
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人大田まちづくり芸術支援協会 

第２０期（２０１９年度）事業活動詳細報告 

 

 

 

 

自 ：  ２０１９年4月： ：1 日 

至 ：  ２０２０年3月 31日 

 

 

（１）まちの魅力づくり事業 

（２）まちづくり文化活動支援事業 

（３）会員交流活動 

（４）諸会議 

 

 

 



第２０期（２０１９年度）ａｓｃａ事業活動報告 

 

《まちの魅力づくり事業》 

 

▼１１／３（日） まちはステージ！ 第２５回大田区アマチュア音楽祭 

 

 

 

■会  場  OTAふれあいフェスタ 太陽のエリア内特設ステージ 

■主  催  第２５回大田区アマチュア音楽祭実行委員会 

■共  催  大田まちづくり芸術支援協会／大田区 

■出演団体  1３団体 79 名  

       ODAX(オダックス)/良雨/GETAWAY R&R BANDⅡ/ハーモニカ・昔のはやり唄/ういろうゴースト 

        D‘s stars/SPROUT/ブラース ブラザーズ/池たこ倶楽部/BAND/ GLT48/ブロコ城南 

 

【実行委員会コメント】25回目のアマチュア音楽祭は、例年以上にたくさんの方が来場し、25回目の節目に相応

しい、素晴らしい音楽祭となりました。当日は雨の心配がありましたが、そこは出演者・スタッフのやり遂げたい想

いが届いたのか何とか持ちこたえることができました。毎年お馴染みの出演者は安定の楽しいステージを披露し、初

出演のグループも堂々とした素晴らしいステージを披露してくれました。そして、今年も出演者の皆さん頑張ってい

ましたが、中でも初出演ながら多くの観客を魅了した、サンバグループ「ブロコ城南」サンバの音楽が鳴り出すと老

若男女問わずどんどん人が集まり、ダンサーに釘付けの人・一緒に踊りだす人、夢中で写真や動画を撮る人など大盛

り上がりとなり、最高のフィナーレを飾ることができました。（事業報告書より） 

 

 

 



▼ シティホールフライディコンサート 毎月最終金曜日１２ １５〜１２ ４５ 

 

 

 

■会  場  大田区庁舎 １階北ロビー 

■主  催  シティホールフライディコンサート区民運営委員会／大田区 

■企画運営  大田まちづくり芸術支援協会 

■出演団体  第 236 回・ 4/26 コーラス 花水木の会 

       第 237 回・ 5/31 コーロ・アラ（混声合唱） 

       第 238 回・ 6/28 コーラス たんぽぽの会 

       第 239 回・ 7/26 プリズム（アカペラ コーラス） 

       第 240 回・ 8/30 アンデンフリューゲル（混声合唱団） 

       第 241 回・ 9/27 オペラ・アルモニーア（オペラ・アリアとアンサンブル） 

       第 242 回・10/25 道塚女声合唱団 

       第 243 回・11/29 コーラス ハッピーハーモニー 

       第 244 回・12/20 パシフィックモダン（ピアノ トリオ） 

       第 245 回・2019/1/31 コム・インチェンバーオーケストラ（室内管弦楽） 

   【中止】 第 246 回・2020/2/28 大田区ハイドン室内管弦楽団 

■会議開催  10/28（月）18:30 シティホール フライディコンサート区民運営委員会開催 

【区民運営委員会コメント】 シティホールフライディコンサートは毎月最後の金曜日に大田区役所ロビーで開催さ

れます。区役所が蒲田に移転してきた１９９８年にａｓｃａが企画提案をしてスタート、その後に出演団体やご協力

くださる方々で運営委員会をつくってこれまで２２年にわたって絶えることなくコンサートを続けてきました。フラ

イディコンサートのステージを通じて演奏グループ相互のつながりやお客さまとの交流がまちのなかにもひろがって

音楽を通じたまちづくりをすすめる大切な舞台になっています。新型感染症の拡大防止に協力するため中止となる回

がありましたが、これからも元気な演奏で地域に音楽の喜びを伝えていきます。 

 



