平成 23 年 2 月 29 日

「チャリティー、ボランティア活動報告」
被災地支援推進チーム
岩 本 伸 一
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３月１８日

卒業式 平成 22 年度卒業生による募金活動
募金額 音楽学部¥33.252 短期大学¥71.976

４月

平成 22 年度ピアノコースウィーン研修旅行参加学生による募金活動
募金額 ¥14.508

４日

４月１６日

「 GWE （ ｸ ﾞ ﾘ ｰ ﾝ ﾀ ｲ ・ ｳ ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ｱ ﾝ ｻ ﾝ ﾌ ﾞ ﾙ ） チ ャ リ テ ィ ー 室 内 楽 コ ン サ ー ト 」
南青山アリストホールにて GWE のメンバーによる小アンサンブルのコンサート
募金額 ¥15.000（責任者 伊藤康英教授）

４月２８日

「Oh!Cheese チャリティーコンサート」
短期大学生６名によるボーカルコンサート

募金額

¥49.497

４月２８日
～３０日

「第 52 回八戸地区吹奏楽祭兼災害復興支援チャリティーコンサート」
依頼演奏及び管打楽器講習会出演 ﾊｰﾄﾌﾙ・ﾌﾚﾝｽﾞ・ｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ（30 名の吹奏
楽団を在・卒生により急遽結成、指揮 金井俊文）貸切バスにて青森県八戸へ派
遣。13 名が講習会の指導を行う。

５月

「第５回和太鼓定期演奏会」での募金活動

１日

５月１３日

募金額

¥12.432

「霊南坂チャリティー・マラソンコンサート」
指揮 山本武雄 出演 トランペット佐藤友紀 チューバ渡辺
British Brass・在・卒生による英国式金管バンド）

功

５月１３日

マスターズコンサート Vol.1 ｢サクスケルツェット・コンサート｣
講師・教授によるコンサート 募金額￥4.212

５月１４日

千葉県旭市避難所より依頼の慰問演奏
音大生・大学院生 6 名によるボーカル＆スティールパン＆パーカッション

５月１８日

「専攻科アンサンブルコンサート」前田講堂
専攻科全員 16 名による。 募金額￥6.100

５月２１日
２２日

「Second Season」RP コース２年生 ビックマウス
「Three Quarter」RP コース３年生 募金額￥295

５月２３日

「洗足学園音楽大学管弦楽団チャリティーコンサートシリーズ Vol.1」
指揮 アシュケナージ 出演 洗足学園音楽大学管弦楽団 前田ホール
他ボランティア学生 7 名 集客 770 人 募金額 ￥942.022

５月２６日

「チャリティーコンサート in ビッグマウス」
出演 原 朋直 ジャズコース７名の学生によるライヴコンサート
募金額￥16.887

５月２９日

「釜石と夢のスクラム」チャリティーコンサートに出演 11 時～15 時
井の頭線永福町 駅前通り、しあわせ通り、屋上ふくにわ、北口商店街
渡部亨ゼミ 22 名

６月 ４日

打楽器アンサンブル演奏会 前田ホール
出演：大学・大学院 打楽器コース、ミュージカルコース選抜学生
募金額￥84.665 集客 784 人
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６月 ８日

「ミュージカルワークショップおよび合同演奏会」千葉県旭市小学校
出演 篠原 真 倉迫 康史 ミュージカル選抜学生約 14 名

６月１１日

「ファンファーレオルケスト第 11 回定期演奏会」 前田ホール
出演 洗足学園音楽大学ファンファーレオルケスト 募金額￥9.030

６月１１日
１２日

仙台市 円形公園「Jazz Promenade in Sendai」での演奏
出演 ①東北出身 Jazz コース学生５名
②蟻正行義 原朋直 Jazz コース学生４名
集客約１００人

６月１４日

「邦楽チャリティーコンサート」 四谷区民ホール
（公開リハーサルとして、被災地の方々を対象に 300 名ご招待）
出演 西潟昭子 石垣清美 西川啓光 玉木宏樹/他 現代邦楽コース学部、院、
卒業生 募金額￥131.631(日本赤十字社)、￥131.630(にっこり写真セミナー実行
委員会)

