
内真奈美・福冨貴子（Sop）、
橋口謙信（Ten）、田中真一郎（Bas）
庄村真弓・竹之内いずみ（Pf）

宮原真紀（Sop）、西村香織（Cl）、
蜷川朋子・伊地知元子（Pf）

大嵩桃（Sop）、
堀之内亜希（Cl）、姥智香（Pf）

白坂葉子・山下久美子（Sop）、
橋口謙信（Ten）、中池順子（Pf）

中村徳子（M.Sop）、西村香織（Cl）、
姥智香・伊地知元子（Pf）

巻木春男（Bass）、
中池順子（Pf）

伊地知元子（Keyb）、
生（Vn）、豊国順子（Cb）

堀之内孝子（Sop）、
中池順子（Pf）

大嵩桃（Sop）、橋口謙信（Ten）、
蜷川朋子（Pf）

藤田まゆみ・西薗真理子・
本蔵理恵（筝）、稲垣靖子（Sop）

濱崎恵・福森路子（Fl）、
照経（Pf）

寺園由香（Sop）、福重真紀（Pf）
斎之平俊人（Bass）、

加治屋友美（Pf） 竹下裕美（Sop）、
齊藤州重（Bass）、竹原綾香（Pf）

増山万里絵・村尾智美（Fl）、
田中美穂（Pf）

坂上知佳子（Euph）、
鳥原美幸（Pf）

安田奈緒子（Mar）、
宮園智帆（Pf）

岩元里紗（Sop）、
宮園智帆（Pf）

濱田隆敏（Vn）、

東条里美（Vn）宮園智帆（Pf）、 Ｍａｍｉ（Cl）、本藏理恵（Pf） 菅野優貴（Vn）、
水口香代子（Pf）

森田孝一郎（Per） 大友幸世（Alt）萩原みどり（Pf）、
大成節子（Vn）

三浦かおり（Sop）、
鳥取部由季（Vn）、北方雅代（Pf）

東美佳（el-org）

Ringers Apollon谷山（H.Bell） 松本舞（Vo）、森田晃平（B）、
松本圭使（Pf）

モゼーズ（ゴスペル） 箏・フルートアンサンブル 塩屋祐典（Gt） 梶ヶ野亜生（箏） 生田エミ（Pf） 詩人の愛／玉利勇治（Vo・Gt）
大徳義信（Gt）、湊美千代（Pf）
川添朋子（Fl）、鮫島弘平（Cb）

濱田貴志（Gt）、濱田佳寿江（Vn） 福重真紀（Pf）、久保吹音（Vn） 姥智香（Pf）、大嵩桃（Sop）、
新宮領史絵（Ob）

箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

中山綾香（Pf） 野村由美（Pf） ジミー入枝（ドゥーワップ） 森田良平・藤原沙樹（Cb）、
有留奈都子（Pf）

SAKURA（Vo）、
塩屋裕典（Pf）

田畑道子（唄）、橋口勇（三線）、
石田健二（太鼓）

中原大幾（Vn）、宮園智帆（Pf） 宇藤正樹（津軽三味線） 福山衣里（Sop）、中池順子（Pf）
手塚洋子（M.Sop）、

三浦かおり（Sop）、
樋渡かおり（Alt）、高取裕美（Pf）

池水扶佐子（M.Sop）、
増田貴寛（Ten）、引地えり子（Pf）

福山衣里（Sop）、
藤崎裕至（Bass）、中池順子（Pf）

鹿児島マザーズマンドリン 宇都綾香（沖縄民謡）、
聖音（Pf）

冨田南（Pf） 堂園彩乃（Sop）、 木原雅代（Vn）、 片野田名帆子（M.Sop）、 児玉雄基（Pf）、
（Pf）

東屋敷尚子（M.Sop）、
秋葉桃子（Pf）

高風玲奈（Sop）、
大平倍大（Ten）、福満桂子（Pf）

中島真理子（Fl）、
引地えり子（Pf）

橋野裕明（Oca） 山本尚隆（Gt・Vo） 藤田真弓（Sop）、
高取裕美（Pf）

横澤あすか・里健太郎・ ドリーム・ファンタジー・メイツ
（hca）

進史絵（Ob）、大森真理（Pf） 山口一美（Vo・Pf）、
下八重範子（Vo）、水口香代子（Pf）

重森敬子（Vc）、福原洋子（Vn）、
中山綾香（Pf）

道添さとみ（Sop・二胡）、
高取裕美（Pf）、
有馬悦子・渡瀬裕子（二胡）

岡村ありさ・片山由希子（Pf）

吉田悦子（Fl）、三好里奈（Pf） 声楽アンサンブルカプリ 尾崎佳奈子（Sax）、 箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

