
工 藤 沙 ゆ り　KUDO Sayuri　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。相愛大学音楽学部音楽専攻科修了。第29回関西打楽器新人
演奏会、第23回東大阪市新人演奏会出演。第24回 " 長江杯 " 国際音楽コンクールアンサンブル部門一般の部Ａ第３位。
これまでに西尾知子、中谷満、宮本妥子、堀内吉昌の各氏に師事。
現在、フリーの打楽器奏者としてアンサンブルやオーケストラ等での演奏や、打楽器の指導も行っている。

吉 村 千 秋 　YOSHIMURA Chiaki　Soprano
大阪音楽大学大学院歌曲研究室修了。モーツァルテウム夏季アカデミー修了。
院修了後、関西二期会、日本テレマン協会に所属、研鑽を積む。
文化庁の学校公演に参加するなど、様々な演奏会に出演。
これまでに、ヘンデル『メサイア』等の宗教曲や、ベートーヴェン『第九』でソリストを務める。

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。コンクール受賞をはじめ、オペラ公演や様々な演奏会に
出演する。合唱指揮者、ヴォイストレーナーとしても活躍し、活動は多岐に渡る。
現在、関西二期会正会員、茨木市音楽芸術協会会員、大阪成蹊学園スポーツ＆カルチャーセンター講師、
日本国際音楽企画声楽講師、コーラス 空 主宰。

宮 尾 和 真 　MIYAO Kazuma　Baritone
京都市立芸術大学声楽専攻首席卒業､同大学院修了。学部卒業時に音楽学部賞､京都市長賞受賞。平成 28 年度青山財団 ( 公財 )
奨学生。 第 87 回読売新人演奏会､および第 58 回関西新人演奏会出演。第 72 回全日本学生音楽コンクール大阪大会入選。 
現在宗教曲ソリストや､アンサンブルの演奏活動を軸に活動している。 これまでに声楽を武田節子､上野洋子の各師に師事。
淀川混声合唱団男声ボイストレーナー。神戸市混声合唱団在籍。

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､モーツァルト４大オペラ等のオペラ作品、J.S. バッハ｢ヨハネ
受難曲｣「マタイ受難曲」｢クリスマスオラトリオ｣、ヘンデル｢メサイア」､ベートーヴェン｢ミサ･ソレムニス｣等の宗教作品に数
多くソリストとして出演｡現在､関西唯一のプロ合唱団である神戸市混声合唱団の団員として主に活動しており､関西圏の音楽
文化の振興に尽力している。大阪･緑地公園駅すぐの音楽教室｢令和音楽院｣代表。ひらの混声合唱団指導者。

加 藤 英 雄 　KATO Hideo　Piano
大阪音楽大学音楽専攻科修了､同大学卒業演奏会出演｡第12回西宮市新人演奏会出演｡第8回全日本彩明ムジカ･コンコルソ最高位
受賞｡モスクワ音楽院にてマスタークラスを修了｡第11回大阪国際コンクールピアノ部門第3位受賞｡びわ湖ホールでもピアニストを務
め高い評価を得る｡兵庫芸文小ホール､豊中文芸小ホールにて第九合唱を毎年主宰し､好評を博す｡ベートーヴェンのソナタ全曲演奏会
にプレイヤーとして挑戦する一方で､ミュージカルのプロデュースにも力を入れている。現在､京都芸術大学舞台芸術学科､非常勤講師。
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田 畑 洸 貴　TABATA Koki　Percussion
京都府舞鶴市出身。相愛大学音楽学部音楽学科打楽器専攻を卒業、同大学大学院音楽研究科（修士課程）を 1期生として修了。
関西打楽器協会第 34 回新人演奏会に出演。 相愛大学とフライブルク音楽大学の共同プロジェクトメンバーとして渡独し、
武満徹｢Season｣や雅楽の演奏を行う。これまでに畑中明香、中谷満、高橋篤史、堀内吉昌、吉原すみれの各氏に師事。
伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団に在籍。大学院在学中より現在まで、関西のプロオーケストラに客演奏者として出演。

