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第３７回飯山市青少年芸術祭(舞台部門) 開催のお知らせ 
 

 
 
１１月３日(木・祝)文化の日、午後１時から飯山市文化交流館なちゅらにて、第３７回

飯山市青少年芸術祭が開催されます。市内の小・中学生による、合唱、ダンス、鼓笛、吹

奏楽など、日頃から授業や課外活動、地域のサークル活動で学んできたものを発揮する場

であるとともに、市民の皆さんにもご覧頂ける絶好の機会です。  
詳細は別添パンフレットをご覧ください。 
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【 小さな世界Ａ　小さな世界Ｂ 】

【センスの踊り】

【 花園へ 】

【 グラン　パ　クラシック 】
【 コーダー 】

【　勇気１００％　】
作詞：松井五郎  /  作曲：馬飼野 康二

【  あの雲のように  】
作詞：芙龍明子 / 編曲：飯沼信義

【　海の声　】
作曲：島袋優  /  編曲：宮川成治 【　怪獣のバラード　】

【  宝　島  】
作曲：和泉宏隆 / 編曲：真島俊夫 【  英雄の証 ～モンスターハンターより  】

【　天体観測　】 【　ジングルベル　】
作曲：藤原基央  /  編曲：山里佐和子

【  シュガーソングとビターステップ  】 【  海の声  】
作曲：田淵智也  /  編曲：宮川成治 作曲：島袋優 / 編曲：小島里美

【　希望の歌  ～交響曲第九番～　】
作詞：六ツ見純代  /  作曲：ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ他 【  島　唄  】

【  世界中のまだ見ぬ友へ  】 作詞作曲：宮沢和史

作詞作曲：弓削田健介

「やさしい心の三年生」を学級目標に、日々様々なこと
にチャレンジする秋津小学校三年生の子どもたち。今日
は、音楽会で自信をつけた、歌とリコーダーの発表に
チャレンジします。二部合唱では、高音と低温の重なり
が、リコーダー奏では、一人一人の奏でる音色がホール
全体に響くよう精一杯発表します。どうぞ、お聴き下さ
い。

秋津小学校の五年生です。合唱「怪獣のバラード」、合
奏「英雄の証」を演奏します。「怪獣のバラード」は、
怪獣が愛と海を求めて旅に出る歌です。怪獣の健気な様
子を歌い、表したいです。「英雄の証」は人気ゲーム・
モンスターハンターのテーマ曲です。英雄の勇ましさ
や、優しさを表したいです。みんなで心を合わせて演奏
します。お聴き下さい。

戸狩小音楽クラブです。今年は３年生から５年生が所属

し、週に２回朝に集まって楽しく練習しています。今年

はなちゅらで演奏できる！と、この日をとても心待ちに

してきました。ハンドベルとグロッケンのキラキラした

音色と、たくさんの楽器で奏でる音色を、みんなで心一

つに演奏します。どうぞお聴きください。

私たち泉台小学校の１・２・３年生は、運動会で踊った

エイサーを披露します。運動会では２・３年生は１年生

のお手本となり堂々と踊ることができました。１年生

は、上級生と同じ踊りを一生懸命練習しました。いいや

ま灯ろう祭りでも披露して自信をつけました。泉台キッ

ズ１・２・３の元気な演奏を、ぜひお楽しみください。

【「くるみ割り人形」 より 王子のヴァリエーション】

【「白鳥の湖」 より スペインの踊り】

【「眠れる森の美女」 より オーロラ姫のヴァリエーション】

皆さんこんにちは。この度白鳥バレエ学園飯山教室で一

緒にレッスンをしてきた石崎悠乃さんがドイツへの留学

が決まり、この九月にバレリーナになる夢を追いドイツ

へ旅立ちました。飯山から世界へ、そんな栄光を励みに

私たちはレッスンをしています。今日は山ノ内教室の皆

さんと一緒に踊りたいと思います。是非ご覧下さい。

【「くるみ割り人形」 より 中国の踊り】

城南中学校吹奏楽部です。今日は、３年生が引退してか
らの初のステージとなります。これから私たちが演奏さ
せていただく曲は、「天体観測」と「シュガーソングと
ビターステップ」の２曲です。天体観測は冒険したくな
るような曲でシュガーソングとビターステップはアニメ
の主題歌にもなった盛り上がれる曲です。２曲続けてお
聴き下さい。