桑原明美（Pf） 宮園智帆（Pf）、 小原留美子（Fl）、
東別府龍真（Gt）

三島吏恵（Vo）三好里奈（Pf）、 ギタレアール鹿児島
（ギターアンサンブル）

Na pua lei（ハワイアン） 森美紗・田村彩乃（Sop）、 有村道代・新海由香理（Fg） 如何様ライダー（アカペラ） 桃坂寛子・堀ノ内菜摘（Pf） 田中愛（Vn）、吉松美佳（Pf） 森田良平（Cb） 實吉国盛（Gt・Vo） 美代開太（Bas）、

安楽聡子（Vla）、 和田梨奈（Fl）、安楽聡子（Hp） 森田孝一郎（Per）、
唐見由香（コカリナ）

追立理恵（Vo）、新屋満規（Pf） 茂谷優子（Sop）、桃坂寛子（Pf）真田順子（Hrm）､大森真理（Pf） 松本圭使（Pf）、小松康（Cb） 玉利勇治（Gt・Vo）、
芳田聡子（Pf）

海老原麻衣（Pf）

川野貴之（Ten）、
甫立亜里沙（Pf）

松崎成未・脇彩芽（Fl）、
藤田祥（Pf）

原田航（Bas）、古園さわ（Sop）、
原田康子（Pf）

田村英幹（Gt） 井手迫瑞希（A.Gt） さつまっ娘
（古川愛里亜、古川玲子）

北薗彩佳（Vo）、屋久美緒（Sax）、
内菜摘・給分愛佳（Pf）

東屋敷尚子（M.Sop）、 小泉光平（Pf） 吉村聖子・野元理加・
（Cl）、井上美涼（Pf）

市民アートギャラリー
ランチタイムコンサート500回の歩み

2008年5月2日～2018年6月15日

菅野優貴（Vn）、山下あゆみ（Pf）

林田恵理子（Pf）

東垂水夕貴（Fl）

武田優里（Pf） 井ノ上綾香（Pf） 入来慶子川田早瑛（Pf）

原田

2008年

2009年

2010年

「グループやよい」

山下兼

植村富士子（Pf）

田中美穂（Pf）

島津紘子（Pf）
安田奈緒子（Mar）、

内泉（Sop）、本藏理恵（Pf）、
川添朋子（Fl）、福田幸訓（尺八）
、西薗真理子（箏）

新宮領史絵（Ob）、川田絵里子（Mar）、
大久保美紀（Pf）

森田由美子（Vn）、野元奈帆子（Hp）、
三好里奈（Pf）

福山衣里（Sop）、
赤崎公美（Sax）、中池順子（Pf）

竹添みどり（Vn）、
安楽聡子（Vla）、植村富士子（Pf）

アンサンブル
松田未希（Vo）、新屋満規（Pf）

永田弥沙妃（Cl）、山下有美（Ob）、
春田友里恵・浦あゆ香（Pf）

稲森奈津子（Sop）、
森田由美子（Vn）、阿世知輝代（Pf）

安田奈緒子（Mar）

井上いずみ（Pf）
野元奈帆子（Hp）、
小城遥香（Hp）、関めぐみ（Fl）

森田由美子（Vn）、
久保吹音（Vla）、重森敬子（Vc）

中森菜月



鈴木ひろみ（Vo）、
白石恵美（Pf）

郷原雅代（Vo）、
吉松るみ子（Pf）

佐々木 実美(Vn）、
橋口謙信（Pf）

大成節子（Vn）、
萩原みどり（Pf）

柚木一乃（Vn）、
北園沙織（Pf）

手塚洋子（Alt）、姥智香（Pf） 大西文音（Pf）
（Cl）

YOU ＆ Me
（米元はるか、増満安理沙）

RENS（アコースティックバンド）

YOKO（岡留陽子）（Pf・Vo） モゼーズ（ゴスペル） 聖音（Pf・Vo） 松本圭使（Pf）、
宮里陽太（Sax）

箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

押川義一（Vo・Gt） 田中愛（Vn）、福永真美（Pf） 二胡グループ「胡秀」（二胡） 大西文音（Pf）

笠井安弥子（Pf） 今村沙也加（Cl）、東垂水夕貴（Fl）、 ココ・ムーン・ペリ
（コカリナ・パーカッション）

ギタレアール鹿児島（Gt） 井上奏子（Pf） 三好輝（喜界島三味線） 桃坂寛子・上野紘奈（Pf） 森田良平（Cb）、有留奈都子（Pf） 新村あかね（Pf） 宮園智帆（Pf）、
安田奈緒子（Mar）

UZUMAKI／室屋朋子（尺八）、 森美紗（Sop）、橋口謙信（Pf） dolce／和田梨奈（Fl）、
安楽聡子（Hp）

三浦かおり（Sop）、
手塚洋子（M.Sop）、高取裕美（Pf）

Ｗミッドナイト／ジミー入枝（Vo）、
新屋満規（Pf）

稲森奈津子（Sop）、
桃坂寛子（Pf）

兒玉友多郎（Pf） 小牧達彦（Ten）、
小牧奏美（Pf）

中野悦子（Fl）、
久木田章子（Pf・Vo）

フィリップ・アレン（Cb）、
松永愛（Pf）

島唄デュオ“奄美紬人”
（肥後陽子、麓和幸）

田中愛（Vn）、桃坂寛子（Pf） 田村英幹（Gt）、脇彩芽（Fl） 水谷康生（Tub）、
兒玉友太郎（Pf）

池田梨沙（Fl）、
井上奏子（Pf）

日高雷太（Bas）、
植村富士子（Pf）

森水茜・東垂水夕貴・
山内美貴（Fl）、松元愛依（Pf）

簑田真梨子（Sop）、
曽禰愛子（M.Sop）、安楽由佳（Pf）

時村瞭（Vc）、瀧あいか（Pf）

松永愛（Pf） 木下隆也（Acod） 豊田嶺山（尺八） ベルエポック／山口一美（Vo・Pf）、
山口道夫（B）、黒田陽史（Drs）

桑原明美（Pf） フィリップ・アレン（Cb）、
「コスモス」（大正琴）

久保由香里（Fg）、
下薗智子（Fg・Pf）

萩原みどり（Pf）、中村亜矢子（Fl）
永田由美子（Mand）、

大澤敏子（Sop）、
伊地知元子（Pf）

声楽アンサンブル
“カプリス”

