アトリウムコンサート 開催記録
◆平成１３年度
Track１

開催日
５月２８日（月）

Track２

７月３０日（月）

Track３
Track４

９月２８日（金）
１１月３０日（金）

Track５

１月２８日（月）

Track６

３月２７日（水）

出演者（楽器）

タイトル
世界的クロマチックハーモニカ奏者 和谷泰扶を迎えて
弦楽四重奏

Ｖｉｖａ Ｌａ Ｍｕｓｉｃａ を迎えて

Ｂａｓｓ Ｓｏｌｏ “ひとりごと”
津軽三味線 本城勝真
『竹と糸と』
佃ファミリー&林千佳 尺八・筝・三味線セッション
ギターとソプラノ

和谷泰扶（ハーモニカ）和谷麻里子（ピアノ）
五十嵐晶子(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）細川直之(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）
大塚直子（ヴィオラ）阿形有佳（チェロ）
中山英二（ベース）
本城勝真（津軽三味線・本城流家元）
佃一生（尺八）佃康史（尺八）
佃亜規（三味線）佃美代子（三味線）林千佳（筝）
石原理恵（ソプラノ）町田文善（ギター）

◆平成１４年度
Track７

４月２２日（月）

木の響きＰａｒｔ１ マリンバソロ&デュオ

Track８

５月２９日（水）

木の響きＰａｒｔ２ 木管五重奏

Track９
６月２７日（水）
Track１０ ７月２９日（月）
Track１１ ８月２６日（月）
Track１２ ９月２６日（木）
Track１３ １０月２８日（月）
Track１４ １１月１６日（土）
Track１５ １２月２０日（金）
Track１６ １月３１日（金）
Track１７ ２月２４日（月）
Track１８ ３月２９日（土）

“プリティ・ウェーブス” ～癒しのニューウェーブをあなたに～
打楽器アンサンブル
木の響きＰａｒｔ３ 木管三重奏
インドの民族音楽
黄 敬 ギターコンサート
平安の響き ～雅楽～
ヴォーカルユニット REGALO
新春 筝の調べ
トロンボーンアンサンブルの響き
はる・よろこびのこころ ヴァイオリン・デュオ

堀欣美（マリンバ）青木菊美（マリンバ）
大西貴子(ﾌﾙｰﾄ）遠藤芽(ｵｰﾎﾞｴ）松本穂子(ｸﾗﾘﾈｯﾄ）
倉持幸朋（ホルン）奥津早苗（ファゴット）
田中利幸（バリトン）早坂華織（ソプラノ）佐口めぐみ（アルト）田中淳子（キーボード）
山澤洋之（打楽器）清水優（打楽器）鈴木和徳（打楽器）森岡満（打楽器）
星野均（クラリネット）佐藤靖子（ファゴット）高橋澄枝（クラリネット）
宮島裕一（サロード）逆瀬川健治（タブラ）
黄敬（ギター）
本橋文（篳篥）三浦礼美（笙）酒井麻椰（龍笛）
Ｒｅｇａｒｏ （IZUMI／MOTOKO／HIDEKO）
小島恵美子（山田流筝曲）原多喜子（山田流筝曲）
立嶋紀理子（T.Ｔｒｂ）岡部哲也（T.Trb）鯖瀬真義（B.Trb）伊能貴大（T.Trb）
小田原由美（ヴァイオリン／ヴィオラ）グレゴリー・ディール（ヴァイオリン）

■平成１５年度
Track１９

４月２３日（木）

癒しの音楽グループ OKINA

Track２０
Track２１
Track２２

５月２６日（月）
６月２３日（月）
７月３０日（水）

アフリカの親指ピアノ 「カリンバ」
君島広昭 日本のこころを唄う
牧神の笛の パンフルート&ギター

Track２３

８月２５日（月）

サクソフォーンの魅力

Track２４ ９月１９日（金）
Track２５ １０月３１日（金）
Track２６ １１月１７日（月）
Track２７ １２月１８日（木）
Track２８ １月１５日（木）
Track２９
Track３０

２月２５日（水）
３月２６日（金）
３月２８日（日）

しのぶえの調べ
軽やかに楽しく ミュージックベルアンサンブル
オカリナ 佐藤一美と仲間たち
ポップス尺八 昌平
ボサノヴァ弾き語り 愛とほほえみと花
ひとりで奏でるオーケストラサウンド
岩崎孝昭 エレクトーンコンサート
TRACK３０記念コンサート

