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発行：(公財)日本フィルハーモニー交響楽団  〒166－0011 東京都杉並区梅里 1-6-1 TEL 03-5378-6311  FAX 03-5378-6161 

 

酷暑の夏の終わりとともに、大型の台風が次々と日本列島を襲い、津波被害を受けた東北各地で洪水被害が相次いでいます。 

私たちが被災地支援で演奏をお届けした岩手県久慈市、釜石市、宮古市、山田町などにも大きな被災をもたらしました。 

6 月の訪問をコーディネートしていただいた久慈市アンバーホールの職員の方からは、こんな連絡がありました。 

 

「久慈市はこの度の台風で、被害を受けた建物件数等が、3.11 の震災を超える甚大な被害となりました。市内の中心部は川の氾濫により大部分が浸水し、皆様

の宿泊されたホテルや、食事をご一緒した居酒屋なども浸水の影響で現在は営業停止となっております。アンバーホールは幸い浸水被害はホール地下部分やエント

ランスの一部分に留まり、現在は通常とおり開館出来ている状況です。仕事の種類も増え大変ですが、市役所職員一同で復興に向け一丸となって頑張っております。」 

 

再び水の脅威にさらされ懸命に復興の努力をされている多くのみなさまに、心よりお見舞いを申し上げます。 

 

 

2016 年6 月16 日から18 日まで岩手県久慈市に行きました。参加はトランペット

橋本洋、松木亜紀（賛助）、ホルン矢野健太（賛助）、トロンボーン岸良開城、チューバ

柳生和大の5 名です。 

子どもたちと未来をつなぐクリニック                          

６月16 日夕方から市内中学校、高校吹奏楽部、そして社会人の吹奏楽愛好家のクリニックを行いました。  

アンバーホールは市の直轄なので、教育委員会文化課がホールの中にあります。ホールと学校の関係が近いと

いうことが、募集の段階、当日の進行などに現れていて、あたたかい空気が流れていました。 

クリニック参加者は55 名。中高生に社会人が加わると、「40 年楽器を演っていて地域のアンサンブルに

加わっています。」という自己紹介があったりします。そういうのを聞くと、子どもたちにとっても、この街

で成長してこの先もずっと音楽をやり続けることができるという希望の姿が見えていて、これもいい感じでし

た。 

受講生の皆さんからは「レッスンを

受けさせていただき、コツがわかって

とても励みになった。」「きれいな音

の出し方などを１つ１つ丁寧に分かり

やすく教えてくれて嬉しかった。」  

などの感想がよせられました。 

 

 

 

ブラス・コンサート in アンバーホール   

翌日17 日は、アンバーホールで金管五重奏のコンサート。約200 名ものお客様に来ていただきました。   

演奏曲目は、シャイト／闘いの組曲、バーンスタイン／ウエストサイド・ストーリー、バルボトゥ／シャンソ

ナリー等。「音が透明感があってとてもきれいで、迫力があった。」「５人とは思えないほど音の響きがあっ

て凄かった。」と感想が寄せられました。 

 

 

3 年ぶりの再会、間近で感じたプロの呼吸 

3 日目18 日は、朝10 時から久慈高校で金管五重

奏のコンサート。吹奏楽部、マンドリン部、合唱部の

70 名が聴きました。3 年前にこの「被災地に音楽を」

の活動で市内全中学校にクリニックに訪問したので、

その時指導を受けた生徒もたくさんいました。こうや

って繋がっていくと楽しいです。コンサート終了後、

部長さんが「いつもの部室でプロのアンサンブルを聴

けて、息を合わせる様子や、他の人の音を聴きあうこ

となど、勉強になった」と挨拶してくれました。 

久慈市文化会館アンバーホール 外観 
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水族館の再開を彩るブラスの音色 

この日の午後は、復興を記念するメインイベント。津波で破壊された水族館「もぐらんぴあ」の再開をお

祝いするコンサートです。久慈市地下水族科学館「もぐらんぴあ」は、国家石油備蓄基地の作業坑を活用し

て地下の通路に創られた水族館ですが、津波で全壊しました。ほとんどすべての魚たちは死んでしまいまし

たが、ウミガメのカメ吉くんは生き延び、1 ケ月たって発見されたという奇跡のスターとなりました。水族

館イチ押しのトンネル水槽には、カメ吉くんがゆうゆうと泳いでいました。 

小規模ながらお客さんが楽しめる工夫がいっぱいの水族館で、久慈の海の生物を展示する大きな水槽では、

海女さんや水中作業員さんの水中ショーもありました。金管五重奏の演奏場所は久慈の魚たちが泳ぐこの水

槽の前。水中ショータイムの延長のようでした。地下道の中での演奏は響き具合も素晴らしく、初めての試

みに市役所の観光課の皆さんも興奮気味でした。 

 

