
光庭のある情報プラザで至福のひとときを 

「光の庭プロムナード・コンサート」 

 

 “ポジティフ・オルガン”は1段鍵盤の、可搬式の小型のパイプオルガン。彩の国さいたま芸術劇場「光の庭プロ

ムナード・コンサート」では、ガルニエ社（フランス）製オルガンの魅力を、歌や楽器とのアンサンブルでお届けして

います。  

気軽に聴ける４０分間のショートプログラムで入場無料、また、オープンスペースで実施しているので普段はコン

サート会場に入れない小さなお子さまとも参加可能です。２００６年の開始以来、劇場周辺のお客様を中心に、県内

各地のお客様から首都圏在住のオルガン音楽愛好家まで、たくさんのお客様にご来場いただき、当劇場の周知に

一役買っております。夏休み期間に実施する回には子供向けの特別プログラムを、１２月には「キャンドル・アート・ナ

イト」（バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会）との共催で、会場にキャンドルをあしらって幻想的な雰囲気の

中でのコンサートを実施いたします。 

また、終演後には間近でオルガンをご見学いただけます。 

 

 

■開催データ 

回 年月日 公演タイトル 出演者 

１ ２００６.４.２２ バロック音楽～春の香り～ 
梅干野安未（オルガン） 

天野寿彦 （バロック･ヴァイオリン） 

２ ２００６.５.２７ 
モンテヴェルディとその周辺の作曲家たち 

～ダ・ヴィンチ・コードによせて 

永見亜矢子（オルガン） 

増田貴代子（ソプラノ） 

３ ２００６.６.２４ ～ポジティフ・オルガン スペシャル・コンサート～ 早島万紀子（オルガン） 

４ ２００６.８.１９ 音楽のかくれんぼ？！ 
大塚直哉（オルガン） 

鈴木美登里（ソプラノ） 

５ ２００６.９.１６ 
イタリアとスペインの初期バロック 

～リコーダーとオルガンによる熱き音色～ 

能登伊津子（オルガン） 

古橋潤一（リコーダー） 

６ ２００６.１１.１８ 
風のおしゃべり 

～オルガンと歌のコンサート～ 

佐藤礼子（オルガン） 

高橋絵里（ソプラノ） 

７ ２００７.１.２０ バロックから古典へ ―マンドリンとともに 
浅井寛子（オルガン） 

久松祥三（マンドリン） 

８ ２００７.３.１７ みんなのオルガン講座受講生によるコンサート オルガン講座受講生 

９ ２００７.４.７ オルガンとオーボエで巡る音楽の旅 
大木麻理（オルガン） 

本多啓佑（オーボエ） 

１０ ２００７.５.２６ ～初夏―はずむ音～ 
広沢麻美（オルガン） 

石渕 聡（マンドリン） 

１１ ２００７.６.９ ～歌うオルガン～ 
大木麻理（オルガン） 

山﨑千恵（ソプラノ） 

１２ ２００７.８.４ 
ふえ・ふえ・ふえがいっぱい ♪♪♪ 

オルガンも笛のなかま！！ 

大塚直哉（オルガン） 

奥田直美（リコーダー） 

１３ ２００７.９.１５ －バッハと北ドイツの音楽－ 
花澤絢子（オルガン） 

小林瑞葉（バロック・ヴァイオリン） 



１４ ２００７.１１.１０ 
ポジティフ・オルガン スペシャル・コンサート  

－北に住んで－ 
今井奈緒子（オルガン） 

１５ ２００７.１２.１ 
～クリスマスを待ち望む～ 

オルガンとクラリネットの出会い 

永瀬真紀（オルガン） 

横田揺子（クラリネット） 

１６ ２００８.１.２６ ～笛は歌う～ 
椎名雄一郎（オルガン） 

長瀬正典（サクソフォーン） 

１７ ２００８.２.１６ ～二人の風～ 
石丸由佳（オルガン） 

柴田恵梨子（トランペット） 

１８ ２００８.３.２９ J. S. バッハ ～その作品と横顔～ 
吉田 恵（オルガン） 

高橋節子（ソプラノ） 

１９ ２００８.４.１９ ～今日は主役。～ 
古賀智子（オルガン） 

二宮律子（ヴィオラ） 

２０ ２００８.５.１７ ～風に誘われて～ 
秋本奈美（オルガン） 

木村麻衣子（フルート） 

２１ ２００８.６.２８ ～踊るオルガン～ 
小野田良子（オルガン） 

長岡敬二郎（パーカッション） 

２２ ２００８.８.２ 
オルガンは小さな合唱隊！？ 

～うたをうたうオルガン～ 

大塚直哉（オルガン） 

ヴォーカルアンサンブル SPICA  

２３ ２００８.９.２０ 
秋はバロック 

～いろいろな形式で～ 

田上麻里（オルガン） 

西谷尚己（ヴィオラ・ダ・ガンバ） 

２４ ２００８.１１.２２ 
重ね合う響き。響き逢うふたり。 

～２台ポジティフ・オルガンな午後～ 

近藤 岳（オルガン） 

勝山雅世（オルガン） 

２５ ２００８.１２.２０ 
The First Nowell  

～オルガンとオーボエで贈るクリスマスの風景～ 

早川幸子（オルガン） 

市川鉄也（オーボエ） 