翁／早坂華織（ヴォーカル）波木克巳（ハーモニカ）
岡田清光（シンセサイザー）茂木博之（ベース）
山田晴三（カリンバ）
君島広昭（テノール）宮家陽子（ヴァイオリン）堀欣美（マリンバ）
大束晋（パンフルート）町田文善（ギター）
杉町嘉代（ソプラノサックス）松江郁佳（アルトサックス）
山下卓（テナーサックス）奥寺哲平（バリトンサックス）
江田いとろ（篠笛）
グループCOMODO（斉藤祥子／藤沼順子／清水志織／藤吉公子／坂本珠美）
佐藤一美（オカリナ）石川雅仁（ギター）小針寛史（ドラム）
昌平（ポップス尺八）
田村ひろ（ボサノヴァ弾き語り）
岩崎孝昭（エレクトーン）
佃ファミリー／山田晴三（カリンバ）
小島恵美子／原多喜子／高橋操秀／金子朋沐枝
ドゥナミスストリングカルテット／打楽器集団男群

■平成１６年度
Track３１ ５月２８日（金）
Track３２ ６月２０日（日）
Track３３ ７月３０日（金）
Track３４ ８月１２日（木）
Track３５ ９月２９日（木）
Track３６ １０月２７日（水）
Track３７ １１月１５日（月）
Track３８ １２月２０日（月）
Track３９ １月２４日（月）

桐生出身の新進演奏家 吉田美由樹デビューコンサート
ジャズ デュオ
カリブのドラム缶 スチールパン
愛と情熱を奏でる ピアノ名曲コレクション
尺八＆筝 秋を奏でる
大城梨花・杏花 フルート＆ピアノコンサート
津軽三味線 佐藤通芳
中国琵琶
筝と歌 響雅新年

Track４０

２月１７日（木）

ヴァイオリン＆コントラバスの響き

Track４１

３月２３日（水）

原公一郎 クラシックギター

吉田美由樹（ヴァイオリン）風岡優（ヴァイオリン）
タード・ローリー（トロンボーン）佐々木悌次（ベース）
スチールドラムバンドてぃんだらーず(比嘉美由樹／當間由理子／坪根剛介）
下山静香（ピアノ）
金子朋沐枝（尺八）小島恵美子（山田流筝曲）原多喜子（山田流筝曲）
大城梨花（フルート）大城杏花（ピアノ）
佐藤通芳（津軽三味線）
芦萍（中国琵琶）
須藤幸子（筝）深津素子（歌）小田島英夫（尺八）飯塚亜希（筝）石橋侑佳（筝）
中ファミリートリオ
（中博昭／コントラバス 中一乃／ヴァイオリン 中彰子／ピアノ）
原公一郎（ギター）

■平成１７年度
Track４２
Track４３
Track４４
Track４５
Track４６

５月２６日（木）
７月２１日（木）
９月２８日（水）
１１月２４日（木）
２月２３日（木）

チェロとピアノ
癒しの時間～ヴィヴラフォンとともに～
アルパ（ラテンハープ）の調べ
ヴァイオリンが奏でる世界と日本のメロディ
フルートの調べ

大澤広喜（チェロ）野間裕美子（ピアノ）
田邉愛子（ヴィヴラフォン）石川菜緒（ピアノ）
芝崎早智子（アルパ）寺澤むつみ（ギター／チャランゴ）
西村直人（ヴァイオリン）齋藤靜（ヴァイオリン）藤井由香（ピアノ）
平木初枝（フルート）

■平成１８年度
Track４７
Track４８

５月２６日（金）
８月３０日（水）

Track４９

１０月２３日（月）

Track５０

３月１１日（日）

エミリオ・コロン チェロコンサート
関 義夫 デビュー・リサイタル
アンサンブル“クヴェレ”メンバー「ちぇろりん」による
ヴァイオリン＆チェロ デュオ コンサート
アトリウムコンサート５０ｔｈアニバーサリー
ランチタイムコンサート

エミリオ・コロン（チェロ）
関義夫（ピアノ）
ちぇろりん（松本花菜／ヴァイオリン 宮坂俊一郎／チェロ）
芝崎早智子（アルパ）岡田浩安（サンポーニャ・ケーナ）小林智詠（ギター）
大束晋(パンフルート）小久保路子（ピアノ）