山下美喜子（Hr）、
篠原文子（Pf）

山田亜理沙（Pf） 箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

森田良平・吉浦勝善（Cb） 赤崎公美（Sax）、
梅森真悟（Tp）、濱田真理子（Pf）

道添さとみ（Sop）、
川野貴之（Ten）、田村優佳（Pf）

木佐貫茜・久保吹音（Vn） 宮内美歩（Fl）、宮園智帆（Pf） 森美紗（Sop）、橋口謙信（Ten）、
福森路子（Fl）、原田陽子（Pf）

重井吉彦（Tp）、
新村あかね（Pf）

ギターアンサンブルひまわり Na Pua Lei（ハワイアン） 進史絵（Ob）、
福重真紀（Pf）

大西文音（Pf） マンドリンアンサンブル
Felice

野村奈央・又吉のぞみ（Sop）、
高田玲里（Pf）

福島亜紀・黒木由香（Fl）、
宮内綾子（Pf）

宇留嶋瑞穂（Vn）、
松永愛（Pf）

佐々木実美（Vn）、
安楽聡子（Vla）、植村富士子（Pf）

桐めぐみ、濱田貴志（Gt） 梅津貴子（M.Sop）、
梅津百合子（Sop）、高取裕美（Pf）

和田梨奈（Fl）、
植村富士子（Pf）

Erika（Vn） 関めぐみ（Fl）、片倉聖（Ob）、
堂園さおり（Cl）、有村航平（Vc）、
桃坂寛子 （Pf）

モゼーズ（ゴスペル） 三浦かおり（Sop）、
大森真理（Pf）

池田梨沙（Fl）、
井上奏子（Pf）、池田圭祐（作曲）

大澤敏子・天野るり子（Sop）
伊地知元子（Pf）

土田まゆみ（Sax）、
岡村ありさ（Pf）

道添さとみ（Sop）、
野元奈帆子（Hp）

永志保（島唄） 吉田美光・藤田祥・
上野紘奈・林聡美（Pf）

斉藤百恵（Sop）、
松本愛依（M.Sop）、
前田ゆき絵・上脇田華子（Pf）

森あゆみ（Cl）、
三好里奈（Pf）

篠浦真理（Pf） 田中愛（Vn）、桃坂寛子（Pf） 上床直人（Mar）、
松本香奈子（Fl）、長里美紗（Pf）

コトコカ／唐見由香（コカリナ）、
池田昭代（朗読）

ジミー入枝（Vo）、
新屋満規（Pf）

大嵩桃（Sop）、
桃坂寛子（Pf）

Flowerset／室屋朋子（尺八）、
徳田昌己（Gt）

茂谷優子（Sop）、植村富士子（Pf）
和田梨奈（Fl）、安楽聡子（Hp）、

日高あい（Vo）、
田島良一（Pf）

橋本さゆり（Fl）、
大森真理（Pf）

嘉　頼宣（hca） 月HIME & BOY（大正琴） 宮内麻衣（Fl）、松永愛（Pf） ギターアンサンブルひまわり 森田良平（Cb）、新屋満規（Pf）

声楽アンサンブル
“カプリス”

ゴスペルクワイヤ
“レイール・ノーツ”