２６ ２００９.１.２４ ～星に寄せるうた～ 
佐藤礼子（オルガン） 

萩原潤（バリトン） 

２７ ２００９.２.２１ 
管々楽々  

～パイプオルガンは管楽器と仲間なのだ！～ 

浅尾直子（オルガン） 

本間千也（トランペット） 

２８ ２００９.３.２１ ～ハッピー・バースデー！ バッハ！～ 
浅井美紀（オルガン） 

能登谷安紀子（ヴァイオリン） 

２９ ２００９.５.９ 彩音 -２つの音が織りなす世界- 
川勝さちこ（オルガン） 

大山知佐子（ソプラノ） 

３０ ２００９.６.２７ ～めぐり逢い～ 
小島弥寧子（オルガン） 

本岩孝之（カウンターテノール） 

３１ ２００９.７.２５ ～放浪する音～ 
小野田良子（オルガン） 

高木潤一（ギター） 

３２ ２００９.８.２２ 夏休みスペシャル！ ～オルガンと踊ろう！～ 
大塚直哉（オルガン） 

熊谷乃理子（ダンス） 

３３ ２００９.９.２６ 南ドイツの秋～動物たちと共に～ 
川越聡子（オルガン） 

廣海史帆（バロック・ヴァイオリン） 

３４ ２００９.１１.１４ 
県民の日スペシャル＠音楽ホール 

秋の終わりに～心をほどく音楽 

徳岡めぐみ（オルガン） 

尾崎温子（バロック・オーボエ） 

３５ ２０１０.１.２３ 典雅なるバロック 
ジャン＝フィリップ・メルカールト（オルガン） 

西谷尚己（ヴィオラ・ダ・ガンバ） 

３６ ２０１０.２.２７ ～舞い降りた天使～ 飯沼 彩（オルガン）、冨平安希子（ソプラノ） 



３７ ２０１０.４.１７ ～南へ！ 自由へ！～ 
広沢麻美（オルガン） 

長岡聡季（バロック・ヴァイオリン） 

３８ ２０１０.５.２２ ～バッハの息子たち、弟子たち～ 
長山 結（オルガン） 

ディック・コーマンス（オルガン） 

３９ ２０１０.６.２６ ～ルネサンス・バロックいろいろ～ 
齋藤麻衣（オルガン） 

渡辺隆太（トランペット） 

４０ ２０１０.７.２４ ～熱くも涼しき、サックス×オルガン ＳＵＭＥＥＲ ＬＩＶＥ！～  
原田靖子（オルガン） 

曽宮麻矢（サクソフォーン） 

４１ ２０１０.８.２８ 

夏休みスペシャル！  

オルガンといっしょにおはなしの世界へ  

～ムフタール通りの魔女～ 

勝山雅世（作編曲、オルガン） 

鈴木智香子・阿部よしつぐ（おはなし） 

４２ ２０１０.９.２５ ～笛、さまざま～ 
大塚直哉（オルガン） 

菊池香苗（フルート、フラウト・トラヴェルソ） 

４３ ２０１０.１１.２７ 秋から冬へ～万霊節と待降節の音楽を集めて～ 
早川幸子（オルガン） 

小笠原美敬（バス・バリトン） 

４４ ２０１０.１２.１８ ～神様からの贈り物～ 
高橋博子（オルガン） 

鵜木絵理（ソプラノ） 

４５ ２０１１.９.２４ ～自然に息吹く音～ 
小野田良子（オルガン） 

渡辺 淳（尺八） 

４６ ２０１１.１０.２９ ～イタリアの風～ 
堀切麻里子（オルガン） 

仲間知子（フラウト・トラヴェルソ） 

４７ ２０１１.１１.１９ ～親愛なるバッハ・祈りの時～ 
近藤 岳（オルガン） 

門間信樹（バリトン） 

４８ ２０１１.１２.１７ 
～クリスマスにちなんだ古いヨーロッパの歌をオルガンととも

に～ 

大塚直哉（オルガン）、山﨑千恵・小島芙美

子・坂本久美（ソプラノ） 

４９ ２０１２.１.２１ 
敬虔と悦楽  

～17 世紀、18 世紀のイタリアとドイツの音楽～ 

菅 哲也（オルガン） 

藤井雄介（テノール） 

５０ ２０１２.３.２４ 
第５０回記念スペシャル 

～オルガンと弦楽器のハーモニー～ 

大塚直哉（オルガン）、大西律子・廣海史帆

（バロック・ヴァイオリン）、堀内由紀（ヴィオ

ラ）、夏秋裕一（バロック・チェロ）、栗田涼子

（ヴィオローネ） 

５１ ２０１２.４.２８ ～オルガンでスイング？！  即興演奏によるコンサート～ 
浅井寛子（オルガン） 

岡田愛詩（ジャズ・サックス） 

５２ ２０１２.５.２６ ノスタルジア ～夢の続き～ 
柳澤文子（オルガン） 

錦田知子（ヴィオラ） 

５３ ２０１２.６.３０ ～風のおくりもの～ 
永瀬真紀（オルガン） 

長瀬正典（リコーダー、サクソフォーン） 

５４ ２０１２.８.４ 
夏休みスペシャル！ 

『るるる・られる』 

新井英夫（ダンス）、原田靖子（オルガン）、

大鹿智子（ことば）、ドゥイ（美術） 

５５ ２０１２.１０.２０ ～バロックの源流を訪ねて～ 
吉田 恵（オルガン） 

木島千夏（ソプラノ） 

５６ ２０１２.１１.１７ ～秋の終わりに～ 
徳岡めぐみ（オルガン） 

廣海史帆（バロック・ヴァイオリン） 

５７ ２０１２.１２.１５ ～トワイライト・スペシャル～ 心あたたまるクリスマス 花澤絢子（オルガン）、江田雅子（ソプラノ） 

  