６月１５日

「藤瀬友希／稲荷玲美プレゼンツ アルパカオーケストラ」
ビッグマウス 出演ジャズコース学生・卒業生、トロンボーンコース学生
募金額￥6.000 集客 107 人

６月１８日

「色んな楽器でクラシック」東山田地域ケアプラザ
洗足学園高等学校音楽科卒業生有志によるチャリティーコンサート
地元住民を招待、募金活動を実施 募金額￥49.500 円 集客 50～70 人

６月２７日

音楽教育コース３年生リコーダーアンサンブル
丸井溝の口２階入口前 募金活動（以後毎月第４月曜日 18 時～19 時）
募金額￥23.809

７月２,３日

「Jazz コースライブ」ビッグマウス 両日 11：00～
出演 JAZZ コース学生 アンサンブル発表会で募金活動を実施
募金額 2 日￥10.932、3 日￥19.886

７月

「サクソフォーンオ－ケストラ」横浜みなとみらいホール 13 時開演
「ブリティッシュブラス第 33 回定期演奏会」 18:30 開演
募金額￥610

３日

７月１０日

「福島県相双支部発表会 打楽器よろず相談窓口｣の設置 相馬市立向陽中学校
派遣講師
山澤洋之講師 小笠原まどか（打楽器研究所員）

７月１２日

「東日本大震災復興支援コンサート」桜木町キングハウスバー
出演 ジャズコース学生及び卒業生１３名 募金額￥13.556

７月１８日

「専攻科 アンサンブルコンサート」14 時又は 15 時
専攻科全員 16 名 募金額￥5.852 集客 65 人

７月２５日

音楽教育コース３年生リコーダーアンサンブル
丸井溝の口２階入口前 募金活動（毎月第４月曜日 18 時～19 時）
募金額￥12.206

８月

札幌
出演

７日

８月１４日

ブラックホール

芸術の森野外ステージ「Share the World」での演奏
香取良彦 原朋直 洗足学園音楽大学ゲット・ジャズ・オーケストラ

「東日本大震災追悼演奏会」宮城県黒川郡 まほろばホール 14 時開演
指揮 ヤン・ヴァン=デル=ロースト 出演 洗足学園音楽大学東北出身者及び
宮城県中高生有志 計 100 名 集客 400 人
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８月１８日

SSPC「三陸－湘南 フェニックス・キャンプ」
岩手県山田高校の吹奏楽部・野球部を逗子葉山に迎えてのキャンプとジョイント
コンサート
指導・指揮 岩本伸一准教授

８月２０日

西村雅彦：朗読チャリャティー「心やすまれば･･･」での演奏 南三陸町
ホテル海洋 出演 弦楽器コース学生・卒業生４名

９月１１日

西村雅彦：朗読チャリャティー「心やすまれば･･･」での演奏 石巻市
河北総合ｾﾝﾀｰ 出演 サックス専攻生４名

９月１３日

「Kammer Musik Abend」北島ゼミ室内楽コンサート KAWAI 表参道パウゼ
募金額￥6.427 集客 75 人

９月２３日

岐阜県吹奏楽連盟 50 周年記念事業
「がんばろう、日本！東日本大震災復興応援チャリティー」全飛吹奏楽祭
高山市民文化会館ホール（台風のため学生派遣中止）

９月２６日

音楽教育コース３年生リコーダーアンサンブル
丸井溝の口２階入口前 募金活動（毎月第４月曜日 18 時～19 時）
募金額￥10.436

９月２６日

「洗足学園音楽大学管弦楽団チャリティーコンサートシリーズ Vol. 2」
指揮 ヘルベルト・ブロムシュテット 出演 洗足学園音楽大学管弦楽団
前田ホール 19 時開演 募金額￥701.136（￥698.105+€20） 集客 722 人
（収益金は全額いわき市へ寄付)

