊POPS
17：30～ ダイナモ !!!＊POPS
18：10～ エンディング

司会　くまこ

2階正面 ストリートライブ in リリア入口前デッキ

12：00～18：15

第9回第9回

アコーディオンデュオ
２台のアコーディオンで懐かしのあの歌この曲を演奏
します。歌唱リーダーに合わせて、大きな声で歌って
ください。歌えば青春！ハモれば仲間！さあ、楽しい
ひとときを！

一五一会サウンズ
一五一会（いちごいちえ）と言う変わった名前と形の
楽器を使い、主に都内のデイサービスや地域の自治体
のイベントへ出向き懐かしめの曲などを楽しく歌って
貰う参加型の音楽一座です。

盛人コーラス隊
盛人コーラス隊は歌声で笑顔と元気の輪を拡げる活動
をしています。イベント参加や高齢者施設慰問の他、
歌声カフェを開催して幅広い年齢層の方々と元気一杯
の歌声を繰り広げています！

1 階 うたごえ広場展示ホール

12：00～16：00

音楽のびっくり箱 音楽で
あそぼう

 一緒に
音楽しよう



■山元香那子（ピアノ）
■トルコ行進曲　作曲：W.A.モーツァルト
■ラ・カンパネラ　作曲：F.リスト
■鐘　作曲：S.ラフマニノフ

■３校合同合唱
指揮／早川　功
■サルヴェ・レジーナ（栄光の女王）
　　作曲：コチャール・ミクローシュ

■合同演奏曲
■花は咲く　作詞：岩井俊二　作曲：菅野よう子

司会：野尻　小矢佳

■安行中学校 合唱部（コーラス）
指揮／三澤 明美
■大切なもの　作詞・作曲：山崎朋子
■八木節　日本民謡：松下耕編曲

■ギターとピアノ
早川　功（ギター）　近藤美千代（ピアノ）
■アルハンブラの想い出（独奏）　作曲：F・タレガ
■ギターとピアノのためのファンタジア（二重奏）
　　作曲：M・カステルヌオーヴォ＝テデスコ

■西中学校 音楽部（コーラス）
指揮／中山 菜穂美
日本古来の遊び歌集
■いちばんはじめは
■花いちもんめ
■ずいずいずっころばし

■川口市民オーケストラ・木管五重奏
池田 美智子（フルート）　垣沼 亮子（オーボエ）
豊島 暁（クラリネット）　鈴木 多恵子（ファゴット）
佐久間 禅（ホルン）
■ウィーンはいつもウィーン　作曲：J.シュランメル
■エンターテイナー　作曲：S.ジョプリン
■レット・イット・ゴー
　　作曲：C.アンダーソン=ロペス&R.ロペス  
■ファミリーアニメ・コレクション　編曲：浅野由莉

■青木中学校 コーラス部
指揮／茂木 天留美
■ジブリ・メドレー　作曲：久石譲　他
■いのちの歌　作詞：Miyabi　作曲：村松崇継

■木乃下三絃会
■津軽三味線曲弾き　六段　
■津軽甚句　
■嘉瀬の奴踊り
■軽あいや節
■津軽じょんがら節（新節）
■津軽じょんがら節　合奏

４ 階 気軽に♪プレミアムコンサート音楽ホール

15：00～12：30～14：30

15：30～

16：00～

16：30～

■実施時間
　開演前 14：30～15：00
　開園後 17：00～17：30

■実施場所
　４階音楽ホール・ホワイエ（ロビー）
　音楽ホール入口前通路

■協力団体　山野楽器そごう川口店、KOROGI

楽器の体験コーナー
弦楽器、打楽器等の楽器体験ができるコーナーです。

2 階 ブラスフェスタ2016

■上青木小学校　指揮／荻 亜貴
■校歌　作詞：服部嘉香　作曲：佐々木すぐる
■君の瞳に恋してる
　　作曲：B.Crewe B.Gaudio　編曲：山下国俊
■Happiness　作曲：岡田美音　編曲：佐藤博昭
■栄光の架橋　作曲：北川悠仁　編曲：佐藤博昭
■宝島　作曲：和泉宏隆　編曲：佐藤博昭

■根岸小学校　指揮／山田 圭子
■校歌　作詞：勝　承夫　作曲：中田喜直
■トップ・オブ・ザ・ワールド
　　作曲：Ｊ.ベティス　編曲：山下国俊
■ルパン三世のテーマ　作曲：大野雄二　編曲：小島里美

■舟戸小学校　指揮／長田 京子
■校歌　作詞：高井鉦三　作曲：岡本敏明
■希空～まれぞら～　作曲：澤野弘之　編曲：山下国俊
■ジッパ・ディー・ドゥー・ダー
　　作曲：Allie Wrubel　編曲：山下国俊

