




那覇ジュニアオーケストラの活動
（２０１４年８月～２０１５年７月）

第１回定期演奏会 ２０１４年８月２４日
（那覇市民会館大ホールにて）

管楽器募集説明会 ２０１４年９月２３日
（銘刈小学校地域連携室にて）

今年も沖縄交響楽団のチャリティーコンサート「メサイア」の
アンコール曲『ハレルヤ』の演奏に７名の団員が参加しました。

那覇ジュニア初の定期演奏会。
弦楽器の団員に管・打楽器の講師や
賛助の先生方も加わりました。

定期映像鑑賞会 ２０１４年９月７日
（銘刈小学校地域連携室にて）

定期後最初の練習会では
定期演奏会の映像を

みんなで鑑賞しました。

いよいよ管楽器の募集が始まりました。

２０１４年１０月１９日
弦・管楽器初の合同練習会

２０１４年１０月１３日
管楽器初の練習会

豊平楽器様より楽器寄贈 ２０１４年１１月６日
（豊平楽器にて）

昨年に引き続き、今年も豊平楽器様から、
ヴァイオリンの寄贈がありました！

お茶会２０１４年１２月２１日
（銘刈小学校地域連携室にて）

２０１４年最後の練習会の後に
お茶会を行いました。

一芸大会では団員の中から
マジックを披露したり、
なぞなぞを出したりと
盛り上げてくれました。

「メサイア」出演２０１４年１２月２３日
（沖縄市民会館にて）
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ルードヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズのメンバーによるワークショップ２０１５年５月４日
（南城市シュガーホールにて）

ストリートライト ケイデンスと交流 ２０１５年７月１１日

ヴァイオリン／白井 圭
ヴィオラ／ヤニス・リーバルディス
チェロ／横坂 源
コントラバス／幣 隆太朗
クラリネット／ディルク・アルトマン
ファゴット／ハンノ･ドネヴェーグ
ホルン／ヴォルフガング・ヴィプフラー

ルードヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズの
メンバーは、ドイツのシュトゥットガルト放送
交響楽団やサイトウ・キネン・オーケストラな
どで活躍している演奏家の方々です。

楽器別のワークシヨップ

合同演奏

この日に合わせて那覇ジュニアの
ポロシャツを作りました！

イラスト／安座間 かのん

合同演奏

質問コーナー

ヴァイオリン&ボーカル／ジョナサン・フランクリン
チェロ&ボーカル／ブライアン・ウェブ
ギター&ボーカル／チャズ・ウマモト
アコーディオン&ボーカル／ジェシー・シロマ

ミニライブ

ハワイを代表するフォークポップバンド
「ストリートライト ケイデンス」との楽しい交流会!
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那覇ジュニアオーケストラの活動
（２０１５年８月～２０１６年７月）