10 月１２日

「希望と絆チャリティーコンサート」前田ホール 19 時開演
デニス・パトコヴィチ アコーディオンリサイタル
募金額￥88.500 集客 131 人

10 月１３日
創立記念日

「希望と絆チャリティーコンサート」前田ホール
ファインアーツ・アンサンブル 出演 岩本伸一
黒木岩寿 中鉢 聡 露木 薫 山田武彦
募金額￥220.097 集客 236 人

10 月１５日

「希望と絆チャリティーコンサート」 2400 講堂 16 時開演
石井喜久子 presents FunnyFellows ～Percussion LIVE～
入場料 500 円 収益は全額寄付
募金額（入場料含む）￥86.952 集客 154 人

10 月２４日

「あっぷる」サクソフォーンカルテット（音楽教育コースの代役）
丸井溝の口２階入口前 募金活動（毎月第４月曜日 18 時～19 時）
募金額￥16.297

10 月２４日

「Kammer Musik Abend」北島ゼミ室内楽コンサート ヤマハ横浜店
募金額￥2,753 集客 70 人

11 月

「ブリティッシュブラス第 34 回定期演奏会」募金額￥51.401

3日

19 時開演
神谷百子 蔵野蘭子

集客 1.032 人

11 月１３日

打楽器チャリティーコンサート～マリンバ･パーカッションによる～
東山田中学校地域コミュニティハウス 募金額￥11,520（主催者を通じて寄付）
石井喜久子、他学生 4 名
（責任者 石井喜久子准教授）

11 月１７日

「洗足学園音楽大学管弦楽団チャリティーコンサートシリーズ Vol. 3」
指揮 クルト・マズア 出演 洗足学園音楽大学管弦楽団 前田ﾎｰﾙ 19 時開演
募金額￥438.836 集客 615 人

月

日

活

動

内

容

11 月 26 日
～12 月 4 日

Senzoku Winter Festa

12 月 9 日

「Little Shop of Horrors」前田ホール 集客 620 人
出演 ミュージカルコース学生 募金額￥21.359

12 月 10 日

「Little Shop of Horrors」前田ホール 集客 781 人
出演 ミュージカルコース学生 募金額￥40.381

12 月 21 日

アゼリア クリスマスライブ 川崎駅地下アゼリア内サンライト広場
出演 渡部ゼミ 3 年生 募金額￥17.906

12 月 23 日

打楽器アンサンブル第 32 回定期演奏会 前田ホール
出演 洗足学園音楽大学打楽器アンサンブル、森茂、渡辺俊幸
募金額￥36.029 集客 1227 人

2012 年
１月 7・8 日

岩手県宮古市・大船渡市 楽器講習会 参加者 393 名
講師 14 名を派遣
FL 渡部亨 坂下智子 OB 中川香保里 CL 斉藤紋子 扇谷希
SX 岩本伸一 大城正司 TP 山本英助 古田賢司 HR 飯笹浩二
EP 新井秀昇 TU 生田憲司 PI 石井喜久子

募金額￥2.698.561

（あしなが育英会へ寄付）

TB 暮林直樹

１月２２日

「希望と絆チャリティーコンサート」カトリック上野毛教会 15 時開演
声楽アンサンブルコンサート 出演 学生 21 名、演奏補助 1 名、教員 10 名
募金額￥57.812 集客 122 名

２月１９日

打楽器チャリティーコンサート
～マリンバ･パーカッション・スチールパン・ピアノによる～
東山田中学校地域コミュニティハウス
石井喜久子、他学生 4 名

３月１日～
４月 ８日

東北産直協議会
大学生７名

３月

「いわき市ボランティア演奏会(仮題)」福島県いわき市
秋山徹、他学生 25 名

４日

３月１２日

販売ボランティアに参加予定
いわきゆったり館

「希望と絆チャリティーコンサート」前田ホール 19 時開演
指揮 秋山和慶 演奏 教員 139 名による吹奏楽、オーケストラ