▼ ａｓｃａさぽーとぴあアウトリーチコンサート 

 

 
 

■会  場  大田区障害者総合サポートセンターさぽーとぴあ会議室 

■主  催  大田まちづくり芸術支援協会／大田区 

■企画運営  大森室内楽愛好会 

 

１２／２１ シリーズｖｏｌ，７ フルートとピアノのコンサート 

■出  演  フルート/小池郁江 ピアノ/山口静夏 

■曲  目  シューマン/3つのロマンスより カプレ/小さな夢とワルツ ボサ/アグレスティード 他 

都響木管奏者に毎年クリスマスの時期に出演頂き、クラシック音楽の室内楽を演奏するコンサート・シリーズ、今回

はフルートとピアノによる演奏でした。会を重ねてこのコンサートを楽しみに待っていてくださるファンのみなさま

に、素敵なフルートの音色をお届けすることができました。障がいをお持ちの方々を中心に地域で一流のクラシック

演奏を楽しむこのコンサート、大森室内楽愛好会のみなさまのご尽力でこれからも続きます。 

 

 

【延期】2020／３／８（日） シリーズｖｏｌ，８ 室内楽スプリングコンサート 

■出  演  ハープ/栗田佳奈 ヴァイオリン/高橋楓 チェロ/三木隆二郎 

■曲  目  エルガー/愛の挨拶 《楽器紹介コーナー》 グリンカ/ハープ三重奏「三つのロシアの歌」 

       サン＝サーンス/ファンタジー/白鳥 他 

 

この事業は新型感染症拡大防止に協力し開催が延期されました。 

 

 



 

▼ 多摩川アートラインプロジェクト 

東急多摩川線沿線の鉄道、駅、まちをアートシーンに変える現代アートの試みとして２０１２年から行われている多

摩川アートラインプロジェクト。本年も引き続き各所のアート作品展示と出版物「まちとアートの挑戦」の配布・販売

を行いました。 

 

▼ 全国メセナネットワーク 

 

２０１９年度の総会は新型感染症拡大防止に協力し中止となりました。 

 

 

 

《まちづくり文化活動支援事業》 

 

― 助成事業 － 

 

▼ ８／１２（月・祝） 第９回オペラ・アルモニーア公演 

 ■主  催 オペラ・アルモニーア 

 ■会  場 大田区民プラザ 小ホール 

 ■出  演 オペラ・アルモニーア 

       ナビゲーター・バリトン／大山大輔（音楽演技指導） 

       バス・バリトン／畠山茂（音楽指導）  

              バリトン／須藤慎吾（音楽指導） 

       ピアノ／橋爪淑恵 

 ■曲  目 オペラ名歌集「愛の妙薬」「椿姫」他  

              「ドン・ジョヴァンニ」ハイライト  

 

 

▼ １０／２０（日）クラウン少女合唱団 第 50回定期演奏会 

           〜元気に笑え、みんなで歌え 100人合唱〜 

 ■共  催 クラウン少女合唱団 

 ■会  場 大田区民プラザ大ホール 

 ■出  演 指揮／岡崎清吾 岡崎肇 合唱／クラウン少女合唱団 

       ピアノ／村瀬安紀 上 雅子 古口真由美 

       三味線／山内美穂 大崎実花 囃子/藤井和也 石森裕也 

       友情出演／クラウンファミリーコーラス  

            クラウンハミングバード OG会合唱団  

 ■曲  目 ・懐かしの童謡・民謡から令和生まれの合唱曲まで 

       ・児童合唱とピアノのための組曲「夢曜日の歌」 

       ・50回記念 100人合唱 ・合唱で歌う日本民謡巡り 

【主催者コメント】50回目の定期演奏会のために委嘱した組曲や OG合唱団が結成され 100人でのハレルヤな

ど、賑やかにお祝いすることができました。満席のお客様となり、ascaの助成を頂けましたこと、御礼申し上げま

す。 



 