第２回定期演奏会 ２０１５年８月９日
（パレット市民劇場にて）

今年も沖縄交響楽団のチャリティーコンサート
「メサイア」のアンコール曲『ハレルヤ』の

演奏に９名の団員が参加しました。

管楽器の団員も加わった
初めての定期！

指揮は琉球フィル正指揮者松元宏康先生

定期映像鑑賞会 ２０１５年８月２３日
（銘刈小学校地域連携室にて）

定期後最初の練習会では
定期演奏会の映像を

みんなで鑑賞しました。

翁長のあ ちゃんの応援 ２０１５年１１月２９日
（銘刈小学校地域連携室にて）

今年も豊平楽器様から楽器（チェロ）の寄贈がありました。
大切に使わせていただきます！

お茶会２０１５年１２月２０日
（銘刈小学校地域連携室にて） ２０１５年最後の練習会の後にお茶会を行いました。

一芸大会では団員の中から２人そして団長も素晴らしいマジックを披露。

「メサイア」出演２０１５年１２月２３日
（沖縄市民会館にて）

那覇市教育長表敬訪問 ２０１５年８月３１日
（那覇市教育委員会にて）

第２回定期演奏会のご報告に、那覇市教育長を表敬訪問。
渡慶次教育長さんは中、高校時代に吹奏楽部で
トランペットを吹いていらっしゃったそうだす。

豊平楽器様より楽器寄贈 ２０１５年１１月５日
（豊平楽器にて）

「子どもフェスタinなは」に出演 ２０１５年１２月１３日
（文化てんぶす館那覇にて）

那覇市内で活動している多くの団体参加する
「子どもフェスタinなは」に初参加。

那覇ジュニアオーケストラがトリをつとめさせていただきました。

重い心臓病の為に心臓移植手術を必要としている
のあ ちゃんを音楽で応援。お父さんもいらしてくれました！



東日本大震災から５年
「響け！復興へのハーモニー ～つながる未来～」

岩手・宮城・福島・沖縄の子どもたちによる合同オーケストラコンサート
２０１６年３月２０日
（パレット市民劇場にて）

五嶋 龍＆AANMI（アジア・アメリカ現代音楽協会）音楽講座
２０１６年４月２４日 （銘刈小学校地域連携室にて）

この公演は「第４回ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞」を受賞。
大槌子どもオーケストラ、仙台ジュニアオーケストラ、相馬コドモオーケストラの団員等
１３名を招いて被災地と沖縄の子どもたちが音楽による交流を目的に開催されました。

イラスト／安座間 かのん

ヴァイオリン／五嶋 龍
指揮者／ユウガ・コーラ
作曲家／チャド・キャノン、小杉 紗代

パーク・ユンスン、ガース・ネウスタダー

ヴァイオリニストの五嶋 龍さんとアジア・アメリカ現代音楽協会の
皆さんが那覇ジュニアの練習会場を訪れ、音楽講座を行ってくれました。

那覇市教育長表敬訪問
２０１６年４月６日
（那覇市教育委員会にて）

合同オーケストラコンサートのご報告に
渡慶次那覇市教育長を表敬訪問。

合同演奏東北の子供達が沖縄に到着

「第４回ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞」
授与式

城間那覇市長も
駆けつけてくれました

多くのメッセージが
寄せられました

在沖東北３県人会による
会場ロビーの展示



那覇ジュニアオーケストラの活動
（２０１６年８月～２０１７年７月）

第３回定期演奏会 ２０１６年８月１１日
（パレット市民劇場にて）

今年も沖縄交響楽団のチャリティーコンサート
「メサイア」のアンコール曲『ハレルヤ』の演奏に

１０名の団員が参加しました。

バレエ組曲「白鳥の湖」に挑戦した定期！
指揮は後藤正樹 先生

定期映像鑑賞会 ２０１６年８月２１日
（銘刈小学校地域連携室にて）

定期後最初の練習会では
定期演奏会の映像を

みんなで鑑賞しました。

クライスラークラスオーディション
２０１６年９月１１日

（銘刈小学校地域連携室にて）

「メサイア」出演２０１６年１２月１１日
（沖縄市民会館にて）

お昼休みコンサート ２０１６年８月２３日
（那覇市役所１階ロビーにて）

城間那覇市長さんもコンサートに駆けつけてくれました。
コンサートの後は渡慶次教育長さんを表敬訪問しました。

ベートーヴェンクラスの団員の中から、
クライスラークラスの初めてのオーディ
ションがありました。チャレンジした
子の中から10名がクライスラークラス

になりました。

サラ・オレイン with 琉球フィル
コンサート鑑賞２０１６年８月２８日
（沖縄コンベンションセンター劇場棟にて）

（株）ＯＣＣ５０周年記念『サラ・オレイン with 琉球フィルシンフォ
ニックコンサート』に、那覇ジュニアオーケストラの団員をご招待いただ
きました。

第６回
世界のウチナーンチュ大会出演

２０１６年１０月２９日
（沖縄セルラーパーク那覇にて）

３０分間のステージでしたが、
司会も日本語だけでなく、
英語に団員が通訳して、

海外からお越しのウチナーン
チュの方々にも楽しんでいた

だけました。



ブレーク オブ リアリティとの交流会
２０１７年１月８日 （銘刈小学校地域連携室にて）

イラスト／安座間 かのん

音楽大使としてアメリカ政府より任命されている「ブレークオブ リアリティ」はこれまでに4作のフルア
ルバムをリリースし、YouTubeで1200万の再生回数を記録、北米、南米、ヨーロッパ、アジアのコンサー
トではチケットが完売するなど、テレビ・ラジオ・インターネット音楽媒体で活躍しています。

