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神ギ協 
	 

2011 年度神奈川ギター協会総会開かれる	 

2011年度の神奈川ギター協会総会が2月13日(日)横浜技能文化会館特別会議室で開かれた。	 

 

総会出席：安藤三七子/大橋俊和/菊池吾利也/金田英一/岸	 良久/小川千草/井上仁一郎/志田英利子/奥山由行/西本一夫/西本悦子	 

/森	 淳一/高久敏春/興津典明/石田	 忠/川俣	 明/菊地通介/前場裕介【計18名】	 

委任状出席:	 川俣	 明氏に委任(20名)	 堀井義則氏に委任(4名)	 委員長に委任(10名)	 

西本悦子氏に委任(1名)	 石田	 忠氏に委任(4名)	 志田英利子氏に委任(1名)	 議長に委任(3名)	 	 	 【計43名】	 

総会は会員数86名中61名の出席で成立した。	 

以下議事録より抜粋する。詳細については議事録と会計報告を参照されたい。	 	 

[I]2010年度事業及び収支決算報告承認の件	 	 	 

	 1.志田委員より収支について報告された。	 

●フェスティバルについては参加者の減少の為収入が減り約10,000円の赤字が出た。	 

●オーディションについては参加者が多かった為収入が大幅に増加した。	 

●40周年記念パーティーを含めると赤字だったが、それを除く恒例の行事のみの収支は81,400円の黒字となった。	 
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●2010年度の繰越金は876,690円となった。	 

以上の会計報告について拍手をもって承認された。	 

	 2.神奈川ギター協会40周年記念パーディーについて実行委員長の西本副委員長より報告があった。	 

●協会から予算200,000円を計上し、70名の参加と、招待者からのご祝儀がありパーティーの収支は200円の黒字となる。

協会の支出は199,800円となった。	 

	 3.神奈川ギターフェスティバルについて担当の高久委員より報告があった。	 

●参加人数が落ち込み10,317円の赤字となった。	 

	 4.神奈川新人ギタリストオーディションについて担当の森委員より報告があった。	 

●2010年7月11日(日)に杉田劇場で行われた。参加者数が54名と増加した。	 

	 5.杉田劇場でのワークショップについて高久委員より報告があった。	 

●2月19日(土)・20日(日)に、杉田劇場で行われる｢冬まつり｣の一環としてコンサートを行う。	 

●今年のからリハーサル室で「オーディション合格者の夕べ」を行う予定である。	 

以上、全て満場一致の拍手を以って承認された。	 

[II]2010年度事業及び予算承認の件	 

	 1.2011年度神奈川ギターフェスティバルについて	 (2011年3月27日(日)関内小ホールにて開催)	 

担当の井上委員より報告があった。	 

	 2.神奈川新人ギタリストオーディションについて	 	 (2011年6月26日(日)	 杉田劇場にて開催)	 

担当の森委員より報告があった。	 

●ワークショップ等の活動のお蔭で、安定的に会場を取る体制が確保できた。	 

	 3.神奈川ギター協会ニュース発行	 

●担当委員の交代。これまで川俣委員長が兼任してきたが橋爪委員に交代する。	 

	 4.神奈川ギター協会ホームページ	 

●2011年は12月までを藤原氏の担当とし、12月までにリニューアルしたホームページを石田委員の担当とする。	 

	 5.会員のためのコンサートについて高久委員より報告があった。	 

●会場は横浜みなとみらいホールを検討している。他のホールは6ヶ月前までの予約が多く、日程的に無理がある。	 

以上、全て満場一致の拍手を以って承認された。	 

[Ⅲ].委員改選	 

●委員退任→小川千草、菊地通介両委員	 	 

●会計担当の志田委員は今年いっぱいで任期満了となるので早めに後任者を決めておく。	 	 

[Ⅳ].2010年度	 会員の動き	 

新会員:奥山由行氏	 退会:安達典史氏	 安達(旧姓:奥田)博子氏	 

 

2011 年神奈川県ギターフェスティバル	 

2011年の神奈川県ギターフェスティバルが横浜関内小ホールで3月27日(日)12時30分より開催された。3月11日に東日本を

襲った大震災の影響から、予定通りにフェスティバルを開催するか否かについて委員の間で意見が交換された。震災から

３週間もたたないタイミングのフェスティバルであったため”自粛”という選択肢もあったが、「被災された方のことを
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思えばこそ開催しよう」と神奈川ギター協会の強い思いから開催の運びとなった。結果として、今年のフェスティバルは

例年にも増して気持ちのこもった素晴らしいものになったと感じた。また、当日には復興支援のための義援金を募る募金

箱が設置され、106,285円の募金が集まり、”神奈川ギターフェスティバル”名義で、後日、日本赤十字社へ寄付された。	 

      
 トップも堂々とした演奏              息のあった二重奏               華やかでダイナミック 

     
          力強い演奏                     師弟デュオ                       美しいトレモロ 

 

2010年神奈川新人ギタリストオーディションの4人の合格者の演奏は午後3時過ぎから。昨年の合格者は19歳から20代前半

の若手であった。このオーディション合格者の演奏コーナーはフェスティバルの中でも人気のあるコーナーで会場も熱気

に包まれていた。	 

      
           ゲスト演奏	 細谷雄二さん                           ゲスト演奏	 吉村太志さん 

     
	 	 	 	 ゲスト演奏	 荒井和穂さん	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ゲスト演奏	 門馬由哉さん 
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コンサート情報	 