▼ １１／２２（金）〜２４（日） 第３１回MOA美術館 大田児童作品展 

 ■主  催 (公財)岡田茂吉美術文化財団 MOA美術館大田児童作品展実行委員会 

 ■共  催 大田区教育委員会 

 ■会  場 大田区民ホール・アプリコ 地下 1階展示室 

 ■巡回展示 羽田空港第 2ターミナルビル 5階展望台展示場 荏原病院 東邦大学大森病院  

       大森医師会館 

大田区内の学校に通う小学生を対象に募集した絵画・書写作品の展示会が 12月の表彰式に先立ち開催されました。

MOA美術館が全国各地で開催しているこどもの芸術振興活動で、大田区でもたくさんのかたが参加して企画運営 

されています。審査にはａｓｃａも参加し絵画部門・書写部門で「ａｓｃａ賞」を贈りました。 

絵画部門 六郷小 6年 磯野清美さん 

 

書写部門 千鳥小３年 前西きずなさん 



 

 

▼ ２０２０／１／１７（金）伊藤友理枝リサイタル〜新春の夕べ、音楽に寄せて〜 

 ■主  催 伊藤友理枝 

 ■会  場 大田区民ホール・アプリコ 小ホール 

 ■出  演 ソプラノ／伊藤友理枝 ピアノ／向阪由美子 

 ■曲  目 G.ジョルダーニ/愛しい女よ G.マルティーニ/愛の喜びは  

       山田耕筰/この道 

       G.ドニゼッティ/歌劇「ランメルモールのルチア」より、 

               辺りは沈黙に閉ざされ など 

 

 

 

 

▼ 【延期】２／２９（土）13:00〜16:00「第 4回 おおた俳句大会」入選作品展          

 ■主  催 NPO法人文化活動支援機構フォレストおおた俳句大会実行委員会 

 ■会  場 大田文化の森 ホール 

 ■内  容 大田区内在住、在学、在勤の方を対象に、大田区の観光名所、 

             公園、生活などを詠んだ自由題と「大」の字を句に入れた題詠の 

             2句で 1組として募集。特選、秀作、対象、特別賞のうち、特別賞に 

             asca賞も設けられた。 

 

この事業は新型感染症拡大防止に協力し開催が延期されました。 

 

 

 

 

▼ ３／１５（日）13:00開演「第 10回 オペラ・アルモニーア公演」            

 ■主  催 オペラ・アルモニーア 

 ■会  場 大田区民ホール・アプリコ 小ホール 

 ■出  演 オペラ・アルモニーア ピアノ/菊地砂織 合唱/ラ・ヴォーチェ 

       バリトン/大山大輔（指揮者 音楽/演技指導 ナビゲーター 台詞台本）  

       バリトン/小森輝彦（ドイツ語 音楽指導） 

 ■ゲ スト 石井恵子 押切美子 宮澤祥行 平野真理子 

 ■曲  目 オペラ名歌集「ラ・ボエーム」他  

             J.シュトラウス/オペレッタ「こうもり」  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▼ 【延期】３／２５ 子どものための室内楽ワークショップ vol.2 発表コンサート 

 ■主  催 エミープロモーション  

 ■会  場 大田区民ホール・アプリコ 小ホール 

 ■課 題 曲 （ワークショップクラス） 

        グリーグ/ホルベルク組曲 op.40前奏曲 シューベルト/弦楽五重奏ハ長調 D956第 1楽章 

       （エミイ音楽教室） 

        ハイドン/弦楽四重奏曲第 76番ニ短調 Op.76-2「五度」 

        ドヴュッシー/弦楽四重奏曲ト短調 Op.10第 2楽章  

        ドヴォルザーク/弦楽四重奏曲第 12番へ長調 Op.96第 1＆4楽章 

       （大田ジュニアストリングス/アプリコ弦楽合奏クラス・卒業生） 

        ハイドン/弦楽四重奏曲第 39番ハ長調 Op.33-3「鳥」第 1楽章 

        ブラームス/ピアノ五重奏曲へ短調 Op.34第 1＆4楽章 

 