■平成１９年度
Track５１

５月１７日（木）

Track５２
Track５３
Track５４
Track５５

７月２日（木）
１０月１０日（水）
１２月６日（木）

２月２７日（水）

木管五重奏
トランペット＆ピアノ
チェロ＆ピアノ
チェンバロの調べ
沖縄三線 伊禮俊一～夏鮮想歌～

山田和彦（フルート）、松浦京子（オーボエ）、大嶋智美（クラリネット）
大山ミカ（ホルン）荒井由美子（ファゴット）
大家有仁（トランペット）野間裕美子（ピアノ）
奈切敏郎（チェロ）／江原葵（ピアノ）
八百板正己（チェンバロ）
伊禮俊一（沖縄三線）

■平成２０年度
Track５６

５月１５日（木）

サウンドユニット あ♪ん

Track５７

７月３１日（木）

Track５８

１１月１５日（土）

Track５９
Track６０

１月２６日（月）
３月１６日（月）

上村典子 with マリンバデュオWOODLAND
アンサンブル“クヴェレ”メンバーによる
チェロ＆コントラバス
ピアノデュオ ラファール
ルンヒャン ～Live’n in わたらせ～

サウンドユニットあ♪ん
渡辺道代（ソプラノ）村上初美（ソプラノ）陶山高志（ピアノ）
上村典子（ソプラノ）椎名友樹（マリンバ）田村優輝子（マリンバ）
宮坂俊一郎（チェロ）若林昭（コントラバス）
ピアノデュオラファール 斎藤のり江（ピアノ）沼倉晃子（ピアノ）
ルンヒャン（ヴォーカル＆ピアノ）豊田稔（パーカッション）河明樹（ソヘグム）

■平成２１年度
Track６１

５月１１日（月）

Track６２

８月２４日（月）

Track６３

１１月１８日（水）

Track６４

１月２５日（月）

Track６５

３月２５日（木）

ウィーンの春～ロベルト・シュトルツの歌の世界～
桐朋学園大学2008年首席奏者による共演
サクソフォーン・ミニ・リサイタル
JAZZ DUO
～スタンダードジャズと映画音楽の名曲から～
アンサンブル“クヴェレ”ソリストによる
フルート コンサート
邦楽鑑賞会「言の葉に魅せられて」

清水芳美（ソプラノ）、香山典子（ピアノ）
茂木建人（サクソフォーン）、前田泰之（ピアノ）
登坂正夫（ピアノ）、川島潤一（ベース）
羽鳥美紗紀（フルート）、渋川ナタリ（ピアノ）
佐藤美弥井（箏・三絃）、稲葉恵子（箏）、
萩原斎童（琴古流尺八）、小林晃童（琴古流尺八）

■平成２２年度
Track６６

５月３１日（月）

～ヴァイオリン・ピアノ・チェロで奏でる～初夏の喜び

Track６７

８月３０日（月）

草場学 ギターコンサート

草場学（ギター）

Track６８

１１月８日（月）

Ｍ２ウインドアンサンブル

Ｍ２ウインドアンサンブル
小山朋子（フルート）、藤村理子（オーボエ）、

Track６９

１月３１日（月）

Track７０

３月１０日（木）

アンサンブル“クヴェレ”チェリストによる「チェロ・デュオ」
箏・ギター・パーカッションによる新感覚バンド
ＯＮＣＥＲⅣ

加藤多佳子（ヴァイオリン）、ヤンジ・ユン（チェロ）、杉浦有朗（ピアノ）

関根優子（チェロ）、宮坂俊一郎（チェロ）
ＯＮＣＥＲⅣ
本間貴士（箏）、松本努（ギター）、阿原壮平（パーカッション）

■平成２３年度
Track７１

５月２５日（水）

ハーモニカ＆ピアノ

Track７２

７月２０日（水）

遠藤瑞香ナチュールックピアノコンサート

Track７３

１０月３日（月）

Track７４

１月２５日（水）

Track７５

３月１５日（木）

忘れていた響き～懐かしのリードオルガン～
アンサンブル“クヴェレ”オーボエソリスト
小花恭佳と仲間たち
Ｍ２アンサンブル
～アンサンブルの愉しみ～

ＫＡＺＵ岡田（ハーモニカ）、金子須恵子(ピアノ）
遠藤瑞香（ピアノ）
渡辺祐治（オルガン）
小花恭佳（オーボエ）、坂井由佳（ファゴット）、則行みお(ピアノ）
藤村理子（オーボエ）、中島めぐみ（クラリネット）、益子徹（ピアノ）