スプリングコンサート
２０１７年４月２日

（サンエー那覇メインプレイス２Ｆオープンモールて）

那覇ジュニア初のスプリングコンサート。
会場は立ち見が出るほど大盛況でした。

お茶会２０１７年１月２２日
（銘刈小学校地域連携室にて）

毎年年末の最後の練習会の後に行われているお茶会を、
今年は１月に行いました。

一芸大会では多くの団員が披露してくれました。

「子どもフェスタinなは」に出演 ２０１７年１月１５日
（文化てんぶす館那覇にて）

那覇市内で活動している多くの団体が参加する
「第９回子どもフェスタinなは」に参加。

今年も那覇ジュニアがトリをつとめさせていただきました。

パトリック レアード /  チェロ
ローラ メットカフ / チェロ
アンドリュー ジャンス / チェロ
イバン トレヴィーノ / パーカッション

初の合宿
２０１７年３月２５日～２６日

（コテージ にらい恩納）

那覇ジュニア初の合宿です。
コテージごとに分かれたパート練習や、
食堂をお借りして合奏も行いました。



那覇ジュニアオーケストラの活動
（２０１７年８月～２０１８年７月）

第４回定期演奏会 ２０１７年８月６日
（「てぃるる」ホールにて）

指揮は松元宏康 先生
クライスラークラスの素晴らしい初演奏！

定期＆仙台公演映像鑑賞会 ２０１７年８月２７日
（銘刈小学校地域連携室にて）

今回は東北被災３県の大槌町、
仙台市、相馬市の紹介を団員
が分担して行いました。

「響け！復興へのハーモニーin仙台」 ２０１７年８月２０日
（日立システムズホール仙台にて）

「閖上に捧ぐ」 ２０１７年８月２１日
（ゆりあげ港朝市メイプル館にて）

東北の子どもたちと心ひとつに音楽を奏で、名取市閖上
では仙台フィルの皆さんと合同で献奏しました。
後日、共演した東北子どもたちから寄せ書きが届きまし
た！

クライスラークラス初めてのイベントでの演奏です。
堂々とした演奏に会場から大きな拍手が送られました。

スーパーキッズオーケストラ沖縄公演 ２０１７年１０月８日
（沖縄市民会館にて）

スーパーキッズオーケストラ沖縄公演のアンコールで、
那覇ジュニアオーケストラから３名が『芭蕉布』の演奏に

参加しました。

「中部徳洲会病院30周年記念病院祭り」出演
２０１７年１１月１９日

（中部徳洲会病院１階ロビーにて）

「天仁会フェスタ」オープニング演奏
２０１７年１１月２５日
（パークヒル天久にて）

クライスラークラスに
よるイベントでのオー
プニング演奏です。午
前の出演でしたが、多
くの方がいらしてくれ
ました。



ミッシャ・マイスキーさんと交流
２０１７年１２月３日 （シュガーホールにて）

主催者のお取り計らいで、マイスキーさんと那覇ジュニアオーケストラの交流の場を設けていただき、
シュガーホールのステージ上で歓迎の演奏を行いました。マイスキーさんは優しい眼差しで演奏を聞いて下さり、

さらに素晴らしいアドバイスもいただきました。さらに、マイスキーさんからのお声掛けで、
特別にリハーサルを見学させていただき、子どもたちにとって貴重な体験となりました。

小禄老人福祉センター「かりゆしうるく」の皆さんと小禄児
童館の子どもたちも集まっての『クリスマス・忘年会』で、
那覇ジュニアオーケストラ全員で初めての慰問演奏を行いま
した。

クリスマス会２０１７年１２月２４日
＆ 新年会２０１８年１月２８日

（銘刈小学校地域連携室にて）

クリスマス会では、いつも那覇ジュニアオーケストラを応援してくだ
さっている新垣 安子さんが、お菓子のプレゼントを持って来てください
ました。また、一芸大会では多くの団員が披露してくれました。