 

水槽の前でのコンサートの様子 

「被災地に音楽を」これまでの歩み 

楽員たちも館内を見学させていただきました おなじみ、海女ちゃん！？ 

元気に泳ぐアオウミガメのカメ吉くん。      
青森での5 年に及ぶ避難生活を経て、この春
もぐらんぴあに帰ってきました。 

【2011年】
4月6日 福島県二本松市 東和文化センター
5月4日 　　会津若松市 文化センター
5月6日 埼玉県加須市 騎西小学校(福島双葉町児童）
5月8日 宮城県名取市 増田西小(避難所)

閖上地区日和山
文化会館(避難所)

5月9日 　　　気仙沼市 階上中学校(避難所)
松岩公民館(避難所)
面瀬中学校(避難所)

5月10日 　　　石巻市 石巻高校(避難所)
湊小学校(避難所)
門脇中学校(避難所)
石巻中学校(避難所)
北上子育てセンター

5月12日 埼玉県加須市 騎西中学校(福島双葉町生徒含む）
6月4日 岩手県花巻市 山の神温泉「幸迎館」(避難所)
6月5日 　　　釜石市 甲子中学校(避難所)
6月6日  　　  大船渡市 リアスホール(避難所)
6月5日 福島県三春町 田園生活館(避難所)
6月6日 　 町営体育館(避難所)

　 三春町小学校
6月25日 福島県南相馬市 鹿島保険センター(避難所)
6月26日 　 原町第二中学校(避難所)

　 道の駅南相馬(避難所)
　 原町第一小学校(避難所)

6月25日 福島県二本松市 JICA研修センター
　 あだたら体育館(避難所)

6月26日 　　　大玉村 フォレストパークあだたら
7月10日 宮城県南三陸町 志津川高校（吹奏楽クリニック）

ホテル観洋(避難所)
7月11日 志津川中学校（吹奏楽クリニック）
8月6日 宮城県気仙沼市 日本バプテスト教会

　 小泉中学校（避難所）
　 階上小学校（避難所）

10月4日 宮城県東松島市 鳴瀬第一中学校
　　　石巻市 北上中学校

10月5日 　 石巻専修大学（学生ホール）
　 あとりえDaDa
　 追分温泉（避難所）

10月6日 　　　仙台市 泉白陵会(介護施設）
10月7日 　 愛泉会（障害者施設）
10月20日 福島県いわき市 江名中学校

江名中学校
下神白第一集会所

10月21日 　 内郷第二中学校
10月26日 茨城県大洗町 南中学校

　 第一中学校
11月21日 岩手県陸前高田市 第一中学校
11月22日 　　　花巻市 山の神温泉「幸迎館」
11月24日 福島県松川町 みず和の郷

　 飯野学習センター
11月25日 　 松陵中学校

　 南体育館（研修室）
【2012年】
1月20日 岩手県久慈市 山村文化交流センター

　 県立久慈病院
1月21日 　 文化会館（小中学生対象）
1月22日 　 文化会館（親子対象）
3月27日 福島県南相馬市 原町第一中学校
3月28日 　　　伊達市 桃陵中学校
3月29日 　　　南相馬市 鹿島中学校
3月30日 原町第一中学校
3月28日 福島県三春町 三春小学校
3月28日 埼玉県加須市 騎西コミュニティセンター
5月20日 宮城県南三陸町 志津川中学校

ホテル観洋ロビー
さんさん商店街

5月21日 　 南方仮設住宅集会所
6月17日 山形県米沢市 八幡原体育館

市体育館ほか

8月7日 宮城県石巻市 北上中学校
8月8日 同校体育館(岡崎市立城北中

「あとりえDａDａ」　
8月9日 「こ～ぷのお家 いしのまき」　
8月26日 宮城県南三陸町 さんさカフェ出版会
9月19日 福島県福島市 平野中学校
　 市商工会（福島市音楽堂）
9月20日 松川工業団地（第１仮設住宅集会所）