５８ ２０１３.２.２３ ～オルガンは踊る～ 
大塚直哉（オルガン） 

市瀬陽子（バロック・ダンス） 

５９ ２０１３.５.１８ 希望と喜び〜新緑の季節によせて〜 
徳田佑子（オルガン） 

小藤洋平（バリトン） 

６０ ２０１３.６.２９ ～イタリア・スペインの音楽～ 
能登伊津子（オルガン） 

古橋潤一（リコーダー） 

６１ ２０１３.８.３ 
夏休みスペシャル！ 

～私は彼が来るのを見る、僕は彼女が奏でるのを待つ～ 

廣澤麻美（オルガン） 

近藤良平（ダンス） 

６２ ２０１３.１０.２６ ～笛が奏でる音楽の秋～ 
渋澤久美（オルガン） 

藤岡泰子（フルート） 

６３ ２０１３.１１.１６ ～ポジティフ・オルガン meets アイリッシュ・ミュージック～ 
荒井牧子（オルガン） 

豊田耕三（アイリッシュ・フルート） 

６４ ２０１３.１２.２１ 
トワイライト・スペシャル 

～イタリア、スペインを巡るクリスマス～ 

小島弥寧子（オルガン） 

佐藤亜紀子（ビウエラ、テオルボ） 

６５ ２０１４.１.１８ ～歌い交わすオルガン～ 
大塚直哉（オルガン） 

鈴木美登里（ソプラノ） 

６６ ２０１４.３.２９ うた・唄・歌 ～世界の古歌を巡って～ 桒形亜樹子（オルガン） 

６７ ２０１４.５.１７ 
ばらまつりスペシャル 

～生命の息吹を感じて～ 

宇内千晴（オルガン） 

西 由起子（ソプラノ） 

６８ ２０１４.６.２８ イタリアと南ドイツ ～彩りの散歩道～ モニカ・メルツォーヴァ（オルガン） 

６９ ２０１４.８.３０ 
アイリッシュハープ＆パイプオルガン 

～遠い昔のさまようミュージシャン～ 

長谷川美保（オルガン） 

寺本圭佑（アイリッシュ ハープ） 

７０ ２０１４.９.２０ ～フルートとオルガンで楽しむ初秋のひととき～ 
松居直美（オルガン） 

北川森央（フルート） 

７１ ２０１４.１１.３ 
彩の国さいたま芸術劇場開館２０周年記念スペシャル！ 

フェスタ！！ ～貴方も私も風まかせ～ 

廣澤麻美（オルガン） 

近藤良平（ダンス） 

安田有吾（書） 

７２ ２０１４.１２.２０ 

トワイライト・スペシャル   

Fantaisie de Noël  

～オルガンと歌で綴る世界のクリスマス～ 

梅干野安未（オルガン） 

首藤玲奈（ソプラノ） 

７３ ２０１５.１.３１ ～音を奏でる「箱」と「箱」～ 
大塚直哉（オルガン） 

荒木優子（バロック・ヴァイオリン） 

７４ ２０１５.３.２８ ～春、流れ出る水～ 武久源造（オルガン・ソロ） 

75 2015.4.25 ～ポジティフ・オルガンで聴くあの名曲～ 廣野嗣雄（オルガン・ソロ） 

76 2015.5.16 
ばらまつりスペシャル 

～ヴェネツィアからの風～ 

和田純子（オルガン） 

庄司知史（オーボエ） 

77 2015.6.27 ～オルガンとトランペットの色彩～ 
大木麻理（オルガン） 

村山貴幸（トランペット） 

78 2015.8.1 
夏休みスペシャル 

～オルガンとうたおう！～ 

中川紫音（オルガン） 

岡村知由紀（ソプラノ） 

