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ＮＰＯ法人 関西芸術文化支援の森ゆずりはＮＰＯ法人 関西芸術文化支援の森ゆずりは

　会員の皆様をはじめ、関係の皆様方には、コロナ禍にもかかわらず、本法人の
活動にご理解、ご協力及びご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。
　さて、７月に本法人にとって大変嬉しいことがありましたので、この機会にご
報告させていただきます。国際ソロプチミスト神戸東が実施されています顕彰事
業「国際ソロプチミスト神戸東クローバー賞」に、今年度は本法人が選考され、

表彰状と副賞３０万円を授与していただきました。
　受賞理由は、若手演奏家を地域で支え、演奏の機会などの場を支援する活動や、音楽、芸術を通して地域
の青少年の健全な育成と、地域の方々にも音楽に触れる機会を作り、心豊かな社会づくりに永年貢献してい
ることに深く感銘したということでした。私たちの活動をこのような形で認めていただきましたことを大変
嬉しく思いますし、今後の活動に大きな励みとなりました。これも若手演奏家に演奏の機会を与えてくださ
いました団体様をはじめ、県・市等の公的機関他、すべての関係の皆様方のお陰と深く感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
　私たち法人は、気持ちを新たに、これからも若手演奏家への支援、そして地域の方々にはその演奏を楽し
んでいただき、心豊かな社会づくりに貢献をしていく所存です。これからも私たちの活動にご理解とご支援
をお願いしまして、ご挨拶とさせていただきます。

ゆずりはゆずりは

2022 年 7 月 21 日　ホテル竹園芦屋にて

国際ソロプチミスト神戸東　小山康江会長より授与して

いただきました。

この栄えある受賞を記念し、 後日、

「クローバー賞受賞記念演奏会」 を

開催する予定です！

 
 

法人名の由来である 「ユズリハ」 という植物の名は、 新しい葉が伸びて古い葉が落ちることから、 世代が絶えることなく引き継

がれていくことを意味しています。 この 「ユズリハ」 のように私たちの活動も、 芸術家を目指している若い演奏家の育成を目的

としています。 また、 その活動がこころ豊かな社会づくりに貢献することを願っています。
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第７回 音楽のひろば 
～クラシック音楽をもっと身近に～

2022. ８. ７
兵庫県立芸術文化センター

神戸女学院小ホール

日浦 栄輝（トロンボーン）　初瀬川 未雪（ピアノ）

　コロナ禍の影響もあり、 第６回から約２年半ぶ

りの開催となりました。

　 テーマは、 ～クラシック音楽をもっと身近に～

　お客様に、 より楽しんでいただけるよう、 ７組

の若手音楽家たちが自ら進行も進めつつ、 それ

ぞれの思いを込めてステージを作り上げました。

「ゆずりは」 史上最長の３時間半超え演奏会で

はありましたが、お客様からは 「素晴らしかった」

｢ 癒やされた」 など、 多くの温かい声をいただ

きました。

吉延 佑里子（フルート）　西林 彩菜（オーボエ）◆ 1st. Stage

◆ 2nd. Stage

ON AIR     高濱 莉乃（ピアノ）　蓬莱 奈央（カホン）◆ 3rd. Stage

-　２　-
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髙濵莉乃さん、蓬莱奈央さん　（ＯＮ ＡＩＲ・ステージ３に出演）より

   私たちは、二人とも加西市出身で演奏活動も加西市周辺でしたが、今回初めて西宮で演奏させて

いただきました。演奏活動範囲を少しでも広げられる良い機会だと思ったからです。

   私たち『ON AIR』は去年の 10 月に結成したばかりで、カホン ( 打楽器 ) とピアノという少し珍

しい組み合わせで活動しています。演奏する曲も、それぞれの楽器の音を最大限に活かせるように

と、純クラシック音楽ではなくカッコよくアレンジした曲を選曲することが多いです。 ただ珍しい

ユニットなので、お客様からどのような感想を頂けるか正直不安ではありましたが、今回ゆずりは

コンサートに出演させて頂き、演奏後にたくさんのお客様から好評を頂けたので、私たちも自信が

湧きました。近頃は様々なところで演奏する機会が増えており、とても嬉しく思います。

   これからもクラシック音楽を原点に、よりポップでお洒落な、そしてエネルギッシュな音楽に取

り組んで行きたいと思います。

   今回、素晴らしいホールで演奏させて頂く機会をくださったゆずりはの皆様、そしてコンサート

に足を運んでくださったお客様、本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。

廣瀨 紀衣（フルート）　矢野 辰典（オーボエ）　真末 聡子（クラリネット）
松本 静香（ファゴット）　大西 花奈（ホルン）

◆ 4th. Stage

瀬戸山 修三（テノール）　秋國 和志（ピアノ）◆ 5th. Stage

-　３　-
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若林 里紗・渡邉 いちご（ピアノ連弾）◆ 6th. Stage

