
矢 野　瞳　YANO Hitomi　Percussion
同志社女子大学学芸学部音楽学科演奏専攻打楽器コース卒業。同大学音楽専攻科修了。
第 28 回関西打楽器新人演奏会にてパール賞受賞､同協会の推薦を得て日本打楽器協会第 29 回打楽器新人演奏会に出演。

「とよなか第九」の合言葉は『決して無理をしない』『一度に全部覚えない』『高い声は出せる人に任せる』のユルユルの第九です。当然楽譜を見て
もＯＫ。最初と最後だけ指揮者を見て頂ければ大丈夫（笑）出来ない事で悩むより､少し出来た事で喜び合いましょう！10 年続ければ暗譜もできま
す。第九は『覚えたら一生もの』。国内外どこでも歌えます。来年は12月6日（日）文化芸術センター大ホールで開催します。奮ってご参加ください‼

中 村 あ ゆ み 　NAKAMURA Ayumi　Soprano
大阪音楽大学短期大学部ピアノ科卒業後､伴奏の勉強の為声楽を始める。堺シティオペラアンサンブルスタジオ修了。
「カヴァレリア･ルスティカーナ」「道化師」「ラ･ボエーム」等オペラに出演。
またボイストレーナー､合唱指揮者としても活動している。イタリア声楽協会､神戸音楽家協会各会員。

Profile

大 越 智 比 咲 英 　OHGOCHI Hisae　Mezzosoprano
東京音楽大学声楽演奏家コース卒業､同大学オペラ研究科修了。
オペラ公演､オランダでのリサイタルをはじめ､多種多様のコンサートに出演する。
関西二期会正会員､茨木市音楽芸術協会会員､大阪成蹊学園講師､日本国際音楽企画声楽講師。

伊 藤 友 祐 　ITO Yusuke　Baritone
大阪音楽大学を卒業後､渡伊。第 25 回ジャンルーカ･カンポキアーロ国際音楽コンクール第 1位。
第 24 回リッカルド･ザンドナイ国際コンクールファイナリスト。2016 年 8 月､『愛の妙薬』ベルコーレ役で欧米
デビュー。翌年続けて『椿姫』ジェルモン役として招聘出演。日本と欧米をつなぐ今後が期待される。

鹿 岡 晃 紀 　SHIKAOKA Akinori　Tenor
大阪音楽大学声楽学科卒業。各地でのソロリサイタルをはじめ数々のオペラや宗教作品にソリストとして出演。
声楽を新川和孝氏に､18 世紀の音楽解釈を延原武春氏に､Canzone Napoletana を Gigi D’Errico 氏に師事。
令和音楽院代表。神戸市混声合唱団､テレマン室内合唱団各団員。ひらの混声合唱団指導者。

渡 辺 雅 子 　WATANABE Masako　Piano
大阪音楽大学ピアノ専攻卒業。
第10回日独リーダークライス夏期講習会で奨学生として選ばれ渡独し､ドイツ歌曲伴奏法をProf.Kammerlander氏に師事。
ドイツ､フランスにて伴奏者として演奏会に出演し､3 年の留学を経て帰国。
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竹 内　唯　TAKEUCHI Yui　Percussion
滋賀県立石山高等学校音楽科を経て､同志社女子大学学芸学部音楽学科演奏専攻打楽器コースを卒業。
同大学音楽専攻科修了。これまでに宮本妥子､中谷満の各氏に師事。
マリンバ・パーカッショントリオ "pecora" メンバー。

阪本吉次郎　SAKAMOTO Yoshijiro　Conductor
20歳で男声合唱と出逢い､海外演奏（中国､韓国､ドイツ､フランス）を経験。合唱（特に第九）を通じ地域で多世代間の友好の
輪を広げる。2007年より『東豊台第九演奏会』を三年間合唱指揮･指導者。2011年より､毎年東北震災の復興支援活動を続ける。
現在､アンサンブル･ティエラ合唱団主宰。とよなかダンディーボーイズ､女声アンサンブル向日葵他､合唱指揮者。
豊中市合唱協会会長､豊中市文化芸術連盟理事。『とよなか第九』合唱指揮･指導者。
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浅田  多江　　　安藤  葉子　　　石井  かづさ　♫石堂  千鶴子　　大木  八重　　　岡井  景子
岡田  初美　　　奥村  敏子　　　金森  和子　　　木戸  まり　　　楠木  たまみ　　久保田  勝重