この事業は新型感染症拡大防止に協力し開催が延期されました。２０２０年８月に開催を予定しています。 

 

 

－ 助成事業・推薦コンサート － 

 

▼ ５／１７（金） Pacificmodern Classic Concert Vol.1６ 

 ■主  催 エミイプロモーション 

 ■会  場 大田区民ホール・アプリコ小ホール 

 ■出  演 Pacificmodern バイオリン／山下美音理 チェロ／山下いずる 

 ■ゲ ス ト ピアノ／白石光隆 

 ■曲  目 ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第 5番ニ長調 op.70-1「幽霊」 

       トゥリーナ/ピアノ三重奏曲第 2番ロ短調 op.76 

           メンデルスゾーン/ピアノ三重奏曲第 2番ハ長調 op.66 

【主催者コメント】 今回もとても多くの地元の方にいらして頂きました。今後も室内楽

の名曲をより身近に感じて頂ける機会を増やしていきたいと考えております。少しでも地

域の方に聴きに来て頂き、少しでも室内楽に興味を持って頂けると嬉しいです。 

 

 

 

▼ ７／２４（水）19:00〜21:00 「五味田恵理子・金木博幸 デュオリサイタル」 

■主  催 プリも芸術工房 

■会 場 プリモ芸術工房（目黒区） 

 ■出 演 ピアノ/五味田恵理子  チェロ/金木博幸 

■曲  目 ベートーヴェン/ピアノとチェロのためのソナタ第２番 

       ブラームス/ピアノとチェロのためのソナタ第１番 

           ショスタコーヴィッチ/チェロソナタ 

 

 

 

 



 

－ 推薦コンサート － 
 
▼ ９／１３（金）18:30〜20:30 ユニフィル「第 38回定期演奏会 

■主  催 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 

■会  場 大田区民ホール・アプリコ 大ホール 

■出  演 指揮／松岡究 合唱指導／北川博夫 

            東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 ピアノ／石岡千弘  

      ソプラノ／松尾香世子 メゾソプラノ／三宮美穂 テノール／松原友 

       合唱／東京ユニバーサル・フィルハーモニー混声合唱団  

■曲  目 ベートーベン/ピアノ協奏曲第 3番ハ短調 

          メンデルスゾーン/交響曲第 2番「讃歌」変ロ長調 OP52  

 

 

 

▼  ２０２０／１／４（土） 第２０回 初夢コンサート 20２０ 

 ■主  催 初夢コンサート 201９実行委員会 

 ■共  催 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 

 ■会  場 大田区民ホール・アプリコ 大ホール  

 ■演  奏 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 

 指揮 松岡 究（ユニフィル常任指揮者） 

 ヴォーカル／マリア・エヴァ 

 マリンバ／水野与旨久 

 地域友情出演／東京高等学校吹奏部  

        大田ジュニアストリングス・蒲田音楽学園 

 ■曲  目 （序/青年の息吹）地域の出演者による演奏 

       （第 1部 ウイーン〜日本） ユニフィル＆オクサーナ・ステパニュックによる演奏 

       （第 2部 アメリカ〜） ユニフィル＆水野与旨久による演奏 

 

 

 

 

― 後援協力事業 ― 

 

▼ 大田区ハイドン室内管弦楽団への後援協力 

 ４／１３（土） 第５９回定期演奏会 

■主  催 大田区ハイドン室内管弦楽団 

■会  場 大田区民ホール・アプリコ 大ホール  

■演  奏 指揮／高橋裕之 

 ■曲  目 ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲 

       ハイドン/交響曲 第 99番 変ホ長調 

       シューマン/交響曲 第 3番 変ホ長調「ライン」Op.97 

 

 



 