同上（第２仮設住宅集会所）
9月21日 飯野中学校
9月30日 東京都江東区 カトリック潮見教会　
10月24日 福島県南相馬市 鹿島小学校

農家民宿いちばん星
10月25日 市民文化会館「ゆめはっと」

同上ウェルカムコンサート
10月26日 三春小学校
　 　　　いわき市 江名中学校
10月27日 江名中学校吹奏楽指導

内郷第二中学校
12月14日 茨城県茨城町 明光中学校

梅香中学校
12月15日 福島県いわき市 双葉高校ほか吹奏楽指導

　　　小名浜市 小名浜市民会館
【2013年】
3月3日 宮城県石巻市 石巻市役所（市民サロン）
3月4日 「こ～ぷのお家 いしのまき」

女川野球場仮設住宅
3月5日 みなと荘
3月21日 宮城県南三陸町 志津川中学校

志津川中学校
3月22日 南方仮設住宅集会所
4月3日 福島県南相馬市 原町第二中学校
4月4日 鹿島中学校
4月5日 石神中学校
4月6日 原町第一中学校
5月27日 岩手県下閉伊郡 田野畑村　田野畑中学校
　 田野畑アズヴィーホール
5月28日 普代村うねとり荘

普代中学校
5月29日 　　　九戸郡 野田村　野田小学校
6月16日 岩手県大船渡市 宮田応急仮設住宅
6月17日 気仙光陵支援学校

上平応急仮設住宅
6月18日 御喜来小学校
6月23日 宮城県石巻市 石巻市総合体育館
10月22日 福島県南相馬市 原町第１中学校
10月23日 高平小学校
10月24日 原町第三小学校ほか
10月25日 原町第２小学校
11月15日 岩手県陸前高田市 「朝日のあたる家」
11月16日 第一中・高田東中
11月17日 陸前高田高校
11月29日 岩手県久慈市 宇部小学校

久慈中学校
11月30日 長内中・夏井中

アンバーホール
12月1日 　　　洋野町 種市中・大野中
　 種市中学校
12月9日 東京都江東区 潮見教会

【2014年】
1月14日 福島県三春町
4月3日 福島県南相馬市 原町第三中学校
4月4日 石神中学校
4月5日 原町第一中学校
4月28日 宮城県南三陸町 登米第2仮設住宅
4月29日 　　　　女川 野球場仮設住宅

　　　　石巻 こーぷのお家いしのまき
4月30日 　　　　気仙沼 ＮＰＯオレンジネットワーク

6月17日 岩手県大船渡市 第一中学校
6月18日 東高等学校
6月19日 さんりくの園

リアスホール
6月20日 宮田応急仮設

大船渡高等学校
7月6日 宮城県南三陸町 志津川高校
7月7日 志津川高校
7月14日 岩手県釜石市 唐丹中学校

小佐野公民館
7月15日 旧釜石商業高校体育館

カトリック釜石教会
7月16日 鵜住居小・東中学

栗林小学校
11月2日 宮城県名取市 名取市文化会館
11月3日 福島県福島市 福島テルサ
11月4日 宮城県東松島市 東松島コミュニティセンター
11月8日 東京都杉並区 みらい夢コンサート
11月28日 岩手県宮古市 第一中学校
11月29日 港南中学校

千徳小学校
11月30日 宮古小学校

宮古小学校
12月1日 田老町サポートセンター
12月9日 岩手県釜石市 東中学校
12月10日 祥雲支援学校
12月15日 福島県伊達市 保原小学校

保原町商工会
12月20日 東京都江東区 カトリック潮見教会
12月23日 福島県南相馬市 ゆめはっと

【2015年】
5月1日 福島県南相馬市 原町第二小学校

原町第二小学校
5月2日 原町第一中学校
5月3日 原町第一中学校
5月29日 岩手県山田町 県立山田高校
5月30日 町立北小学校

介護事業所「恵みの里眺望」
5月31日 いきがいデイサロン

いっぽいっぽ岩手
6月19日 岩手県宮古市 高浜小学校

宮古恵風支援学校
6月20日 山口公民館

かがやきデイサロン
9月4日 福島県南相馬市 同慶寺
9月5日 原１中、原高クリニック
9月6日 ゆめはっとコンサート
11月8日 東京都杉並区 みらい夢コンサート
11月28日 岩手県大船渡市 大船渡リアスホール
11月30日 福島県南相馬市 鹿島生涯学習センター
12月19日 東京都江東区 カトリック潮見教会

【2016年】
4月2日 福島県南相馬市 小高区同慶寺
4月3日 原町第一中学校
5月6日 福島県南相馬市 原町第一中学校
5月7日 原町第一中学校
6月16日 岩手県久慈市 アンバーホール
6月17日 アンバーホール
6月18日 久慈高校
6月18日 もぐらんぴあ
8月26日 宮城県山元町 花釜区交流センター
8月27日 山下中学校
8月27日 山元町こどもセンター
8月28日 　　　名取市 名取市増田児童センター