長岡春子（プサルタリー） 生田流筝曲綾音乃会
和田社中（箏曲）

久野真理香（Sop）、
福重真紀（Pf）

Sound’s Wind／
前田憲夫（ETone）、

稲森奈津子（Sop）、
森田由美子（Vn）、三好里奈（Pf）

桑原明美（Pf） 安田奈緒子（Mar）、
宮園智帆（Pf）

廣末信也（Vn）、
安楽聡子（Vla）、為国健太（Vc）

山中久美子（Pf・Vo） アロハワイキキ＆モキハナフラ
（ハワイアン）

Na Pua Lei（ハワイアン） 高城夕里歌・前村有香
（ピアノ連弾）

鎌田彩女（Fl）、庄村栞莉（Pf） 田所一志（フォークソング） 進史絵（Ob）、小田原美紀（Cl）、
久保田美紀（Pf）

道添さとみ（Sop）、梅津貴子
（M.Sop）、高取裕美（Pf）

ゴウ洋子（Sop）、
ゴウ芽里沙（Pf）

コトコカ／唐見由香（コカリナ）、
池田昭代（朗読）

大竹智巳（Hp）、
中野悦子（Fl）

日高あい（Vo）、
田島良一（Pf）

田中愛（Vn）、
濱田貴志（Gt）

デスティニーブラザーズ
（ジミー入枝、チョ―水間）

川崎聖子（Pf） 永江恵子・池田祐介・
浦野さやか・國頭彩（Fg）

川野貴之（Ten）、
美代開太（Bas）、高取裕美（Pf）

大澤敏子（Sop）、
大澤宏記（Ten）、稲留みどり（Pf）

田本春佳（Sop）、
尾籠美咲（el-org）

2011年

2012年

2013年

阿辺真弓・阿瀉濱慶子（Pf）

前田有貴子（Alt）、佐藤亜耶美（Sop）、
大浦美奈都・馬場さおり（Pf）

徳田昌巳（Gt）



なかはたはるなり（Gt）、
小原やむちゃ（Pf）

2015年

國頭彩・松尾詩織

モキハナフラ（ハワイアン）

市來央子（Pf・Vo） Flowerset／室屋朋子（尺八）、
徳田昌己（Gt）

福島亜紀（Fl）、
下薗智子（Fg）、有村瑞穂（Pf）

馬場添有紀・田中瀬奈・
吉田美央・小澤美月（Pf）

久保吹音・木佐貫茜（Vn）、
安楽聡子（Vla）、有村航平（Vc）

田村英幹（Gt）、市来あかり（Ob） 森田由美子（Vn）、
堀之内喜忠（Pf）

原田智子（Ob）、
八田かなえ（Fl）、長里美沙（Pf）

末広輝（Ob）、給分愛佳（Pf）

徳田さやか（Tub）、
小倉聡美（Cl）、甲斐麻梨香（Pf）

原翔真・川畑裕作・
益山慶子・山下純太（Tb）

有村航平（Vc）、塩屋祐典（Pf） 濵田知聡（Fl）、入来慶子（Pf） 竹田由加里（Euph）、
坪山智子（Pf）

春花美咲・柴立美佐子（Rec） 桑原明美（Pf） 日高あい（Vo）、田島良一（Pf） コトコカ／唐見由香（コカリナ）、
池田昭代（朗読）

橋口美樹子（Pf） reirinn（ピアノ弾き語り） モゼーズ（ゴスペル） 坂井節子・中村仁子
（ピアノ連弾）

久木山愛理・榎本孝希（Sax）、
新村あかね（Pf）

ボサブラッド（ボサノバ） 箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

田中愛（Vn）、福重真紀（Pf） デスティニー・ブラザーズ
（ドゥーワップ）

生駒綱雄（天吹） 森田良平（Cb）、
室屋麗華（Pf）

井上美涼（Pf） ギターアンサンブルひまわり Na Pua Lei（ハワイアン） サツマドンナ（アラカルト） コカリナ教室 with ココ ムーンペリ Charmade
（尺八、鍵盤ハーモニカ、Pf）