●広瀬恵子ギター講習会4  日時:2011.2.20(日)より4月まで全6回	 19:00開演	 場所:新潟市音楽文化会館及び新潟市民芸術文化会館

  主催/問い合わせ先:広瀬恵子ギター教室	 Tel・Fax	 025-276-1168	 Eメール:	 kei.h.w@soleil.ocn.ne.jp	 

●西本悦子・西本一夫アルトコンサート	 日時：2011年4月24日（日）13：00開演	 会場：珈琲家アルト・長後駅東口ラーメン古久家

3F	 入場2000円（飲み物、甘味付き）	 

●第9回	 藤原浩哲ギター教室発表会  日時:2011.5.3（火・祝）	 14：00開場、14：30開演、入場無料	 場所:	 町田市民フォーラム・

ホール  出演：小林淳一／平田誠／渋谷国弘／冨樫三樹子／彦坂文子	 他	   	 

プログラム：愛のワルツ／盗賊の歌／マリエッタ／ひまわり／アメリアの遺言	 他  主催/問い合わせ先:laura@r6.dion.ne.jp（藤原）	 

●日韓友好ギターコンサート	 日時:2011.5.3（火・祝）13時開演、入場:無料、場所:クロサワ楽器店新大久保本店  出演/キム・ソンジ

ン	 西本悦子	 森淳一  プログラム/プレリュード第1、2、5番（H.ヴィラ＝ロボス）／魔笛の主題による変奏曲Op.9（F.ソル）／スペイ

ンセレナーデ(J.マラッツ)主催/クロサワ楽器店	 お問い合わせ/03-3363-7451（クロサワ楽器店）	 

●日韓友好ギターコンサート横浜公演	 日時:2011年5月4日、18時半開場、19時開演、入場/前売り2,500円、当日3,000円	 場所:サン

ハート音楽ホール  出演/キム・ソンジン	 西本悦子	 西本一夫	 小川千草	 森淳一  プログラム／ノクターン第20番「遺作」（F.ショパ

ン）／インスピレーション（ジプシー・キングス）／聖母の御子（カタロニア民謡））／ノクターナル（B.ブリテン）  主催/西本ギター

教室	 小川ギター教室	 森ギター教室	 お問い合わせ/045-824-4015（西本）	 

●日韓友好ギターコンサート東京公演  日時/2011年5月5日、14時開場15時開演、入場/前売り2,500円、当日3,000円	 場所/プラサホ

ール出演/キム・ソンジン	 西本悦子	 西本一夫	 小川千草	 森淳一  	 プログラム／大聖堂（A.バリオス）／ノクターナル（B.ブリテン）

／ソナタへ長調OP.29-3（A.ディアベリ）  主催/西本ギター教室	 小川ギター教室	 森ギター教室	 お問い合わせ/048-644-0210（森）	 

●第39回興津典明英国館演奏会～マティーカの昼下がり  日時:2011.5月	 5日（木・祝）時間:14時	 4，000円（要予約）  場所:	 横

浜市イギリス館	 出演：	 興津典明	 (使用予定楽器：ジャン･ヴォトレ	 1820頃	 仏?)  曲目ヴァツラフ･マティーカ：グランド･ソナタ第1

番	 イ長調／ヴァツラフ･マティーカ：グランド･ソナタ第2番	 ニ長調他、お問合せ／okitsunoriaki@mx4.ttcn.ne.jp	 ／045-822-2972	 

興津(おきつ)	 (同FAX)	 

●川俣	 明ギター・リサイタル  日時:2011年	 5月22日(日)	 午後2時45分開演	 チケット\3000(前売)	 \3500(当日)	 場所:藤沢市藤沢労

働会館ホール  出演：川俣	 明  プログラム：牛を見張れによるディファレンシァス(ナルバエス)／プレリュード、フーガとアレグロ	 

BWV.998（	 J.S.バッハ）／モーツァルトの「魔笛」の主題による変奏曲op.9（F.ソル）お問合せ、チケット予約	 0466-36-7421または(e

メール)haru-aki@mpd.biglobe.ne.jp（川俣）後援:(社)日本ギター連盟、神奈川ギター協会	 

●「ギター王子とフルート姫コンサート」クラシックの名曲とショーロ特集  日時:2011年6月5日（日）会場：画廊喫茶・オ

ルセー（大和市鶴間2-3-20）（小田急江ノ島線・鶴間駅東口すぐ）２回公演（入替え制）13：00開場13：30開演、2回目15：30開場	 

16：00開演、入場2500円（お茶付）出演：藤原浩哲（g）砂井利恵（fl）  プログラム：アルルの女／精霊の踊り／ショパンのワルツ

他、ショーロプログラム  各公演40名限定（２回合計80名）	 要予約	   予約・問合せlaura-f@jade.dti.ne.jp（メールのみ藤

原）藤原浩哲HP／http://www.jade.dti.ne.jp/̃laura-f/home-g.html	 

●「3人のギタリストによるギターコンサート」 日時：2011年 6月 5日(日) 14：00開演 会場：サンハート音楽ホール：相鉄線

「二俣川駅」北口 2分（二俣川ライフ 5F） 前売り/2500円、当日/3000円。出演：新井三夫、西本悦子、東 隆幸 

コンサート情報は藤原浩哲ホームページ担当まで電子メールまたはスキャニングしやすい印刷物(手書きなどではな

く)でお知らせ下さい。ホームページに掲載されます。時期が合えば会報にも掲載されます。	 

編集後記 会報の担当になりました橋爪です。前任者である川俣委員長の助けを借りてなんとか発行に至りました。

よりよい会報をつくり、神奈川ギター協会の友好的な雰囲気を伝えたいと思っています。よろしくお願いします。 