「子どもフェスタinなは」に出演 ２０１８年３月４日
（文化てんぶす館那覇にて）

今年も「第９回子ども
フェスタinなは」に参
加。那覇ジュニアがト
リをつとめさせていた
だきました。

今回も沖縄交響楽団のチャリティーコンサート
「メサイア」のアンコール曲『ハレルヤ』の

演奏に６名の団員が参加しました。

「メサイア」出演２０１７年１２月１７日
（沖縄市民会館にて）

合宿は長い時間練習で
きる貴重な機会です。
夜はパジャマ姿で一芸
大会！

「クリスマス・忘年会」出演 ２０１７年１２月１６日
（小禄老人福祉センターにて）

イラスト／安座間 かのん

合宿 ２０１８年３月３０日～３１日
（沖縄国際ユースホステルにて）



那覇ジュニアオーケストラの活動
（２０１８年８月～２０１９年７月）

第５回定期演奏会 ２０１８年８月１２日
「響け！復興へのハーモニーin沖縄～つながる未来～Vol,４」

（パレット市民劇場にて）

今年も沖縄交響楽団のチャリティーコンサ
ート「メサイア」のアンコール曲

『ハレルヤ』の演奏に５名の団員が参加
しました。

後藤 正樹 先生指揮のもと、４県の子どもたちの
息の合った演奏が会場に響きました！

定期映像鑑賞会 ２０１８年８月２６日
（銘刈小学校地域連携室にて）

定期後最初の練習会では
定期演奏会の映像を

みんなで鑑賞しました。

「那覇紙ヒコーキ大会」ファンファーレ演奏
２０１８年１１月２５日
（那覇新都心公園にて）

「メサイア」出演２０１８年１２月１６日
（沖縄市民会館にて）

お昼休みコンサート ２０１８年８月９日
（那覇市役所１階ロビーにて）

クライスラークラスで演奏しました。
コンサートの後は田端教育長さんを表敬訪問しました。

「なぐやけ平和コンサート」２０１８年１０月１２日
（那覇市役所ロビーにて）

「那覇紙ヒコーキ大会」の表彰式で、
トランペットパートがファンファー
レを演奏しました。

合 宿
２０１９年３月３０～３１日
（沖縄国際ユースホステルにて）

今年で３回目を数える合宿では、
スプリングコンサートの曲を中心
に、練習に励みました。

那覇市戦没者追悼式
「第23回なぐやけの碑慰霊祭」
関連事業として出演しました。

「平成30年7月豪雨」支援金２０１８年１１月２０日
（バイキング居酒屋リオにて）

「響け！復興へのハーモニー
In沖縄〜つながる未来〜」の
会場で、「平成30年7月豪
雨」への支援募金箱にいただ
いた皆様のご寄付を、一番被
害の大きかった広島県に届け
たいと、在沖縄広島県人会
（迫 幸治 会長)に、お預けし
ました。

音楽かるた

スプリングコンサート
２０１９年４月７日

（サンエー那覇メインプレイスにて）

安岡中学校吹奏楽部が賛助として
参加したスプリングコンサートに
多くの方が訪れ、私たちの演奏に
耳を傾けて下さいました。各演奏
毎に大きな拍手が送られました。

イラスト／安座間 かのん



那覇ジュニアオーケストラの活動
（２０１９年８月～２０２０年１２月）

第６回定期演奏会 ２０１９年８月４日
（パレット市民劇場にて）

後藤 正樹 先生指揮のもと、集中して本番は演奏できました。
また、クライスラークラスは四季より「春」の全曲演奏に

挑戦し、会場から大きな拍手を頂きました！

定期＆復興コンサート映像鑑賞会 ２０１９年８月２５日
（銘刈小学校地域連携室にて）

第６回定期演奏会と、宮城県名取市での「響け！復興への
ハーモニーin名取〜つながる未来〜」のコンサートを終え、
みんなでコンサートの映像を鑑賞しながらお茶会を行いま
した。名取公演に参加したメンバーから、訪れた相馬や名
取で訪れた東日本大震災の被災地の様子や、交流した大槌
や名取、相馬の子たちとのエピソードなどの発表もありま

した。

陸上自衛隊第１５旅団「旅団音楽まつり」
ゲスト出演 ２０１９年１１月３０日

（かでな文化センターにて）

イラスト／安座間 かのん

「響け！復興へのハーモニーin名取 ～つながる未来～」Vol.4
２０２０年８月１８日（宮城県名取市文化会館 大ホールにて）

宮城県名取市に４県の子どもたちが集まり、総勢
約１１０名のステージは圧巻でした。

全員の心をまとめて、ハーモニーを編み出してくだ
さった指揮者の佐藤寿一先生に感謝です。

！

離島を含む県内各地での巡回演奏、その他様々な
演奏支援や各施設の慰問演奏を行っている陸上自
衛隊 第１５旅団の「旅団音楽まつり」にゲスト出
演し、「文豪とアルケミスト」のテーマを共演し