ゴウ洋子（Sop）、
ゴウ芽里沙（Pf）

有川久美子（Vo）、
新屋満規（Pf）

和田梨奈（Fl）、
植村富士子（Pf）

進史絵（Ob）、竹下智子（Pf）
三浦かおり（Sop）、

田村瑛仁（Vn）、田村優佳（Pf） ファビノルート／橋本さゆり（Fl）、
大森真理（Pf）

宮園智帆（Pf）、
勝江幸代・宮内美歩（Fl）

マンドリンアンサンブル
「LaLaマンドリーノ」

浅生典子（Fl）、木佐貫茜・久保吹音（Vn）、
安楽聡子（Vla）、有村航平（Vc）、
田中利絵（Chem）

室屋麗華（Pf） 大澤としこ・天野るり子（Sop）、
萩原みどり（Pf）

山田＆路代（Vo+Pf）

Torio Veil ／竹添みどり・
村原美穂子（Vn）、明和史佳（Pf）

田中愛・宇留嶋瑞穂（Vn）、
福重真紀（Pf）

大竹智巳（Hp）、
中野悦子・藤田祥子（Fl）

藤田康隆（Br）、厚地麻美（Pf） ファゴット四重奏KeikoQuartet／
永江恵子・浦野さやか・

ゴウ芽里沙（Pf）、ゴウ理紀也（Vn）、
玉川智美（バレエ）

森あゆみ（Cl）、山下真紀子（Pf） 末廣輝（Ob）、中西邦彦（Pf） 村山美沙・出口智規・岩元寿里奈・
木塚幸・下中陽南子（箏・十七絃）、
室屋朋子（尺八）

中夷雲母（Fl）、田原晴海（Pf）

入佐結佳子（Sop）、
原田恵美（Pf）

桝本奈津美・坂元柚香・
赤岩穂奈美（箏）、
前田理都・立場采奈（尺八）

久保木聡（Oca） 桑原明美（Pf） ジミー入枝（Vo）、
ノンキ―山田（Gt）

日高あい（Vo）、
田島良一（Pf）

岩下翔（Pf） 松元愛依（M.Sop）、
堀ノ内菜摘（Pf）

森田孝一郎（Perc） 武田幸美（Pf）

女声合唱なのはな／
蜷川朋子（指揮）、源田陽子（Pf）

福島亜紀（Fl）、
織田麻祐子（Pf）

熊谷静香（Pf）、
濱田裕美（Fl）

ココムーンペリ／
唐見由香（コカリナ）、
白澤克美（ジャンベ）

坂井節子・中村仁子
（ピアノ連弾）

谷口照千代・樋渡幸子（唄・
三味線）、樋渡美文（尺八）

鹿児島筑紫会（邦楽） 谷口征夫（Br）、重幸子（Fl）、
濵田真理子（Pf）

黒木由香（Fl）、安楽由佳（Pf）

森美紗・宮永彩乃（Sop）、
橋口謙信（Ten）、菅野優貴（Vn）、
有村瑞穂（Pf）

宮川宗則（Oca）、西晃（Gt） 生駒綱雄（天吹） 橋本さゆり（Fl）、
大森真理（Pf）

竹之内美穂（C.Gt） 柊令次郎（カンツォーネ）、
吉村英世（Pf）

ヒロ日高＆アロハワイキキ・ 別府柳子（歌・朗読） 原田恵美・永濱真希
（ピアノ連弾）

前田直哉（Sax）、西花蓮（Pf）