～　休　憩　～

■前川東小学校　指揮／藤倉 久子
■校歌　作詞：松本　旭　作曲：土肥　泰　
■手のひらを太陽に　作曲：いずみたく　編曲：山下国俊
■「名探偵コナン」メイン・テーマ
　　作曲：大野克夫　編曲：山下国俊
■炎と森のカーニバル　作曲：Fukase　編曲：小島里美

■元郷小学校　指揮／熊木 佳代
■校歌　作詞：今井　勇　作曲：市川都志春
■LET’S GO！いいことあるさ
　　作曲：Ｊ.Morali Ｈ.Belolo Ｖ.Willis　編曲：小島里美
■オーメンズ・オブ・ラブ　作曲：和泉宏隆　編曲：山下国俊
■宝島　作曲：和泉宏隆　編曲：佐藤博昭

■合同演奏曲　指揮／長田 京子
■オブラディ・オブラダ
　作曲：レノン＝マッカートニー　編曲：山下国俊

司会：国弘よう子

■上青木小学校　（校長／戸谷 弘幸）
　上青木小学校は、明治６年に創立され、本年で144年を迎える
市内で最も歴史のある学校の一つです。「かがやくよ　みんなの笑
顔　あかるいあいさつ　おもいやりいっぱい　きれいな上小（か
みしょう）」を学校の合い言葉に、日々、さまざまなことに取り組ん
でいます。
　金管クラブは、６年生19名、５年生12名、４年生10名の合計
41名で、休み時間やクラブ活動の時間に活動しています。例年、
運動会の他、学区にあるSKIPシティのイベントに参加し、演奏を
発表しています。
　今日はこのような素敵なステージで演奏できることをうれしく
思っています。今まで一生懸命、練習してきた成果を発揮できる
よう、気持ちと音を合わせて、楽しく演奏したいと思います。どう
ぞお聴きください。

■根岸小学校　（校長／石井 宏明）
　根岸小学校は、昭和47年４月に、神根小学校より分離し、市内
33番目の小学校として、旧北中学校の跡地に開校しました。周囲
を緑に囲まれた根岸の丘に立つ、静かな自然の環境に恵まれた学
校です。春には見事な桜に囲まれ、野鳥のさえずりを聞くことがで
きます。現在18学級、558名の児童が「笑顔あふれる元気な根
岸小」をモットーに、明るく元気よく学校生活を送っています。
　器楽クラブは、４年生から６年生までの23名で活動しています。
主に運動会や校内音楽会で演奏をしていますが、大きなステージ
で演奏するのは初めてです。金管楽器の数がまだ少ないのです
が、今日は精一杯楽しく演奏します。
　どうぞよろしくお願いします。

■舟戸小学校　（校長／戸ヶ﨑 幾江）
　舟戸小学校は、ここリリアから歩いて15分、荒川スーパー堤防
の上にある開校66年目の学校です。川口駅も近く、タワーマン
ションなどが目立つ地域ですが、グラウンドの目の前には荒川が流
れ、土手の緑に囲まれた自然豊かな学校です。
　金管クラブは、今年新しくクラブ活動として発足しました。
　その金管クラブのメンバーに、やる気満々の６年生有志が加わ
り、今日の演奏を目標にして一生懸命練習に取り組んできました。
　今日は、会場の皆さんが笑顔になれるように、私たちも楽しく演
奏したいと思っています。

■前川東小学校　（校長／加藤 裕）
　前川東小学校は、蕨駅から約３kmに位置し、児童数約540名、
17学級の中規模校で、今年で開校48年目を迎えました。
　「健康な子・よく考える子・心豊かな子」を学校教育目標として、
～喜んで登校　満足して下校する　前川東小学校～を目指し、教
育活動を展開しています。
　マーチングバンドは、４年生11名、５年生21名、６年生７名の
計39名で活動しています。運動会などの学校行事の他に、地域
からの演奏依頼も多く、町会の体育祭やお祭りなどでもたくさん演
奏してきました。
　今日は、心を一つにして楽しいステージになるようにがんばりま
す。どうぞお聴きください。
 

■元郷小学校　（校長／髙橋 光代）
　元郷小学校は川口市の南に位置し、児童数598名で、よく考え
学ぶ子・心豊かで仲よく助けあう子・明るく健康で正しいことをやり
ぬく子を学校教育目標にし、開校144年という伝統ある学校です。
　金管バンドは４年生10名、５年生12名、６年生22名の44名で
放課後や休み時間などに練習し、運動会や音楽会、地域行事にも
参加しています。リリアの大きなステージで演奏できることに喜び
を感じながら、心を込めて演奏します。どうぞ、お聴きください。

メインホール