■平成２４年度～２５年度開催なし
■平成２６年度
第１回

９月１１日（木）

山﨑真由美先生とコーラス“花きどり”

第２回

１２月１７日（水）

第３回

３月４日（水）

三味線コンサート～津軽のひびき～
久保田洋子先生とフラダンス
Time to dream ～今、夢みる時～

山﨑真由美（指揮・ソプラノ）、須永 由紀子(ピアノ）、コーラス“花きどり”
片桐栄山・片桐京子（三味線）
久保田洋子・カオフ ケ アロハ（フラダンス）

■平成２７年度
第４回

６月１８日（木）

ＦＯＬＫＬＯＲＥ～アンデスの響き～

第５回

７月８日（水）

オカリナコンサート

８月１３日（木）

夏休み子どもアトリウムコンサートＶＯＬ.1

第６回

９月２８日（月）

ア・リコフラダンススタジオによるフラダンス

第７回

１２月１６日（水）

第８回

１２月１７日（木）

ムシカ・アンディーナ(南米アンデス地方・民族音楽）
菱オカリナクラブ（オカリナ）
桐生西高校和太鼓部（和太鼓）
ア・リコフラダンススタジオ（フラダンス）
ケルツェンリヒト（ヘルマンハープ）

ＷＩＮＴＥＲ ＳＰＥＣＩＡＬ ＶＥＲＳＩＯＮ ２ＤＡＹＳ
桐生ＥＢＩＳＵ合唱団（混声合唱）

■平成２８年度
第９回

５月２３日（月）

第10回

７月２９日（金）

第11回

８月３１日（水）

第12回

９月２９日（木）

Triple inC
～トリプルインク～
女声ヴォーカルユニット aileコンサート
楽団二人
～あの日 あの時 あの場所で～
須永和宏＆新井めぐみ －ユニットコンサートー

第13回

１２月２日（金）

昭和歌謡バンド「ノスタルジクス」

第14回

１２月１９日（月）

いち凛のオカリナサウンド・デリバリー

第15回

３月３日（金）

味曽野 貴由 ピアノ＆ギター ひなまつりコンサート

力丸幸枝（ヴァイオリン）篠塚晃子(フルート）小平のり江（ピアノ）
永島妃予里（ピアノ）片平久美子（ソプラノ）馬場亮子(メゾソプラノ）清水晶子（アルト）
市川博久・細川達郎（ギター）
須永和宏（サックス）新井めぐみ（ピアノ）
鹿野栄一（キーボード・バンドリーダー）大澤隆之（サックス・ボーカル）ＡＹＡ（ボーカル）
今泉洋子（オカリナ）
味曽野 貴由（ピアノ＆ギター）

■平成２９年度
第16回

６月２１日（水）

２０周年記念事業 特別版
マジックショー
Mary’ｓコンサート

第17回

８月３０日（水）

懐かしのカンツォーネ

第18回

１０月２５日（水）

第19回

１２月２１日（木）

第20回

３月１４日（水）

歌とピアノのコンサート
ピアノのクリスマス
～Happy X'masに鐘ならそ～
ホワイトデーの贈りもの

５月１１日（木）

中島 弘幸（元トランプマン２号）
Mary’ｓ（昭和歌謡・ハワイアン・ビートルズ）
鷹巣幸司（ヴォーカル）須永由紀子（ピアノ）
阿部 まどか（ソプラノ）松島千波（ピアノ）
大城 杏花（ピアノ）
柿崎 美也子（シャンソンヴォーカル）大美賀 彰代（ピアノ）

■平成30年度
第21回

６月４日（月）

ヴァイオリンリサイタル ～ボヘミアン音楽の世界～

第22回

７月１１日（水）

フォルテファミリーコンサート

第23回

９月３日（月）

フルート・ソプラノ・ピアノで贈る音楽の花束

ボヘミアニスト マサヒロ（ヴァイオリン）
福田真由子（アコーディオン）河本慶子＆福田ファミリー（ソプラノ）
豊田康子（フルート）横堀裕美（ソプラノ）竹松彩乃（ピアノ）