79 2015.10.3 恵みの秋 ～オルガンとヴァイオリンでおくる収穫祭～ 
川越聡子（オルガン） 

アンドリュー・コウジ・テイラー（ヴァイオリン） 

80 2015.12.12 

トワイライト・スペシャル 

光の庭に降り注ぐドゥエンデ（精霊） 

～神秘の闇に煌く音～ 

小野田良子（オルガン） 

高木潤一（フラメンコギター） 

 



81 2016.1.16 ～パイプと声のハーモニー～ 
原田真侑（オルガン） 

佐々木洋平（テノール） 

82 2016.3.12 ～歴史的トランペットと小型オルガンによるさまざまな響き～ 
大塚直哉（オルガン） 

霧生貴之（トランペット） 

83 2016.4.23 ～春風を聴きに～ リコーダーとオルガンの対話～ 
徳田佑子（オルガン） 

森吉京子（リコーダー） 

84 2016.5.21 
ばらまつりスペシャル 

～トランペットとオルガンで綴る名曲～ 

野美山由加里（オルガン） 

渡辺隆太（トランペット） 

85 2016.6.25 歌とオルガンの旅～イタリアから北へ～ 
上野静江（オルガン） 

森本隆子（ソプラノ） 

86 2016.7.30 

夏休みスペシャル！ 

夏だ！ みんなで楽しむリズム・カーニバル！ ～オルガン＆

サックス＆パーカッション トリオ～ 

小野田未奈（オルガン） 

石森裕子（サクソフォン） 

藤橋万記（パーカッション） 

87 2016.9.17 フルートとオルガンで聴くフランスの響き 
田宮 亮（オルガン） 

岩崎花保（フルート） 

88 2016.10.29 ロンドンからテューリンゲンへの旅 モニカ・メルツォーヴァ（オルガン・ソロ） 

89 2016.12.17 トワイライト・スペシャル ～光輝く聖夜のおくりもの～ 山田由希子（オルガン）、山本 徹（チェロ） 

90 2017.1.28 ～「冬」のぬくもり～ 
大塚直哉（オルガン） 

大西律子（バロック・ヴァイオリン） 

91 2017.4.22 ～イタリア音楽の花束～ 青田絹江（オルガン・ソロ） 

92 2017.5.20 
ばらまつりスペシャル 

～スペインの風～   

小島弥寧子（オルガン） 

天野寿彦（バロック・ヴァイオリン） 

93 2017.7.1 ～イタリアへの憧憬～ 菅 哲也（オルガン）、及川 豊（テノール） 

94 2017.8.5 
夏休みスペシャル！ 

星☆ダンス～オルガンと歌って踊ろう！～ 

中田恵子（オルガン） 

石橋輝樹（フルート／バロック・フルート） 

95 2017.10.21 ～2 台のオルガンで楽しむブルグミュラーの世界～ 大木麻理（オルガン）、亀井 優（オルガン） 

96 2017.12.23 
トワイライト・スペシャル 

～クリスマスに聴く名曲集～ 

冨田真希（オルガン） 

神代 修（トランペット） 

 97 2018.1.20 舌よ歌え～バロック・オーボエとオルガンの競演～ 

大塚直哉（オルガン） 

尾崎温子（バロック・オーボエ／オーボエ・

ダモーレ／オーボエ・ダ・カッチャ） 

98 2018.3.17 ～和の風×洋の風～ 石丸由佳（オルガン）、田野村 聡（尺八） 

（２０１８年３月現在） 

 