「ハッピーフレンズ」とは「全校皆が学年をこえて仲良

くなろう」という願いで考えた今年度の児童会スローガ

ンです。１～６年生で構成された「なかよし班」での活

動を大切にし、友達の輪をひろげています。歌声にも力

を入れ、学校中で「歌声の木」を育てています。今日は

皆さんに、仲の良さと笑顔と希望を歌声にのせて届けた

いと思います。

【とけいのうた】

私たちは先月の文化祭で３年生が引退し、１・２年生中

心の初の舞台になります。皆さんに楽しんでもらえるよ

うに精一杯演奏したいと思います。本日演奏させていた

だく曲はおだやかな海を感じられる「海の声」と全員が

明るく盛り上がれる「宝島」の二曲です。楽しんでお聴

きください。

１ 城北中学校吹奏楽部 13:05（吹奏楽） ２７名

２ 城南中学校吹奏楽部 13:17（吹奏楽） ２５名

３ 常盤小学校ハッピーフレンズ 13:41（合唱） ３６名

４ 白鳥バレエ学園飯山教室 13:55（クラシックバレエ） ２３名

８ 泉台キッズ１・２・３ (ワンツースリー) 14:52

第３７回飯山市青少年芸術祭(舞台部門)開催にあたって

平成２８年１１月３日 飯山市公民館長 田中好一

５ 秋津小学校３年生 14:16

６ 秋津小学校５年生 14:28（合唱・合奏） ２７名

７ 戸狩小音楽クラブ 14:41（合奏） １２名

これからの変化の速い、そして厳しい社会、次世代を担う子どもたち、若者には、自
ら未来を切り開いていく力を育てることが求められます。
そこでは子どもたち、若者が地域に出ること、そして、地域になにができるかの視点

が重要です。子どもたちが自分の地域に貢献することは、社会貢献の第一歩であり、地

域を知り地域を愛する気持ちにつながっていきます。これからの厳しい社会を逞しく生
きていく力につながっていきます。
この青少年芸術祭はその大事な一機会であると考えています。
ここに伝統ある飯山市青少年芸術祭が、会場を文化交流館‘なちゅら’に移しての記

念すべき芸術祭として、第３７回を迎えて盛大に開催できますことは、ひとえに関係され
る皆様方のご尽力の賜であると、主催者といたしましても心から感謝申し上げます。
出演される皆さんには、毎日の生活の中で貴重な時間を割いて練習を重ねていただ

き、本当にうれしく思います。自らを高めていく一機会としていただければ幸いでありま
すし、地域の方々が皆さんの発表を楽しみにしておられることもこの芸術祭の素晴らし
さでもありますので、大いに練習の成果を発揮し、発信をしていただきたいと思います。

熱心にご指導をいただきました学校の先生方、地域の皆様方に厚くお礼申し上げる
とともに、思い出の一ページを飾るにふさわしい舞台芸術となることをお祈り申し上げ、
ご挨拶といたします。

（合唱・リコーダー奏） ２４名

（ダンス） ４２名



【 運動会メドレー (ﾄﾞﾗﾑﾏｰﾁ・校歌・鉄腕ｱﾄﾑ) 】

【　あした笑顔になあれ　】
作詞：渡辺なつみ  /  作曲：西澤健治

【  いのちの名前  】
作詞：覚和歌子  /  作曲：久石譲

【　COSMOS　】
作詞作曲：ミマス  /  編曲：富澤裕

【 オープニング 】
【 ペコリナイト 】
【 Happiness 】
【 Wings 】
【 clap clap 】
【 One 】
【 みんながみんな英雄 】
【 エンディング 】

私たち合唱隊は、歌の好きな４年生から６年生の２９名

で活動しています。今年も飯山市のイベント等に参加す

る機会をたくさんいただき、それを励みにしながら毎日

練習をしています。今回演奏する２曲も、ハーモニーの

美しさや合唱の楽しさが聴いてくださる方々に伝わるよ

う、心をこめて歌います。どうぞお聴きください。

私たちは、飯山小学校５年生６２名です。毎朝の歌の時

間や、音楽の時間に二部合唱曲コスモスを練習してきま

した。最初は自分のパートがうまく歌えなったけど、練

習を重ねるうちに、自信がついてきました。どうぞ、お

聴き下さい。

私たちＣＨＡＲＭＹは、飯山市内・外の保育園から中学
生までのチアダンスチームです。園児から２年生のダイ
ヤモンド、小学校中学年のスマイル、高学年のフラ
ワー、体操などを取り入れた有志チームのRe☆gats(リ
ガッツ)から成り、『元気・勇気・笑顔』を目標に毎週楽
しく練習しています。今日は、１年間の練習の成果を発
表します。ご声援よろしくお願いします。

運動会の入場行進でおこなった鼓笛演奏を青少年芸術祭

特別バージョンでお聴きください。今年、木島小学校は

開校１３０周年を迎え、運動会も１３０周年記念運動会

として行われました。地域の方から寄付をいただき、

マーチングキーボードをそろえることができました。地

域の方への御礼の気持ちも込めて精一杯演奏します。

９ 木島小学校６年生 14:59（鼓笛演奏） １９名

会場:文化交流館なちゅら
主催:飯山市公民館

～ご来場の皆様へ～

本日はご来場いただき誠にありがとうございます。

子ども達の日頃の練習の成果が発揮される素晴らしい

ステージを最後までゆっくりお楽しみください。

なお、演奏中の客席への出入りはご遠慮くださいます

ようご協力をお願いいたします。

１０ 飯山小学校合唱隊 15:09（合唱） ２９名

1２ CHARMY 15:30（ダンス） ３９名

２０名

５名

１１ 飯山小学校５年生 （合唱） ６２名 15:21


