
金森ピアノ教室 生徒募集 
随時入会 

 

クラシックからポップスまで 

  

甲府市青沼1ー2ー7 ℡ 055－233－3746 

指導  金森 雅枝 

Ｐiano Ｃoncert

金森ピアノ教室門下生 

開 催 日 時  平成25年11月17日（日） 

  午後１時開演 

会 場  コラニー文化ホール 会議室 

後 援  (株）河合楽器製作所甲府店 

甲府市中小河原1－12☏055－241-9220 

  

 ゆだコーラスへのお誘い 
 

  安らぎと癒しのひと時を共に過ごしましょう。 

 

毎週金曜日 午後7時30分から 

総合市民会館で練習しています。 

 

指揮  赤池 昌枝  ピアノ  金森 雅枝 

 

 

里垣コーラスへのお誘い 
 

美しいハーモニーを経験してみませんか？ 

 

毎週月曜日 午後8時から 

里垣悠遊館で練習しています。 

 

指揮  羽生美智子  ピアノ  金森 雅枝 

 大久保 幸先生プロフィール 

 
  山梨のうたごえ運動のリーダー 

 「山梨合唱団」の指揮者として活躍する中、2007年｢山梨９条合

唱団」講演では、140名からなる合唱を指導しアメージング・グレー

スを指揮し好評を得る。 

  また、2011年からは毎年小海線「八ヶ岳歌声列車」のアコーディ

オン奏者として活躍する一方で、うたごえサークル「かりんか」及び

「バラの会」の伴奏者として、毎月1回ライブ活動を行うと共に、しの

笛奏者として全国で演奏活動を行っている。 

 羽生美智子先生プロフィール 

 
  国立音楽大学教育音楽科卒業。 

  ピアノを古沢夏喜・寺田秀彦・高津智子 

 野村アキ・奥山康子の各氏に師事。 

 声楽を藤巻信夫・金森静子・瀬川武に師  

 事。ソルフェージュを板野平・西山ひろ子  

  氏に師事。 

 ヤマハ音楽教室講師として、幼児音楽教育を篠原音楽学園講

師としてコダーイ音楽教育システムの指導に努める一方、甲府高

等看譲学校、ことぶき勧学院の講師を歴任し、現在は、県合唱連

盟・甲府市文化協会所属の女声合唱団「里垣コーラス]の指揮者

として活躍している。 

 また、最近は、うたごえサークル「かりんか」のピアノ伴奏者として、

月一度のライブ活動を行う一方、合唱団 La Consòrte の団員とし

て中心的な役割を務め、国民文化祭東京公演にも参加した。 

 毎年７月には、自らが主宰するピアノ教室の定例発表会を開催

し、合唱指導、ピアノ連弾・伴奏者として活躍している。 



１ 田 家 か れん （小４）  人形の夢とめざめ  エステン  

        

２ 露 木  光 （中１）  嘘  シド 

       ( 鋼の錬金術師 ) 

         

３ 周  五 月 （中２）  儚くも永久のカナシ    UVER world 

       

４ 岩 間 尚 子   幻想曲ニ短調K397 モーツァルト 

      

５ 廣瀬菜々子 （中３）  花の歌 ランゲ 

✾ アコーディオン・ピアノによるアンサンブル 

           アコーディオン 大久保 幸 先生  

        ピアノ           羽生美智子 先生 

      「枯葉」         ジョゼフ・コズマ  

    「シルクロード」 絲綢の路 喜多郎 

✾  ピアノ独奏 

       ピアノ  金森 雅枝  

   「２つの伝説」より 波を渡るパオラの聖フランチェスコ 

     リスト 

 

プログラム 

【ピアノ独奏】 

第二部 

【賛助出演】 ✾開会のことば 

第一部 

休憩 

【連弾・独奏】 

６ 田 家 か れ ん （連）  クシコスポスト  ネッケ 

 

７ 露 木  光 （連）  energy flow  坂本龍一 

 

８ 周  五 月 （連）  坂本龍一 

  

戦場のメリークリスマス  

【うたのステージ】 

Memory 「ミュージカル キャッツ」より 

手紙～拝啓十五の君へ～ アンジェラ・アキ 

 

 

   

 Greatest love of all ホイットニー・ヒューストン 

   

【独唱】 

９ 岩 間 尚 子 （独） すみれK476  モーツァルト  

       

１０ 廣 瀬 菜 々 子 （独） ノクターン（遺作）  ショパン 
 

       

✾閉会のことば 

【みんなで歌おう】  

復興支援ソング 「花は咲く」 

      お手元の歌詞カードをご覧ください 

１１ 岩 間 尚 子  春へのあこがれ  モーツァルト  

       

飯高 早苗 



jpkanamori 

2011年3月11日の東北大震災か

ら2年半が経過し、被災地では3

度目の厳しい冬を迎えようとし

ています。 

家族や財産を失い地域社会をも

原発事故で崩壊する困難にも負

けずに頑張っている被災者の許

に届くように、大きな声で歌い

ましょう。 

被災地の一刻も早い復興を心か

らお祈り申し上げます。 

歌詞カード 

電話 ０５５（２３３）３７４６ 

金森ピアノ教室 

〒４００－０８６７ 

甲府市青沼１－２－７ 

金森ピアノ教室 

2013年11月 

復興支援ソング 

花は咲く  

電話: ０５５（２３３）３７４６ 

FAX:  ０５５（２３３）３７４６ 

E-mail: jpkanamori@gmail.com 
URL:  http://www.jpjapon.jp  

大きな声で歌いましょう 



花は咲く 

花は咲くプロジェクト 

作曲：菅野よう子 

作詞︰岩井俊二  

 

真っ白な 雪道に 春風香る 

わたしは なつかしい 

あの街を 思い出す 

 

叶えたい 夢もあった 

変わりたい 自分もいた 

今はただ なつかしい 

あの人を 思い出す 

 

誰かの歌が聞こえる 

誰かを励ましてる 

 

誰かの笑顔が見える 

悲しみの向こう側に 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

わたしは何を残しただろう 

 

夜空の 向こうの 朝の気配に 

わたしは なつかしい 

あの日々を 思い出す 

 

傷ついて 傷つけて 

報われず 泣いたりして 

今はただ 愛おしい 

あの人を 思い出す 

誰かの想いが見える 

誰かと結ばれてる 

 

誰かの未来が見える 

悲しみの向こう側に 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

わたしは何を残しただろう 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

わたしは何を残しただろう 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

いつか恋する君のために 

 

 

 

花は咲く 歌詞 

大きな声で歌いましょう 