ました。

琉球フィル「美らサウンズコンサート」
ウェルカム演奏 ２０１９年１２月８日

（与那原町観光交流施設にて）

障害者を主な対象とした琉球フィルハーモ
ニックオーケストラ公演「美らサウンズコ
ンサート」のウェルカム演奏をクライス
ラークラスのメンバーで担当しました。



毎年開催されている「子どもフェスタinなは」に参加しました。
会場のほしぞら公民館ホールで初めて演奏しましたが、昼食休憩の
後の出演だったので、いつもと違い落ち着いて演奏できました。

「子どもフェスタinなは」出演
２０１９年１２月１５日
（ほしぞら公民館にて）

一芸大会＆年末お掃除
２０１９年１２月２２日
（銘苅小学校地域連携室にて）

年末の最終練習会では恒例の一芸大
会と、いつも使わせていただいてい
る地域連携室のお掃除を行いました。

「奇跡のピアノ」沖縄コンサート 出演
２０２０年１月１３日（琉球新報ホールにて）

東日本大震災で津波にのまれ、瓦礫の
中から救い出された福島県いわき市豊
間中学校のグランドピアノは地元の調
律師の懸命な修理でよみがえり、「奇
跡のピアノ」と呼ばれ、各地で演奏会
が開かれています。沖縄のコンサート
では、命の大切さ、平和の大切さを、
音楽家と子どもたちの演奏、合唱とと
もに響かせて、東北・福島の復興と
「命どぅ宝」を願い開催されました。

「朝です！生です旅サラダ」の取材
で会場を訪れていた勝俣州和さんと
一緒に。

新型コロナ感染拡大防止のため練習会自粛①
２０２０年２月末～６月２０日

新型コロナウイルス感
染拡大防止のため緊急
事態宣言が発出され那
覇ジュニアの練習会が
行えなくなりましたが、
５月からZOOMによる
リモートレッスンを行
い、６月２１日から練
習会が再開できました。

今年も沖縄交響楽団のチャリティーコンサート「メサイア」の
アンコール曲『ハレルヤ』の演奏に９名の団員が参加しました。

「メサイア」出演２０１９年１２月１５日
（沖縄市民会館にて）

「クリスマス忘年会」出演
２０１９年１２月１４日
（小禄老人福祉センターにて）

小禄老人福祉センターのクリスマス忘
年会でオープニング演奏を致しました。
前回の私たちの演奏を覚えていてくだ
さっていて、立ち見も出るほどのたく
さんのお客様から大きな拍手をいただ

きました。



ハワイの姉妹都市とリモート共演
２０２０年１２月９日ハワイのテレビ局KHNLの番組

「Hawaii News Now」にて放送

ハワイ州観光局支援のもと、「ハワイ・ユース・シンフォニー」のチャリ
ティコンサート「He Makana O Na Mele: The Gift of Music」 に、 ハワイの
５つの姉妹都市（北海道・愛媛・広島・福岡・沖縄）のジュニアオーケストラ
の一つとしてリモート共演しました。

合宿２０２０年12月27日～12月28日
（沖縄国際ユースホステルにて）

定期演奏会に向けて合宿を行いました。指揮の松元宏康先生の
熱い指導のもと、少しづつ演奏が音楽的になってきました。

新型コロナ感染拡大防止のため練習会自粛②
２０２０年８月９日～９月２６日

またしても新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め那覇ジュニアの練習会が行えなくなりました。
今回はすぐにリモートレッスンに切り替えました
が、８月に予定していた第７回定期演奏会が２０
２１年１月１１日に、「響け！復興へのハーモ
ニーin沖縄 〜つながる未来」Vol.５が２０２１年
８月８日に延期となりました。９月２７日から感
染防止対策をしっかりと行いながら練習会が再開
されました。

琉球フィル「美らサウンズコンサート２０２０」
「パプリカ」手話披露 ２０２０年１１月２９日

（与那原町観光交流施設にて）

障害者を主な対象とした琉球フィルハーモニック
オーケストラ公演「美らサウンズコンサート」の
中でイ・ジュビンさんと岩田刻也くんが「パプリ

カ」の演奏に合わせて手話を披露しました。
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ウクレレ奏者のジェイ
ク・シマブクロさん、ハ
ワイアン女性シンガーの
ライアテア・ヘルムさん
と「ハワイ・アロハ」を
共演しました。

日本の５つのジュニ
アオーケストラで
「涙そうそう」を共
演しました。
那覇ジュニアは「守
礼の門」と「平和の
礎」で撮影しました。