♫午頭  京美　　　小林  潤子　　　斉藤  寿美　　　佐藤  伸子　　　四宮  節子　　　柴田  法子
♫柴田  裕美　　　清水  美智代　　鈴木  顕子　　　須藤  幸子　　　大安  美智恵　　高山  良子
立石  光子　　　棚上  ひとみ　♫田中  淑子　　　谷  　和美　　　丹治  恵子　　　土井  静子
冨岡  美加代　　中井  和代　　　中島  志保　　　永田  百合子　　西村  千佳子　　練合  久美子
能町  智恵子　　藤阪  奈保美　　藤本  輝代　　　本田  悦子　　　前田  典子　　　松栄  柑菜
松栄  町子　　　真鍋  　海　　　真鍋  晴美　　　三島  裕子　　　簑島  房枝　　　村上  りつ子
本宮  清栄　　　山下  雅子　　♫山庄司裕紀子　  米満  典子　　　和田  恵美子

阿部  道子　　　荒木  有香　　　有田  京子　　　石田  容子　　　石原  美佐子　　上住  眞紀子
内片  貴美代　　内山  千夏　　　大須賀かおる  ♫岡部  博美　　　奥村  ひろ子　　小田  十三子
越智  恵子　　　鬼木  陽子　　　上浦  　敏　　　神谷  昌子　　　川面  美與子　　神崎  晴子
北島  寛子　　　木村  良子　　　工藤  眞弓　　　小池  真理子　　甲佐  美智子　　古賀  光子
小塩  三紗子　　近藤  幸子　　　桜井  佳世子　　酒元  和香江　　白石  悦子　　　新開  悦子
杉江  里菜　　　杉本  町子　　　鈴木  香織　　　鈴木  由香　　　曽我部  和子　　十河  明子
田上  明子　　　瀧野  昌江　　　竹内  順子　　　武田  芳子　　　田中  恵子　　　谷村  康子
椿  　直子　　　椿  緋路美　　　寺浦  知恵子　　長井  佐織　　♫中村  泰世　　　渚  　和子

♫並川  綾子　　　西村  博美　　　西山  みつえ　　硲  　一美　　　橋本  啓子　　　橋本  桂子
東田  美雪　　　日比野  恵子　　兵庫  麗子　　　平田  蔦子　　　福岡  みゆき　　福原  洋子
藤井  まゆみ　　藤田  明子　　　藤本  紀美子　　藤本  ナオミ　　古家  幸恵　　　本城  貴美子
前田  久美子　　松本  由美子　　馬淵  りえ子　　水谷  澄香　　　光久  とし子　　森中  博子
森本  稔恵　　　矢倉  律子　　　安岡  羅夢　　　藪  　澄子　　　山田  博子　　　山田  真由美
山根  圭子　　　山本  久美子　　山本  美和子　　優  佐和子　　　吉岡  良子　　　和田  よし子

市来  克己　　　伊藤  雅敏　　　内片  武治　　　岡野  智夫　　　岡本  一馬　　　加藤  賢二
北原  吉宏　　　桑原  脩二　　　鈴木  一雄　　　鈴木  泰弘　　　垂水  宏文　　　中嶋  紀夫
波根  正智　　　原田  寛　　　　松山  繁樹　　　三上  宏文　　　三上  幸夫　　　村井  茂至
幸  　秀光

石川  　潔　　　伊藤  正喜　　　大須賀  賢治　　小田  辰浩　　　木谷  幸雄　　　鈴木  正彰
高橋  義明　　　田中  秀明　　　西野  昭則　　　福岡  好嗣　　　山田  浩巳　　　山本  勝治
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市民のみなさんとご一緒に　歓びの歌！
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