阪本吉次郎　SAKAMOTO Yoshijiro　Conductor
78 年に男声合唱と出逢い､海外演奏（中国､韓国､独､仏）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。
07 年より『東豊台第九』を 3年間合唱指揮を担当。11 年の東日本大震災より石巻との合唱交流を続ける｡
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副会長。『とよなか第九』合唱指揮･指導。2022年 豊中市長賞（文化芸術部門）受賞。

第２部 とよなか第九ソリストによるスペシャルソロステージ（順不同） 

　　ソプラノ　吉  村  千  秋：春の声（ヨハン･シュトラウス２世）
メゾソプラノ　大越智比咲英：｢サムソンとデリラ｣よりあなたの声に私の心が開く（サン＝サーンス）
　　テノール　鹿  岡  晃  紀：カタリ･カタリ（ S. カルディッロ）
　　バリトン　宮  尾  和  真：君は我が想い（ F. シューベルト）
　　　ピアノ　加  藤  英  雄：「英雄」ポロネーズ（ F. ショパン）
パーカッション 工 藤 沙 ゆ り／田  畑  洸  貴：Rancho Jubilee（ A. ビール）

19:00開演



♫石堂  千鶴子　　岩本  裕子　　　内田  理奈　　　大木  八重　　　岡本  季巳　　　奥井  克子
尾林  由美子　　鏡  　恵美　　　木皮  干奈　　　北川  房子　　　甲佐  美智子　♫午頭  京美
小林  潤子　　　小林  律子　　　小柳  憲子　　　坂口  道子　　　澤野  三千子　　四宮  節子
大安  美知恵　　竹中  美麗　　　立石  光子　　　谷  　和美　　　常深  恭子　　　中筋  一恵
永田  百合子　　能町  智恵子　　前田  和代　　　真鍋  晴美　　　簑島  房枝　　　本宮  清栄
森  　和恵　　　山下  雅子　　♫山庄司裕紀子　  山田  真由美　　米田  ともこ

泉谷  敬子　　　伊藤  尚子　　　稲原  美穂　　　井上  純子　　　上住  眞紀子   　上田  千代
上原  朋子　　　大原  祥子　　　岡崎  睦子　　　奥村  ひろ子　　小田  十三子　　小高  真紀
上浦  　敏　　　川面  美與子　　菊池  真貴子　　北川  純子　　　工藤  眞弓　　　甲田  陽美
近藤  幸子　　　澤  　幸子　　　嶋津  節子　　　杉本  真紀　　　須藤  幸子　　　瀧野  昌江
竹内  順子　　　武田  芳子　　　田中  恭子　　　田中  恵子　　♫田中  淑子　　♫丹下  千春
椿　  直子　　　椿  緋路美　　　手塚  幸子　　　中川  泉　　　♫中村  泰世　　♫並川  綾子
西村  博美　　　日比野  恵子　　福岡  みゆき　　福原  洋子　　　藤本  ナオミ　　前田  久美子
前納  美奈子　　松本  由美子　　水谷  澄香　　　光久  とし子　　宮地  由香里　　森中  博子
森本  稔恵　　　矢倉  律子　　　山本  久美子　　吉岡  良子　　　米田  佳子

市来  克己　　　伊藤  雅敏　　　内田  進　　　　畝村  豊明　　　尾上  誠一　　　奥井  徳次郎
川瀬  高明　　　垂水  宏文　　　中嶋  紀夫　　　畑中  則宏　　　樋口  　徹　　　真鍋  海
三上  幸夫

磯部  隆博　　　小田  辰浩　　　高橋  義明　　♫竹中  寛　　　　竹中  諒輔　　　中田  信行
松村  剛司　　　村田  昌彦　　　山口  信吾
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豊中市合唱協会と一般応募のみなさんとよなか第九  2022

市民のみなさんとご一緒に　歓びの歌！
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♫豊中市合唱協会役員

7

次回の第７回 とよなか第九は、

2023年12月3日（日）にアクア文化ホールで開催の予定です。

普段の生活で、ステージで歌う機会はなかなかありません。

『とよなか第九』は、市民のみなさまが気軽に参加できるイベントです。

次回は是非、ご一緒にステージで歌いましょう ！！！


