第 3回

アンシヤンテチヤリテイ]ン サート
〜小児 がん の 子 どもたちの笑顔 の ために〜

2017.2.25日
みずほ フィルハ ーモニー 弦楽 アンサンブル

藤沼哲朗

●指揮 :西 田 史朗

●演奏曲
e rnusica proibita

●演奏曲
・ ドボルザーク
弦楽セ レナー デょり

(禁 じられ た音楽 )

e tu ca nun chiane
(泣 かないお前 )

・ You′ ￨I Never Walk Alone

2001年 、第一勧業銀行・ 富士銀行・ 日
本興業銀行の三行合併 に伴い発足 した
みずほクリレープの管弦楽団。年 2回 定
期演奏会を実施、2016年 6月 に第 30回
記念 公演 をサ ン トリー ホ ー ル で行 つ
た。
今回は、
弦楽バー ト有志による演奏。

留 瑾,I

99年 太陽カンツォーネコンクール準優 勝。
ロン ドン ロイヤルアルバー トホール、ガラコンサー ト (ダ イアナ
妃主催英 国赤十字)に 出演等 Mibno′ London′ 東京でのチ ャリ
ティコンサー ト活動多数c

サーカス

●演奏曲
・ ミスタ ー・ サ マー タイム
・ アメリカン・ フィー リング
・ はじまりのコラソン

1978年 『 ミスター・サマータイムJ、 1979年 『アメリカン・

ジでライブを行 うなど国内外で多 くの聴衆を魅了する。

35周 年の記念アルバム「We Love Harmony!」 そ して、

￨

80年 代 の JPOPの 名 曲をサ ー カス流 にカバ ー した CD
「The Reborn Songs‑ 80′ sハ ーモニー〜」を リリース。
2015年 にサー カスの新企画 CD<POP STEPシ リーズ>
の第 13単 「POP STEP」 AZZ」 を、2016年 5月 に第 2弾
「POP STEP BOSSA」 を リリース し、東京 。名古屋 。大阪
のライブツアーを行 う。

BSN新 潟放送アナウンサーを経
てフ リー アナ ウンサ ーヘ。BSN
テ レビ「水曜見 ナイ ト」メイ ン
キ ャスター な どの レギ ュラー番
組を多数担 当。2015年 乳がん発
症以来、関連 する啓蒙活動 に積
極参加をする。ゴール ドリボンネッ
トワーク・チャリティコンサー ト
司会 や リレー 。フ ォー・ ライ フ
2016の 実行委員長をつとめる。

・インターナショナル
2017 ミス
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フィー リング上が大 ヒッ トし、 日本の音楽界 に颯爽 とデ
ビューする。それまでになか つた男女二人ずつのユニー
クなヴォー カル・ グループと して誕生。その後 メンバー
チェンジを経て、現在の新 しいサーカスとなる。洗練さ
れ た完成度の高いハ ーモニー は各方面 よ り高い評価 を
もつて迎えられている。
これまでも全 国各地での コンサー トを中心に活動 し、服
部克久、前田憲男のもと数多 くのオー ケス トラとも共演
し、万博や様々なイベ ン トでハー トフルなハーモニーを聴
かせてきた。2011年 5月 にはニ ュー ヨー クの「JAPAN
DAY」 か ら招聘され、セン トラルバ ー ク内の野外ステ ー

2013年 3月 に若い 2人 のメンバーが新加入。デビユー

親 J4‖ t代 で奏でる
ハーモニーワール ド

CasurO Fttnumめ

ゴール ドリボンネッ トワークのサポーター として
ご活躍をされている歴代の日本メンバー。2016年
の秋の選考会を経て選ばれたミス・準ミスが応援
にかけつけてくださいます。

会 開 チ

場 :第 一生命 ホール 鯖海トリトンスクエア内)東 京都中央区晴海 1… 8‑9
演 :14:30(開 場:14:00全 席 自由

ツ
ケット:¥3000誂、
高〆 1猛 ち キ
轟名
5325702

主催 :ア ンシャンテ・チャリティコンサー ト実行委員会 共催 :認 定 NPO法 人 トリトン・ アーツ 。ネットワーク/第 一生命ホール
後援 :ア フラック 協賛 :東 京新橋 □―タリークラブ みずほフィルハーモニー

お問い合わせ :ア ンシヤンテ 0チ ャリティコンサー ト事務局 conta⊂ t@pluswan.info
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殿 ￨

アンシ ャンテ・ チ ヤリティ コンサ ー ト開催 にあたつて
「アンシ ャンテ 。チ ャリティコンサ ー ト」は このたび第 3回 を迎える運び とな りま した。今回は、第 1部 では、昨年同様、
藤沼哲朗氏のテノール独唱とみずほフィル弦楽アンサンブルの演奏をお聴きいただき、第 2部 では、魅惑のヴォーカル・ グ
ル ー プ「サーカス」の演奏をお楽 しみいただきます。サー カスの皆様には、お忙 しい中このコンサー トの趣旨に賛同 して快
く出演をお引き受けいただき心よ りお礼申 しあげます。また、
今回も共催をいただ く第一生命ホール様、
後援 のアフラック様、
協賛の東京新橋 ロー タ リー クラブ様、みずほフィルハ ーモニー様に この場を借 りて厚 くお礼申 しあげます。今回も「小児
がんの子 ども達に笑顔を」 という思いを込めて、みんなで 楽 しい演奏会に していきたいと思います。
「アンシヤンテ 。チヤリティコンサー ト実行委員会 代表 金澤 洋
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チャリティ対象先

GOLD RIBBON NEttWORK
認定

NPO法 人

ゴール ドリボ ン・ ネ ッ トワー ク

子 どもたちの可能 性 の追求を阻むものの一つに「病 い」があ ります。
そ して、その「病 い」の筆頭が 「小児がん」です。
小児がんは、年 FE5 2′ 000〜

2′

500人 の子 ども達が新たに罹患 しています。

40年 前までは 日本でも不治の病 とされた」ヽ
児がんですが、今では小児がん全体の生存率は 70%〜 80%に 改善されてきていま
す。 しか しながらいまだに尊い命を奪 う病気の第 1位 であるとい う厳 しい状況にあることは変わ つていません。
そ ういう状況の中で私共は「小児がんの子 どもたちが安心 して笑顔で生活できる社会を創 りたい」 という想いで 2008年 よ り
活動を始め、小児がんの子ども達がもつ課題の解決に努めて参 りました。
私共の活動は次のようなものです。
①通院の為の交通費等の補助金制度や奨学金の支援、サ マー キャンプの支援、」ヽ
児病棟の学習室の整備等行 うことで、「小児
がん経験 者の QOL向 上」に取 り組んでいます。
②また、難治の小児がんを含めて小児がんの治癒率向上のための研究支援を行なつています。
○ ウォーキングやチ ャリティコンサ ー トの支援等を通 して小児がんの理解促進の活動を行なつています。
私共は今後 とも小児がんの子 ども達の可能性を拡げるために活動 して参 ります。
皆様の暖かいご理解 とご支援に心か ら感謝 してお ります。

理事長

松井 秀文

小児がんの子 どもとその家族をサポー ト
鉾

↓小児病 院 に寄贈
した子 ども達 のた
め の ゴール ドリボ
ン車いす。

輻

1当 法人が支援する「 ゴ
ール ドリボ ンウォーキ
ング 2016」 i∩ 日比谷
公園。

↑福島医大小児がん憲者・ 家族会のキ ャ
ンプ。Lb形 県湯野浜温泉で家族と―緒に。
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←
「 神経芽1重 の会」のキャンプでは野革茶
づ <り を体験。
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