平田由希（Sop）、
厚地麻美（Pf）

森田孝一郎（Perc）、
今村心（Gt）

山田＆路代（Vo & Pf） 桑原明美（Pf） 森田良平（Cb）、
室屋麗華（Pf）

Bossa Blood Duo／
岩下 Yoshihiro（Vo・Gt）、
柴藤 Hiroko（Key・Pf）

dolce／和田梨奈（Fl）、
安楽聡子（Hp）

オルフェウス・ハープアンサン
ブル、藤田祥子（Fl）

ジミー入枝（Vo）、 小田原美紀（Cl）、進史絵（Ob）、
大迫里会（Pf）

田中愛（Vn）、竹下智子（Pf） 箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

大澤としこ・高原千枝（Sop）、
福重真紀（Pf）

室屋朋子（尺八）、生野宏美（Pf）
福留敬人（メロディオン）

濱田貴志・桐めぐみ（A.Gt） 久保由香里（Fg）、竹下智子（Pf） 森田由美子（Vn）、
山下美喜子（Hr）、田中利絵（Pf）

徳田志帆（フラメンコ） 三浦円（Sax）、安田奈緒（Fg） 泊春菜・吉村真子・
香川真李・前迫絵理奈（Pf）

中夷雲母（Fl）、中西邦彦（Pf） 鹿児島大学学友会邦楽部 梅津貴子（M.Sop）、
高取裕美（Pf）

馬場添有紀、白井紗英（Pf）
川元葵（M.sop）、宮下美華（Tp）

日高あい（Vo）、
田島良一（Pf）

清水かおり（Cb）、
木佐貫茜（Vn）、安楽聡子（Hp）

アンクルン ビネカ 鹿児島
（アンクルン）

Fluto & Piano ファピノルート／
橋本さゆり（Fl）、大森真理（Pf）

竹之内美穂（C.Gt） 新村由紀子（Harm）

浅生典子（Fl）、片倉聖（Ob） なかはたはるなり（Gt・Vo）、
つちよせみのり（Gt）

ピアノトリオ・クレフ／
原田恵美（Pf）、川畑佳子（Fl）、
フィリップ・アレン（Cb）

ensemble Linoah／
黒木沙織・古莊恵梨・二宮僚洋・
曽木時人（アカペラ）

からみゆか（コカリナ）、
藤崎祐至（ティンホイッスル）、
花田理絵子（Rec）

西岡亜有子（Sop）、
山田亜里沙（Pf）

坂井節子・中村仁子
（ピアノ連弾）

La Brillante（アンサンブル） 梶ヶ野亜生（箏）、浅生典子（Fl）

ランチタイムコンサートにはこれまで、国内外で活躍するプロから、地元の音楽愛好家・学生まで約1,750人が出演し、
延べ観客数は約28,700人になります。ジャンルもクラシックからポピュラー、伝統音楽や世界の民族音楽に朗読、舞踊まで、
様々な公演を楽しんでいただいています。これからも市民の皆さんに親しまれるコンサートとして開催していきます。