 １１／３（日・祝） 大田区アマチュアオーケストラの祭典 201９ 

 ■主  催 大田区アマチュアオーケストラの祭典実行委員会 

       (公財)大田区文化振興協会 

■会  場 大田区民ホール・アプリコ 大ホール 

■出  演 指揮／上野正博  

      チェロ／ヤン・リスカ（ウィーン国立歌劇場舞台管弦楽団） 

 ■曲  目 シューベルト/「ロザムンデ」序曲  

       モーツァルト/交響曲第 38番 ニ長調「プラハ」K.504 

       ドヴォルザーク/チェロ協奏曲 ロ短調 作品 104 

 

 

 

 

▼ 絆プロジェクトの大田区＆東松島市交流活動への後援協力 

５／６（月・祝）絆音楽祭チャリティーライブ 

         それはボランティアから始まった 

■主  催 絆音楽祭実行委員会／縁プロジェクト 

■会  場 スター楽器池上本店ホール 

■事業内容 絆音楽祭に東松島市から演奏者を招へいするための資金を得るために

行われるチャリティコンサート。東松島市への復興ボランティア活動を

続けてきたグループの演奏や城南信用金庫軽音楽部など絆音楽祭にご

協力いただいている演奏グループが出演しました。 

 

 

６／１（土）大田区 ＆ 東松島市 絆音楽祭 

■主  催 大田区＆東松島 絆音楽祭実行委員会 

■後  援 東松島市／大田区／日本工学院専門学校 他 

■会  場 日本工学院専門学校 3号館 地下 1階大講義室（大ホール） 

■出  演 大田区  JMC(城南信用金庫音楽部) 大田区立東調布中学校 箏三味線部 

            大田区立大森第十中学校チアリーディング部 CRUSADERS 

       東松島市 ノビリーヒルズ・アフリカンジェベバラ 絆オールスターズ 

            the same sky(ウクレレバンド) 

            TTT(TUNAGU Teenager Tourguide of NOBIRU) 

《特別出演》日本工学院スペシャルバンド 

 ■ゲ ス ト シクラメン(大田区観光 PR特使) 

 

 

 

 

 

 

 



 

▼ Fete de la Musique au Japan日本・音楽の祭日実行委員会への協力 

  ６／９（土）〜３０（日）東京音楽の祭日 つながる音つながる心 

■主  催 Fete de la Musique au Japan日本開催「音楽の祭日」 

■会  場 区内のライブハウスや蒲田駅東口駅前広場 

大田区外では丸の内や目黒・品川にて開催 

■事業内容 すべての演奏が街頭でしかも無料で楽しめる「音楽の祭日」はフラン

ス発の世界規模の音楽イベント。東京開催の事務局をスター楽器が

担当しています。まちかどを通りかかった多くの区民に今年も音楽

の楽しさを伝えることができました。 

 

 

 

 

 

▼ さかさ川通り「おいしい道計画」への協力後援 

■主  催 （一社）蒲田東口おいしい道計画／蒲田東口商店街商業協同組合 

 ■共  催 大田区／（公財）大田区文化振興協会 

■会  場 さかさ川通り（大田区蒲田 5丁目 21番から 30番周辺） 

 

５／２４（金）〜２６（日）2019おいしいピクニック  

              Summer Beer Garden 

■事業内容 ２０１８の夏イベントは、ストリート・ビアガーデン。アプリコみんなの

音楽祭とのコラボレーションで音楽イベントも実施。ふらりとやってきて

ジョッキでのどを潤すという真夏の醍醐味！を味わっていただきました。 

 

 

１０／１８（金）〜２０（日） おいしい収穫祭-201９- 

■事業内容 蒲田のまちがそろって秋の実りをたのしむ日、おおた商い・観光展や友好

都市ふれいあひろばの催しと連動したストリートイベント企画「秋の収穫

祭」。蒲田のまちをもっと楽しくもっとおいしく、まちづくりの輪が広が

ることをめざしての試みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▼ 大田バスケットボールフェスタ 201９への後援協力 

