
2013年

9月 1日（日）
開演16：00 

協力： 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
 古石場文化センター

編曲・指揮

内山有希夫

司会

福満景子

下町の風に乗って聴こえて来る、
心騒ぐ“ジンタ”のように。

21世紀の12thコンサート

古石場文化センター
2Fホール

ゲスト

takami
［歌］

山北弘一
［パーカッション］

—1st STAGE—

オープニング　子象の行進

花・鳥・風・月～古今東西四季のうた～

ヴィヴァルディ「四季」より冬
春の海

さくらほんのり
モルダウ
ひまわり
サマータイム

月がとっても青いから
枯葉

【休憩】

—2nd STAGE—

みんなみんな大きな輪！（ゲスト：takami）

一輪の花
はじめての誕生日
なかむつまじく

みんなみんな大きな輪

—3rd STAGE—

今年も演っちゃう！ 大好評もんオケクラシック

愛のあいさつ
チャイコフスキーの舟歌
マスカーニの間奏曲

ショパンのプレリュード
バッハのカンカータ

ビューティー＆アニマル

Program

　「もんなか・もんじゃオーケストラ」は、木管、
金管、弦楽器からハーモニカまで、どんな楽器で
もOK、初心者でも経験者でも楽しく参加できる
下町ポップス楽団です。創立 12年。これまで重
ねてきたレパートリーは 100 曲以上に及びます。
ジャンルにこだわらない選曲とアレンジの魅力
に、クラシックオケ、吹奏楽、ビッグバンド経験
者も多数参加して和気藹々と楽しんでいます。定
期コンサートは毎年 9月。練習は月 2回（日曜
昼と水曜夜）。まずは見学にいらして下さい。

公式サイト http://oke.monnaka-monja.com/
お問い合せ monnaka.monja@gmail.com

私たちと一緒に演奏しませんか？



2001 年から約 10 年、門前仲町の地に腰をすえて活動を
続けて来た、わたしたち〈もんなかもんじゃオーケストラ〉。
昨年のコンサートを最後に拠点である〈もんてんホール〉を
離れ、現在では住吉駅近くの公共施設で毎月の練習をしてい
ます。 

実は、そうなってからしばらくの間も、中野から東西線に
乗ると、なぜか、そのまま門前仲町駅まで行ってしまったも
のです。目を閉じると忘れられない風景やお店などが脳裏に
甦ります。まさに草創期のオーケストラはその青春時代まで
を、この地で過ごしたんだなと、改めて感じるのです。 

さて、今回からお世話になるこの会場、古石場文化セン
ター。ここも深川の一角です。 

別にどこで公演したっていいじゃないか、という考えもあ

りましょう。でも、だからこそ、場所・地域にこだわりたく
なります。世界的映画監督・小津安二郎もこの地に縁がある
といいます。深川という、江戸文化の人情と粋を伝える町で
こそ、私たちの音楽を支える見えざる感性をゆっくりと醸成
したいのです。 
「音が厚いんじゃない、人情が厚いんだ」なんて気の利い

た台詞を言えるのも、この地に留まっているからこそではあ
りませんか？ 

そんなわけで、しばらくこの古石場でのコンサートは続け
ていきたいと考えています。そしてずっと続いてきた打ち上
げ会場も、門仲のもんじゃ焼きの名店「三久」と、こちらも
相場が決まっていますねえ。 

今日のコンサートがうまくいくようにと、富岡八幡宮と深
川不動尊、ダブルでお参りできるのも門仲でこそです。 

みなさま、まだ不慣れな新しい場所でのコンサート、最後
までご声援よろしくお願い致します。 

やっぱり、門仲が好きだ！ 
団長：内山有希夫

団員紹介

Flute	 比企野和子、福田さくじ、山中優子
Oboe	 福地尚子
Clarinet	 山崎誠司、林　洋三、長谷川景子 *
Fagotto	 田所かすみ
Alto Saxophone	速水俊成、松本優子
Trumpet	 伊東　彩、渡邉治彦 *、長谷川浩 *
Trombone	 山口壮八、佐藤克洋、今井千晴 *、清原由備 *
Baritone	 中井秀隆
Harmonica	 真田正二
Accordion	 高坂博久
Violin	 生田尚美
Cello 飯倉正夫
Guitar	 丸山貴之
Piano	 今村　真
Bass	 岩村　陽
Drums	 楢舘晴美
Percussion	 真壁勝太郎
Vocal	 松本晏奈 *、篠原由喜奈 *、佐藤奈々子 *

※今回のコンサートに出演する団員
を紹介しています。

※ *印の方々は、今回のコンサート
にサポート出演して下さいまし
た。感謝致します。

※やむを得ない事情により、プログ
ラム・出演者が変更されることが

　あります。予めご了承ください。

All Arrangement & Conduct   内山有希夫

ごあいさつ

2001 年
 7 月 11 名でスタート
2002 年

 4 月 仮免コンサート = 公開リハーサル
 9 月 結成一周年コンサート 
10 月 プロムナードコンサート（江東区のイベント） 
2003 年

 9 月 21 世紀の 2nd コンサート 
11 月 日本ユニシスアフターセブンコンサート
2004 年

 6 月 深川アートフェスティバル 
 9 月 21 世紀の 3rd コンサート
11 月 日本ユニシスアフターセブンコンサート
2005 年

 9 月 21 世紀の 4th コンサート 
  荒川ロックゲート開通式イベント（船上コンサート） 
10 月 千葉県ハーモニカ協会コンサート 
11 月 日本ユニシスアフターセブンコンサート 
2006 年

 5 月 公開リハーサル 
 6 月 第３回こらぼ大森　夏祭り 
 9 月 千葉県ハーモニカ協会コンサート 
  21 世紀の 5th コンサート 
  日本ユニシスアフターセブンコンサート 
10 月 江東区民まつり 
2007 年

 3 月 流山稲門会 
 9 月 千葉県ハーモニカ協会コンサート
 21 世紀の 6th コンサート
2008 年

 9 月 21 世紀の 7th コンサート 
 千葉県ハーモニカ協会コンサート 
10 月 江東区民まつり
2009 年

 9 月 21 世紀の 8th コンサート 
 千葉県ハーモニカ協会コンサート 
11 月 早大ハモソＯＢと現役とのハーモニカ交流コンサート 
 古石場文化センター祭り
2010 年

 9 月 21 世紀の 9th コンサート
 千葉県ハーモニカ協会コンサート 
11 月 古石場文化センター祭り 
2011 年

 9 月 21 世紀の 10th コンサート 
 千葉県ハーモニカ協会コンサート 
2012 年

 9 月 21 世紀の 11th コンサート 
 「もんてん引越ライブ」

Guest

Staff
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takami（歌）
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（パーカッション）

元NHK鹿児島放送局キャスター。現在はナレーター・
キャスター・MC他、新聞・雑誌にエッセー執筆など
でも活躍中。
http://www.kei-f.net

知的障がい児を支援するNPO法人	夢織工房に所属し、
音楽サロンや支援学校の音楽指導などを行う。2012
年夏に2ndミニアルバム「みんなみんな大きな輪」をリ
リース。親子向けコンサートなど、子育てやボランテ
ィアを通して活動を続けている。

2012 年より、障害者支援NPO「夢織工房」に正式
に参加。シンガーソングライターで妻の takami とと
もに、文京区を中心としたコンサート企画、支援学校
での音楽指導など、地域活動も積極的に行っている。

音楽監督：内山有希夫
舞台監督：加藤　恒平
音  響：鳥光　浩樹
照  明：猪川哲一郎

（さくらほんのり）

これまでの活動