2016年

2014年

堂園さおり（Cl）、椎原昭代（Sax）、
堂園和也（Tp）、外山友美（Tb）、
石堂優二郎（Tub）

三浦かおり（Sop）、手塚洋子（Alt）、
川野貴之（Ten）、藤崎祐至（Bar）、
大森真理（Pf）



　 　 全般について　□鹿児島市文化振興課  電話 : 099-216-1501　E-mail : bunkashinko@city.kagoshima.lg.jp

2018年

田中愛（Vn）、竹下智子（Pf） 平田由希（Sop）、
橋本さゆり（Fl）、厚地麻美（Pf）

ジミー入枝 TRIANGLE
（ドゥーワップ）

松元愛依（M.Sop）、
堀ノ内菜摘（Pf）

somoku／室屋朋子（尺八）、
川﨑聖子（Pf）

田中利絵（鍵盤ハーモニカ）、
宮園智帆（Pf）

今村心（Gt）、
森田孝一郎（カホン）

三好恵子（Pf・Vo） 瀬戸口美希代（Sop）、田中利絵（Pf）
森田由美子（Vn）、有村航平（Vc）、

別府柳子（歌・朗読）

嘉頼宣（harm） 清藤杏奈（Ob）、平優子（Fg）、
白石有佳理・前田佳奈（Pf）、

清水かおり（Cb）、
海老原麻衣（Pf）

堂園さおり（Cl）、
木村紀子（Fl）、片倉聖（Ob）

室屋麗華（Pf） 竹添みどり（Vn）、
安楽聡子（Vla）

久保由香里（Fg）、
平田由希（Sop）、竹下智子（Pf）

なかはたはるなり（Gt・Vo）、
つちよせみのり（Gt）

モゼーズ（ゴスペル） ココムーンペリ
（コカリナ＆パーカッション）

大澤としこ（Sop）、
福重真紀（Pf）

中村慈音（Pf） 竹原久美子（Sop）、
大森真理（P）

和田梨奈（Fl）、安楽聡子（Hp）、
渕之上佑美（Pf）

川野貴之（Ten）、田中美穂（Pf） 橋本里美（日本舞踊） ハッピーブリンデン・
ツボム＆エリー

森あゆみ（Cl） 市来明果莉（Ob）、
松元香奈子（Fl）、井上美涼（Pf）

宍道美月・久津輪真梨・
桑畑桜子（C.Gt）、
賛助出演：竹之内美穂（C.Gt）

津隈佐紀（M.Sop）、
久保園舞佳（Sop）、
橘薗美紀・酒井春和（Pf）

徳田志帆（フラメンコ） 鹿児島大学 Djembelly
（ジャンベ）

岡友一（C.T）、八木海里（Tp）、
西田詩音（Pf）

松永藍（Sop）、清藤杏奈（Ob）、
白石有佳理・前田佳奈（Pf）

山之口珠絵（Sop）、
萩原みどり（Pf）

Mithlandir（女声合唱） 松元愛依（M.Sop）、
巻木春男（Bar）、河口裕輝（Pf）

花柳ニ仁祇（日舞）、
西薗真理子・藤田まゆみ（箏、三絃）

ジミー入枝 TRIANGLE
（ドゥーワップ）

2017年
新村由紀子（Harm） 岩下善博（Vo・Gt）、今村心（Gt） ゴウ洋子（Sop）、ゴウ芽里沙（Pf） 女声合唱なのはな 米丸桃子（Fl）、山口茉菜（Mar） 城内咲月・永吉詩歩（Sop）、

津隈佐紀（M.Sop）、折田夏菜・
白井紗英・橘薗美紀（Pf）

kirishima会　内山純奈・
前田優香里（Pf）、米盛茜（Fl）、
六岡優里（Sop）、中堂園都乃（Vn）

坂井節子・中村仁子
（ピアノ連弾）

梶ヶ野亜生（箏）

Handsome boys
（アコースティック）

flowerset（尺八＆ギター） 平田由希（Sop）、
徳田美和（Vn）、山﨑文乃（Pf）

アンサンブル・リノア
（アカペラ）

有川久美子（Vo）、
山崎トム（Gt）、新屋満規（Pf）

崎山智華（Sop）、
閘真椎子（Pf）

高千穂里峰（日本舞踊） 伊藤悠貴（Vc）、
山田亜理沙（Pf）

日高あい（Vo）、
青野進也（Pf）

桑原明美（Pf）

生駒綱雄（天吹） 中山児童合唱団
（指揮：曽木時人、ピアノ：野村由美）

瀬戸口留美子（篠笛）、
隈元一九（末吉鬼神太鼓）

からみゆか（コカリナ）、
白澤克実（Per）、山﨑トム（Gt）、
木下まどか（ダンス）

村尾智美（Fl）、本藏理恵（箏） 竹添みどり（Yn）、
安楽聡子（Vla）、清水かおり（Cb）

末廣輝（Ob）、福田まい（Fl）、
井上美涼（Pf）

森美紗（Sop）、有村瑞穂（Pf） 皆元祐子（朗読）、
濱田貴志（C.Gt）

進史絵（Ob）、安楽聡子（Hp）、
久保田美紀（Pf）

ジミー入枝 TRIANGLE
（ドゥーワップ）

浅生典子（Fl）、樋園亮（Pf） 高千穂里峰（日舞）、
有村航平（Vc）

大澤としこ（Sop）、
伊地知元子（Pf）

平田由希（Sop）、山崎文乃（Pf） 中西邦彦（Pf）、佐藤志織（Vn） 女声合唱ラ・プルニエ 菊水紅麦・西田詩音（Pf） 宮下美華（Tp）、
馬場添有紀・折田夏菜（Pf）

