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”知と心”の繋がりに文化の原点を求めて
●日本を理解し日本で学ぶ留学生への支援 ●貧しい国々での医療活動を支援
●各国大使館との協力などによる文化講演会の主催

チャリティコンサートの歴史
■2013年4月26日の、テノール大澤一彰がうたう「日本の歌

世界の歌」

社団法人海外と文化を交流する会は、長年にわたりチャリティコンサートを開催してきま
した。
次ページのコンサート一覧をごらんいただくとおわかりですが、著名な演奏家や歌手、そ
の多彩なこと、誇りに思います。
今回は、テノールの第一人者大澤一彰
がうたう「日本の歌 世界の歌」――

2013 年 4 月 26 日（金）
開場 5:45 開演 6:30
場所:霊南坂教会
大澤一彰さんは日本のテノール歌手
のなかで日本人離れした高音（ハイC、
ハイC＃）で魅了します。ドラマティ
ックな歌唱で、オペラではつねにプリ
モテノールをつとめ、いま旬の活躍を
している歌手です。これに弦楽4重奏
とオルガンが加わります。
日本の歌、世界の歌というテーマは、
海外と文化を交流する会にふさわしい
ものだと故・室井鐵衛元会長がかねて
から言っていたものです。すばらしい
歌曲を楽しめるはずです。
お問い合わせ、ご予約は、社団法人
-1-

海外と文化を交流する会・松田まで。
TEL&FAX03-3290-8718（pm ６～ 9 時）

■（社）海外と文化を交流する会チャリティコンサート一覧
2013 年
2012 年
2011 年
2010 年
2009 年
2008 年
2007 年
2006 年

テノール大澤一彰がうたう「日本の歌
感動の歌姫来日
感動のチェロとパイプオルガンの夕べ
そして僕は、今日も歌おう。
演奏会なし
本物だけが与える感動
世界の歌姫が私たちのもとへ
感動のチェロとパイプオルガンの夕べ

世界の歌」

青盛のぼる

ソプラノ・青盛のぼる
ソプラノ・青盛のぼる
チェロ・水谷川優子

水谷川優子

2005 年
2004 年
2003 年
2002 年

魂を揺さぶる Baroque Chembalo
天使のヴァイオリン川畠成道を聴く
神宮の森で聴く横笛のひびき
感動とやすらぎ再び
竹中 真ジャズピアノチャリティコンサート
2001 年 青盛のぼると今井奈緒子が創る感動とやすらぎ

2000 年

テノール歌手・大澤一彰
ソプラノ・青盛のぼる
チェロ・水谷川優子
歌／ピアノ／トーク・陣内大蔵

竹中 真ジャズピアノチャリティコンサート
トランペットとパイプオルガンの夕べ
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チェンバロ・中野振一郎
ヴァイオリン・川畠成道
篠笛／能管・鯉沼廣行
ソプラノ・青盛のぼる
ピアノ・竹中 真
ソプラノ・青盛のぼる
パイプオルガン・今井奈緒子
ピアノ・竹中 真
トランペット・田宮堅二
パイプオルガン・飯 靖子

川畠成道

1999 年
1998 年
1997 年
1996 年
1995 年
1994 年
1993 年
1992 年
1991 年

1990 年

1989 年

1988 年

竹中 真

竹中 真ジャズピアノチャリティコンサート
ピアノ・竹中 真
神宮の森で聴く横笛のひびき
篠笛／能管・鯉沼廣行
竹中 真ジャズピアノチャリティコンサート
ピアノ・竹中 真
東儀秀樹 GAGAKU チャリティコンサート
笙／龍笛／篳篥ほか・東儀秀樹
竹中 真ジャズピアノチャリティコンサート
ピアノ・竹中 真
竹中 真ジャズピアノチャリティコンサート
ピアノ・竹中 真
神宮の森で聴く横笛のひびき
篠笛／能管・鯉沼廣行
竹中真ジャズピアノチャリティコンサート
ピアノ・竹中 真
海外と文化を交流する会 25 周年記念チャリティバレエ公演
川口ゆり子・今村博明／ユースバレエ・シャンブルウエスト
チェンバロさくらコンサート(協賛:京都新聞）
チェンバロ／中野振一郎
ハープス チャリティ コンサート
ハープ・吉野直子
海外と文化を交流する会 23 周年記念チャリティコンサート
中野振一郎チェンバロリサイタル
チェンバロ・中野振一郎
メサイア・ハイライツ・コンサート
日本テレマン協会と共催
トランペットとパイプオルガンの夕べ
トランペット・田宮堅二
パイプオルガン・今井奈緒子
メサイア・ハイライツ・コンサート
日本テレマン協会と共催
指揮・延原武春 演奏・テレマン室内合唱団／コレギウム・ムジクム・テレマン
東京アカデミカー室内オーケストラ秋のコンサート
日野原重明講演 パイプオルガン演奏の夕べ
講演・日野原重明
羽田健太郎と音楽を語る夕べ

ピアノ・羽田健太郎
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ECHO HANDBELL RINGERS 演奏会
尺八の夕べ
ECHO HANDBELL RINGERS 英国帰朝記念コンサート
1986 年 羽田健太郎ピアノコンサート（第 1 回コンサート）
1987 年

尺八・山口五郎
指揮・児玉勝己
ピアノ・羽田健太郎

東儀秀樹

■4月26日コンサートバザー出品
チャリティコンサート会場では、いつものようにバザーを開催します。そのために開場時
間を 5:45 と早めています。いつもいい品ぞろいだと好評です。今回は、下記のような出品
になりました。
☆ケーキ 1.500 円／個
☆袋詰めクッキー 650 円／袋
☆手作りキルト製品
1,000 円ていど
☆ハガキ、カード類 100 円～ 1,000 円
☆お菓子（小袋） 100 円～
1,000 円
☆小物アクセサリー
100 円～ 1,000 円
☆さおり織りマフラー 3,000 円
☆絵 3,000 円
☆アジアン雑貨 2,000 円～ 3,000 円

報告とお知らせ
■平成25年度定期総会
社団法人海外と文化を交流する会の定期総会を行います。
日時：2013 年 6 月 1 日（土）15:00 ～ 16:00
場所：東京・銀座教会地下集会室
議題：平成 24 年度収支決算案および 25 年度活動予定・予算案

■“つどい”
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海外と文化を交流する会の定期総会後に、「つどい」を開催します。
時間は：16:30 ～ 18:00
テーマは：「食文化世界遺産へ日本食を登録」推進について
会場整理費：1,000 円
■会費納入のお願い
2013 年度の年会費納入をお願いいたします。さらに 2012 年度 2011 年度の年会費未
納の方は、ぜひともご納入ください。高く評価されている当会の活動は、皆さまのご支
援あってこそなのです。
将来、日豪両国の芸術専攻生の教育交流にも発展させたいと考えています。オースト
ラリアやニュージーランドに寄贈日本画の里帰り展も実現したいと思います。ぜひご支
援ください。
郵便振替
銀行振込

00130-2-366249 社団法人海外と文化を交流する会
三菱東京 UFJ 銀行渋谷支店（普）2266599 海外と文化を交流する会

会費 10,000 円（正会員）

5,000 円（特別賛助会員）

3,000 円（学生会員）

海外と文化を交流する会事務局
〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-27-6 ﾊﾟｲﾝﾋﾙ内
TEL&FAX 03-3370-7654
e-mail:jimukyoku@kaigai-bunka.org
http://www.kaigai-bunka.org
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