
平成 26 年 3 月 25 日（火）

開場 13 時　　開演 13 時 30 分

ホクト文化ホール
　　　（長野県県民文化会館）　小ホール

チケット 2,000 円
　　　　　       高校生以下 1,000 円

　主催「ふるさと」讃歌  “春” を語り歌う実行委員会

を

平成 25 年度信州図書館文化講座

「ふるさと」讃歌 春

語
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Program

進行 ・ 解説　田中欣一　　　ピアノ伴奏　中島加恵

曲名 ・ 作品名

ふるさとの山に向かひて

「小景異情－その二」 より

　…ふるさとは遠きにありて

「犀川」 より

夜明けのうた

ふるさとの

故郷を離るる歌

故郷の廃家

北国の春

「小説 ・ 中山晋平　いのち

短し恋せよ少女」 より

希望

椰子の実

大岡川

故郷の人々

みどりのそよ風

春のうた

春の信仰

千曲川旅情の歌

川の流れのように

故郷

作詞者 　　　　　作曲者

石川啄木 越谷達之助

室生犀星 

岩谷時子 いずみたく

三木露風 斎藤佳三

吉丸一昌 ドイツ民謡

犬童球渓 へイス

いで　はく 遠藤実

和田　登 

藤田敏雄 いずみたく

 

島崎藤村 大中寅二

浜田矯太郎 

堀内啓三 フォスター

清水かつら 草川　信

野口雨情 草川　信

シューバルト シューベルト

島崎藤村 

秋元　康 見岳　章

高野辰之 岡野貞一

出演者

たぐちたみ

青木裕子

たぐちたみ

たぐちたみ

たぐちたみ ・ 長野少年少女合唱団

たぐちたみ

たぐちたみ ・ 全員合唱

青木裕子

たぐちたみ

たぐちたみ

青木裕子

たぐちたみ ・ 長野少年少女合唱団

長野少年少女合唱団

たぐちたみ

たぐちたみ

青木裕子

たぐちたみ

たぐちたみ ・ 全員合唱

歌

朗読

歌

朗読

歌

休憩

歌

朗読

歌

朗読

歌



青木裕子（あおきゆうこ）　

軽井沢町立図書館長　軽井沢朗読館館長

1973 年 NHK に入局、「NHK ニュースワイド」や「おはようジャー

ナル」等でキャスターやリポーターをつとめ、テレビラジオで活

躍。2010 年定年退職後、「軽井沢朗読館」を設立、ライフワーク

としていた朗読活動に本格的に取り組む。2013 年度から軽井沢

町立図書館長に就任。日本文芸家協会会員。

田中欣一（たなかきんいち）　　

民俗・日本思想史家　

多年教職に従事。現在、松本・長野でカルチャースクール講師。「惜

命会」「古道をたずねる会」代表。道・峠・仏教・道元禅師・良寛

などの研究家。

編著書に「塩の道を歩く」「塩の道 500 景」「水よ語れ」「生と死

の風景」「新更科紀行」「安曇野大紀行」「上田大紀行」など。近刊

予定に「歩くことからの出発」「古道を歩く」。長野県白馬村在住。

中島 加恵  （なかじまかえ）

東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。演奏活動の他、ピアノ、ソル

フェージュ、和声学等の指導も行う。担当した CM 作品が、第

52 回カンヌ国際広告祭ブロンズ、第 42 回ギャラクシー賞 CM 部

門 大賞等多数受賞。松本深志高校音楽部志音会 及び すずの音こ

ども合唱団ピアニスト。北安曇郡池田町出身。

たぐちたみ
東京芸術大学音楽学部声楽科に学ぶ。松本深志高校１３０周年記念

の志音会演奏会、長野県松川村の「すずの音ホール」こけら落と

し、白馬 CLS 主宰「夏の終わりのコンサート」に出演。「まつも

と市民オペラ・椿姫」にフローラ役にて出演、好評を博す。

足立区のわたなべ音楽堂「ベルネザール」にて運動を取り入れた

発声指導や音楽講座を展開、「元気の種をまく」活動を広げている。

東京室内歌劇場会員。長野県出身。

長野少年少女合唱団

1976 年（昭和 51 年）創立。「歌を通して豊かな子供達を育て、その豊かさを社会に還
元すること」を目指して、4 歳から高校 3 年生までの団員が 39 年目の活動を展開。



チケット販売・お問合せ
　長野県図書館協会事務局

　（電話）026－217－9201（火曜日から金曜日　9：30 ～ 17：00）

　（FAX）   026－217－9202

チケット取扱店（2 月 4 日～ 3 月 24 日）

　平安堂 ( 長野店 / 若槻店 / 東和田店 / 川中島店 / 更埴店 / 須坂店 )

    屋代西澤書店

　＊チケットは実行委員会構成団体

　　でも扱っています。

　＊当日券もあります。（30 席）

長野県図書館協会事務局
〒380－0928　　長野市若里 1 ー 1 ー 4　（県立長野図書館内）
電話 026－217－9201　　FAX 026－217－9202　　nla@nagano-la.com

主催　「ふるさと」 讃歌  “春” を語り歌う実行委員会

　　　　　（長野県図書館協会 ・ＮＰＯ長野県図書館等協働機構 ・ 長野県ＰＴＡ親子読書推進の会

　　　　　おはなしポケット ・ 長野市ＰＴＡ親子文庫 ・ おはなしびっくりばこ ・ あじさいの会

　　　　　須坂市子ども読書活動支援研究会 ・ ちくまおはなしネットワーク）

共催　県立長野図書館　長野市立長野図書館　長野市立南部図書館　市立須坂図書館　

　　　　中野市立図書館　市立飯山図書館　千曲市立更埴図書館　千曲市立戸倉図書館　

　　　　小布施町立図書館　山之内町立蟻川図書館　ライブラリー８２

後援　信濃毎日新聞社　長野市民新聞社　週刊長野新聞社

JR 長野駅下車、東口から徒歩約 10 分

タクシー利用の場合
JR 長野駅東口から約 5分

バス利用の場合

JR 長野駅善光寺口から川中島バス利用
2番乗り場から日赤経由大塚南行き・
工業高校経由犀北団地循環
中御所下車（約 4分）
会館まで徒歩 5分

JR 長野駅東口から長電バス利用
1番乗り場から日赤壇田線・保科温泉
文化会館入り口下車（約 3分）
会館まで徒歩 5分

ｐ

ｐ ●テレビ信州

●県立長野
　図書館

JR 長野駅

東口
●セブン
イレブン

　ホクト
文化ホール

会場案内