桐の音楽院（箏・十七絃）、
持橋知行（尺八）

木原雅代（Vn）、川田早英（Pf） 飯干ひなた（Hr）、井手口希歩（Pf）
久留千尋（Tp）、白澤沙季（Cl）、

鹿児島大学ジャンベリー
（ジャンベ）

鹿児島大学学友会邦楽部 原あいら（Sop）、原実果子（Pf） 橋本さゆり（Fl）、大森真理（Pf） 奥平彩（Sax）、田原晴海（Pf）
山口茉実（Mar）、

宮下千百合（Sop）、
庄村栞莉（Pf）

西元順子（Oca） サクソフォン四重奏団 Apéro

竹原久美子（Sop）、
福森路子（Fl）、原田陽子（Pf）

ハーモニカアンサンブル
“ドリーム・ファンタジー”

箏・フルートアンサンブル
「グループやよい」

久保木聡（Oca）、
古賀珠江（Keyb）

大山真歩・綾部有希子・
大村麗華・今別府幸代（Vo）、
上之段祐佳・山崎文乃（Pf）

圓彩美（Fl）、折田夏菜（Pf） 伊地知那月・川元葵・大重晶（Vo）、
酒井春和・竹迫紅音・村木萌音（Pf）

樺山柿音（Vo） 松元愛依（M.Sop）、
吉川晃（Ten）、矢野奈帆子（Hp）

ジミー入枝 TRIANGLE
（ドゥーワップ）

進史絵（Ob）、久保由香理（Fg）、
平山美津代（Cl）

日高あい（Vo）、青野進也（Pf） 朝比奈幸音（Pf） 琵琶の会　美和（薩摩琵琶） 春野美津枝・中島美穂（Fl）、
甲斐博子（Pf）

別府柳子（朗読・歌）、
藤本香玄（三味線）

Andante／八木海里（Tp）、
岡友一（C.Ten）、
朝比奈幸音（Pf）

室屋裕子（二胡）、
室屋朋子（尺八）

平田由希（Sop）、山崎文乃（Pf）

中山児童合唱団
（指揮：曽木時人、ピアノ：野村由美）

福原洋子（Vn）、中野悦子（Fl）、
大竹智巳（Hp）

吉田大樹（Bar）、吉田尚未（Pf） 谷口征夫（Bar）、重幸子（Fl）、
上山美弥子（Pf）

からみゆか（コカリナ）、
山崎トム（Gt）

橋本里美（アフリカンダンス）、
徳田健一郎・西村圭史（Per）

村尾智美（Fl）、
本藏理恵（箏）

厚地麻美・田中美幸・樋園亮
（Pf）

有川久美子（Vo）、
山崎トム（Gt）、新屋満規（Pf）

川上久志（天吹）、
山下剛（薩摩琵琶）

関めぐみ（Fl）、進史絵（Ob）、平山美津代（Cl）、
久保由香里（Fg）、松田俊太郎（Hr）

　ランチタイムコンサートのご案内
　　毎週金曜日の12時20分から12時50分まで鹿児島市役所みなと大通り別館1階の市民アートギャラリーで開催しています。
　　どなたでも無料でご覧いただけます。

　　動画配信　インターネットで演奏風景を動画配信しています。　　http : //k-art-net.org
　　ビデオ視聴　本庁東別館市民待合ロビーと各支所の待合ロビーで11時30分から12時まで視聴できます。

　　■ランチタイムコンサートに関するお問合せ先

　 　 出演について　□NPO法人かごしまアートネットワーク  電話 : 099-248-7780　E-mail : info@k-art-net.org
　 　 全般について   □鹿児島市文化振興課  電話 : 099-216-1501　E-mail : bunkashinko@city.kagoshima.lg.jp
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