■主  催 大田バスケットボールフェスタ実行委員会 

■参加団体 東京羽田ヴィッキーズ アースフレンズ東京Ｚ 

大田区バスケットボール連盟 大田区ミニバスケットボール連盟 

大田区中学校体育連盟 東京都立つばさ総合高等学校 

日本工学院専門学校 スペシャルオリンピックス日本・東京 

■会  場 大田区総合体育館 片柳アリーナ（日本工学院専門学校体育館） 

■事業内容 大田区を拠点とするWJBL（女子リーグ）羽田ヴィッキーズと B2（男子リーグ）アースフレンズ

東京Ｚの試合に合わせ、誰もがバスケを楽しむことを目的として行われる地域連携プログラムをバ

スケットボールフェスタとして実施しています。ａｓｃａは大田区の知的障害をもった若者たちの

バスケットボール活動を地域で支えるためのネットワークを作り出すためのお手伝いしています。

プロチームやスペシャルオリンピックスチームとの橋渡しに努めました。今年、その成果を発表す

る場「第 1回全国ユニファイドバスケットボール大会」が開催される予定でしたが台風の影響によ

り中止になってしまいました。しかし、両チームとのつながりはより強いものになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ asca会員への協力 

  

 ７／２５（木） トランジスターレコード祭 

 ■主  催 (株)トランジスターレコード 

 ■会  場 大田区民プラザ 小ホール 

 ■出  演 茶木みやこ 鎌倉研 ゲスト/斉藤哲夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ４／２０（土） メーテルトリオが贈る楽しいコンサート 

 ■主  催 大田文化の森運営協議会 

 ■会  場 大田文化の森ホール 

 ■出  演 歌・語り／江原陽子 

       ヴァイオリン／松井利世子 ピアノ／石岡久乃 チェロ／高橋順子 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年 ２／１（土）国際都市おおた 和太鼓フェスティバル 

 ■主  催 大田区太鼓連盟 大田区 （公財）大田区文化振興協会  

 ■会  場 大田区民ホール アプリコ 大ホール 

 ■出  演 荏原流れ太鼓ひびき會 大田区太鼓連盟合同チーム 大田区民謡連盟 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８／１０（土） THE PIANO QUARTET 

 ■主  催 Resona Trio 

 ■会  場 サンハートホール 

 ■出  演 ピアノ／五味田恵理子  

       ヴァイオリン／猶井悠樹 ヴィオラ／中村翔太郎 チェロ／小畠幸法 

 ■曲  目 A.ドヴォルザーク／ピアノ四重奏第 2番変ホ長調作品 87 

       J.ブラームス／ピアノ四重奏第 3番ハ短調作品 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《会員交流活動》 

 

 ▼ ２／６（水） わくわく文化のまちづくり  201９年ａｓｃａ新年交歓会 

 

■主  催 大田まちづくり芸術支援協会（ａｓｃａ） 

 ■会  場 フォルティーノビル１Ｆ  

 ■参  加 ８０名 

 ■内  容 ａｓｃａ会員のみなさまが一堂に会し新しい年の抱負を語り合う恒例の新年交歓会、大勢のご参加を

いただき楽しい会になりました。SNS で動画が話題になっている駅ナカでピアノを弾く、ならぬ「asca ピアノ」

を試み、ご参加の皆さまにもお楽しみいただくことができました。 

 

 

《諸会議》 

 

▼ asca運営会議（事務局運営会議）              

 ■会  場 asca事務局 

 ■日  時 １月２７日（月） 

 ■議  題 ・2020年新年交歓会について ・今後の事務局体制について 

 

▼ 理事会・定例総会 

■会  場 フォルティーノビル１Ｆ会議室 

■日  時 ６月１２日（水） 

■議  題 （１）２０１８年度事業・会計報告承認について 

（２）２０１９年度事業計画・予算決定について 

（３）報告事項 asca助成金交付結果と助成予定事業の報告 他 