Clax カルテット　 松本 洋子・吉田 由希乃（クラリネット）
　　　　　　　　  唐仁原 加苗・玉田 敏洋（サクソフォン）

◆ 7th. Stage

瀬戸山 修三さん　（テノール・ステージ５に出演）より

  コロナ禍で舞台に立てる機会も減っている中、今回のような演奏会に出演できたこと、非常に嬉しく思

います。私自身「どのような曲を演奏しようか」と大変悩みましたが、とにかくクラシックの歌を身近に

感じていただけるようにオペラアリアや有名な歌曲を中心に歌わせていただきました。当日は目一杯音楽

を楽しむことが出来たと同時に「クラシック音楽をもっと身近に！！」というテーマに相応しい温かい気

持ちになる演奏会でした。

　コロナ禍の影響でまだまだ以前のように音楽を届けるということに苦戦を強いられている現状ですが、

私自身この時期はもう二度と来ないと信じ、今のこの感情を歌手として、記憶に留めておきながら、想い

を真っ直ぐ届けられるような歌をこれからも歌っていきたいです。

　最後に、楽しいものをと期待してあの時間を一緒に盛り上げてくださった皆様、楽しいものをと思考し

てあの時間を一緒に作り上げてくださったスタッフの皆様、出演者の皆様、そして支えてくださった全て

の方に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

-　４　-
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オープニング挨拶
志土地 美紀

メインコンサートの

開催日程決定！

２０２３年４月３０日 ( 日 )

第１１回

ゆずりはコンサート

２０２３年８月５日 ( 土 )

両公演ともに

１４時開演予定

兵庫県立芸術文化センター

神戸女学院小ホール

第８回

音楽のひろば

-　５　-

県友会 神戸支部

総会で演奏いたしました！

　　2022 年５月 31 日 （火）、 兵庫県民会館にて開催の県

友会神戸支部総会で演奏させていただきました。 県友会

様にはいつもご支援いただき、 毎年５月の総会で演奏の

機会をいただいておりましたが、 令和２～３年度はコロナ

禍の影響によりその機会がございませんでした。

　　今回は３年ぶりのステージとなり、 温かく懐かしい空気

に包まれた中、 「乾杯の歌」 「くるみ割り人形」 といった

馴染みあるクラシックをはじめ、 「糸」 ( 中島みゆき） 「川

の流れのように」 （美空ひばり） 等の歌謡曲や、 映画音

楽などをお届けしました。

～出演～

吉延 佑里子 ( フルート )　　西林 彩菜 ( オーボエ )

遠藤 優美 ( ピアノ )
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兵庫県立淡路高等学校
芸術鑑賞会
2022.6.22

～出演 ： Clax カルテット～

　松本 洋子 ( クラリネット )　

　 吉田 由希乃 ( バスクラリネット )

　唐仁原 加苗 ( アルトサックス )　 　

　玉田 敏洋 ( バリトンサックス )

　　　　　　　　　　　
　　　　　　～　響き合う心と心　～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県立淡路高等学校　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長　鎌野　正人

　６月 22 日、Clax カルテット（関西で活躍中の Clarinet 奏者 2 名と Saxophone
奏者 2 名で構成）をお招きして、芸術鑑賞会「～響き合う心と心～」を開催しまし
た。その日は予定していた合唱コンクールが中止となり、代替行事として日教弘教
育文化事業にお世話になり、NPO 法人関西芸術文化支援の森ゆずりは様のご協力

のもと実現した芸術鑑賞会でした。
　この関西芸術文化支援の森ゆずりはの活動については以前から知っていましたが、吹奏楽に関わるもの
として「とても素晴らしい活動だ」と、感じておりました。というのは私の教え子の中にも、演奏の機会
になかなか恵まれない音楽家がおり、その大変さを知っていたからです。
　また本校もコロナ禍によって合唱コンクールが中止となるなど、吹奏楽部の活動を含めた音楽教育全般
が活発とはいえない状況でした。
　そのような中で迎えたコンサート当日。アンケートでは 75% の生徒が「とても良かった」と回答。「生
で演奏を聴くことができて良かった」「久しぶりに楽器が吹きたくなった」「楽しそうに演奏しているのを
みて、自分も楽しくなった」というコメントもありました。
　一人の生徒はこんなコメントを残しました。「体育館に響くだけでなく、心にまで響く素敵な演奏で、
こんな機会があって良かったなと思いました。」
演奏を通じて、Clax カルテットのみなさんの「心」と淡路高校の生徒たちの「心」とが体育館中に響き合
う素敵なひとときとなりました。本当にありがとうございました。

　　当法人による、 本年度の 「学校芸術鑑賞会」

第 1 弾は、 兵庫県立淡路高校に伺いました。

　　事前にリサーチさせていただいたご要望に応え、

クラシックの他、 ポップスやゲーム音楽なども取り

入れ、 会場は大いに盛り上がりました。

曲解説や楽器の説明も取り入れ、

興味深いプログラム……

みんな大好きな “スーパーマリオ”

に扮して……

今年度は、日教弘（公益財団法人 日本教育公務員弘済会兵庫支部 ) のご支援のもと、淡路高校の他に
も、10 月以降、姫路市立中学校特別支援学級、兵庫県立篠山鳳鳴高等学校、兵庫県立吉川高等学校、
姫路市立姫路高等学校の芸術鑑賞会にも伺う予定です。
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ゆずりは Joint Concert 
vol.2

2022.9.18
兵庫県立美術館

ギャラリー棟１F

アトリエ１

稲山 莉乃碧（ピアノ）◆ 1st. Stage

横畠 里奈（ソプラノ）
内藤 菜穂子（ピアノ）

◆ 2nd. Stage

竹嶋 夕琳（ピアノ）◆ 3rd. Stage

　昨年に引き続き、 ２回目も兵庫県立美術館アトリエ 1

での開催となりました。 台風 14 号の影響も心配されま

したが、 幸い風雨を免れ、 約６０名の方にご来場いただ

きました。

　３組の出演者は、 持ち時間 30 分をフルに生かし、 情

熱溢れる演奏を披露。 会場からは惜しみない拍手をい

ただきました。

日本リウマチ友の会で

演奏いたしました！

～出演～

梶原 千聖 （ヴァイオリン）　金 未卯 ( ピアノ )

2022 年６月１２日 ( 日 )、 日本リウマチ友の会兵

庫支部総 ・ 大会設立 50 周年にて演奏させてい

ただきました。 同会での演奏は初めての機会で

す。 このように新しい機会をいただけることは

「ゆずりは」 にとって、とてもありがたいことです。
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発行・お問い合わせ先：ＮＰＯ法人関西芸術文化支援の森ゆずりは
　　　　　Tel.    070-5652-8878( 事務局 )
　　　　　Mail : yuzuriha.office@gmail.com  ホームページ：http://yuzuriha-art.or.jp/

　　★ スタッフ ・ 会員は随時募集しています。 お気軽にお問い合せください。

　　★ 演奏会のご依頼もお待ちしております。 身近な集まりにはぜひ 「ゆずりは」 の生演奏を ! 

　この度、理事に就任しました楠田俊夫です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
県立西宮高校勤務時代にお世話になった和泉喜久男代表理事と共に、ゆずりはで活
動できることを嬉しく思っています。私自身、音楽に関しては素人ですが、生の演
奏を聴くことで心が癒やされ、元気をもらっています。ただ、コロナ渦の中では演奏の機会が激減して
いることが残念で、一日も早く以前の風景に戻ることを心待ちにしています。
　先日、勤務する県立西宮高校において、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団のバイオリン奏者である卒業
生が、音楽科生徒たちに特別レッスンをしてくださいました。先生の経験談も交えた授業は、生徒たち
の心に響いたと思います。実力ある演奏家が若手演奏家を指導するなかで、音楽が受け継がれ、人との
絆が深まっていくすばらしい時間でした。
　心のこもった演奏は、聴く人すべてに感動を与えてくれると思います。ゆずりはを通じて、「若手演奏
家の表現の場」と「聴衆の皆さんの感動」という双方の望みを叶えることを目標に、微力ですが尽力し
て参ります。ホームページには、公演履歴や今後のイベント予定、会員演奏家のプロフィールも公開し
ていますので、芸術観賞会やイベント演奏のご検討の資料としてご活用ください。

理事就任のご挨拶

兵庫県立西宮高等学校　
　   校長　楠田　俊夫

　この度、新しく「NPO 法人　関西芸術支援の森ゆずりは」の理事となりました。
まずは自己紹介ということで、私の経歴をお伝えします。
　兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、東京芸術大学を卒業しました。その後
ドイツヘ渡り、ワイマール・リスト音楽大学卒業、ドレスデン国立音楽大学大

学院修了（国家演奏家資格試験合格）し、さらにスイスにてチューリッヒ音楽大学大学院修了しました。
帰国後に県立西宮高校音楽科、神戸女学院大学の非常勤講師となり、平成 26 年より大阪教育大学准教授
となっています。
　留学から帰国して 10 年ほどは県立西宮高校の音楽科で非常勤講師をし、また現在も大阪教育大学や神
戸女学院大学で教えていることもあり、「ゆずりは」のホームページから会員演奏家を見ますと、多くの知っ
た名前がありました。「ゆずりは」の場でも活躍しているのを嬉しく思います。
　芸術は経済的な生産性に結びつきにくく、後回しにされることが多くあります。しかし、人生に彩り、潤い、
安らぎを与える事ができるのが芸術です。現在はコロナ禍の為、芸術活動をすることは大変ですが、少し
でも関西の芸術活動が盛り上がっていくようにお手伝いできればと願っています。それでは、どうぞよろ
しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　山畑　誠


