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奇跡のシンガー 広沢孝美コンサート
第一回 ロシア声楽コンクール 優勝記念 諸田広美コンサート

プレイガイド・3M音楽祭各会場にてチケット販売いたします。 ●お問い合わせ TEL.080-4008-8612（髙城）

主催／3M音楽祭 実行委員会 共催／

SOSキンダードルフ・ジャパン 後援／松本市・前橋市・水戸市
【公式ガイドブック】

茨城県水戸市、群馬県前橋市、長野県松本市の３都市が連携した音楽祭の開
催を目指します。３都市の頭文字をとり３M（サンエム）音楽祭と名付けました。

MAEBASHI
MATSUMOTO

３ 都市の

水戸

音楽文化が

MITO

今年も各地で音楽行事が開催されております。
しかし今までの文化事業はそ
のときだけで終わってしまい、経済効果も限定的でした。そこで、水戸、前橋、松本
と連携して音楽祭を立ち上げることにより、経済効果が大きくなるのではと、

松本

前橋

３M音楽祭発祥の趣旨

2012年に亡くなられた世界的音楽評論家の吉田秀和先生に生前ご相談したと
ころ、
「おもしろいから、やってみろ」とおっしゃいましたが、先生は音楽祭の実現
を見ずにお亡くなりになってしまいました。先生のいわれたように３都市が連携
して音楽祭を開催できれば人々の心に希望の灯をともすことができると確信し
ております。
音楽祭による経済効果
茨城県水戸市には、徳川時代から連綿と続く藩校を中心とした教育の歴史が
あり、群馬県には日本最古のオーケストラ群馬交響楽団があります。長野県松本
市には世界の鈴木メソード、そして、セイジ・オザワ松本フェスティバルと形は
違っていますが、高い音楽文化を誇る全国的に見てもまれな地域です。

目指すのは３都市の連携

３都市が連携して音楽祭を開催することによってその地域の文化を全国に発
信し、地方のブランド力も向上していくのではないでしょうか。普通の人が普段
の生活の中で、質のよい音楽を楽しむ機会を提案できたらどんなにすばらしいこ
とでしょう。
明日を目指して
３都市で共通チケットをつくり、
ヨーロッパのように長期の休暇をとり、移動し
ながら、その土地、その土地の食・観光・文化を楽しむ。日本人にもようやく人生

開花する

を楽しむ余裕ができてきたのかと思います。小澤征爾先生も音楽は人種や文化
を超越したところにあるとおっしゃっています。日本でも世界に通用する音楽祭
ができると思います。
この音楽祭を通じて人が動き、経済が活性化されてそれにより、水戸、前橋、松本
の３都市の音楽文化が開花し、人々の心に希望の灯をともせたらどんなに素晴
らしいかと考えております。そのために、皆様のご協力が必要です。
是非ご一緒に、
日本を世界を音楽の力で盛り立てていこうではありませんか。
３Ｍ音楽祭にご協力の程よろしくお願いいたします。

Kenichi Takagi

3Ｍ音楽祭総合プロデューサー

髙城 賢一
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群馬の前橋
（Ｍ）
に茨城の水戸
（Ｍ）
、
そして長野の松本
（Ｍ）
の３都市の頭文字をとった３Ｍ音楽祭の開催を大変うれしく思
います。
パンフレットやウェブサイトで拝見する水戸と松本の季節の美しさも素敵ですが、
前橋も他市に劣らず素晴らしいものです。
この音楽祭を立ち上げられた趣旨は
『国際的な児童養護施設を日本に作る活動を支援する』
ことであると聞いております。
日本では孤児院出身のプロレスラーが活躍するコミックに因んだ、
「タイガーマスク現象」
によって児童養護施設への関心
が高まってきました。
この現象により広がった
「タイガーマスク運動」
の先駆けとなったのは本市在住の会社員の方からであ
前橋市長

山本 龍

り、
これを受けて、
本市では児童養護施設から社会へ巣立つ若者への応援制度をこの春から始めることとなり、
私からもＳＯＳ

まず、３M（サンエム）音楽祭の立ち上げの意義についてご説明いたします。

キンダードルフ・ジャパンの活動に声援を送りたいと思います。

30数年前より、イエズス会の命を受け竹田きぬ子先生が日本にSOSキンダードル

結びに、
この音楽祭の開催により、
たくさんの優しさが子ども達に届けられることをお祈りし、
お祝いのことばといたします。

フの施設を作る活動を始めました。SOSキンダードルフ（子どもの村）は1949年に
松本市、
前橋市、
本市の３つの都市を音楽で結ぶ
「３Ｍ音楽祭」
が盛大に開催されますことを、
心からお喜び申し上げます。
優勝という輝かしい経歴をもつメゾソプラノ歌手の諸田広美さんを本市にお招きし、
この音楽祭が開催できますことを、
大変
うれしく思っております。
水戸市は徳川家の城下町として繁栄し、
日本三名園の一つである偕楽園や弘道館など歴史を偲ばせる名所が点在すると
ともに、
千波湖をはじめ、
豊かな自然にも恵まれています。
また、
水戸芸術館をはじめとする都市的な魅力も兼ね備えており、
音
水戸市長

高橋 靖

楽、
演劇、
美術の分野における質の高い多様な事業を展開しているところでございます。
なかでも水戸室内管弦楽団は水戸
芸術館の専属楽団として、
小澤征爾館長の総監督・指揮のもと国内外で公演を行い、
その実力は各地で称賛を得ております。
このような中、
水戸のまちで音楽祭が開催されることは、
大変意義深いことであると感じております。
多くの人が美しい音楽
に触れることにより、
本市の音楽文化がますます発展することを期待しております。
結びに、
本日の公演に向けて多大なるご尽力を賜りました関係者の皆様に対し、
心から敬意を表し深く感謝を申し上げま
すとともに、
３Ｍ音楽祭のご成功を念願いたしまして、
お祝いのことばといたします。
水戸市、
前橋市と本市の3つの都市を音楽で結ぶ
「３M音楽祭」
が、
今年も松本市音楽文化ホールで盛大に開催されますこ
とを心よりお喜び申し上げます。
３つの都市はともに、
長年、
市民の手によって培われてまいりました音楽文化を土台にして、
地域の魅力を全国に発信し続
けております。
こうした中、
「3M音楽祭」
は大変意義深い催しであると感じており、
関係の皆様方のご尽力に感謝申し上げ、
敬意
を表するものでございます。
本市は、
「健康寿命延伸都市・松本」
を目指すべき将来都市像に掲げ、
次代を見据え、
地域や経済に活力を吹き込み、
市民

松本市長

菅谷 昭

3M音楽祭の意義

今年は、
自閉症を克服し多くの人を美しい歌声で魅了する
「奇跡のシンガー」
広沢孝美さんと、
第一回ロシア声楽コンクール

オーストリアのチロルにて発足した非政府の児童福祉組織で、世界中で親と暮らせな
い子どもの面倒を見ています。現在SOSキンダードルフは132の国と地域にある500
の子どもの村で８万人を超える子どもたちに家庭と同じ環境を提供しています。竹田
先生の人柄とSOSキンダードルフの理念に惚れ込み、いつしか私も先生と行動をとも
にしていました。長年活動を共にし、施設運営を教えてくださった竹田先生は今年4月
に療養先の病院でお亡くなりになりました。竹田先生の遺志を継ぐ後継者として、日本
に１日も早くSOSキンダードルフを創るために頑張ります。
ご存知のように、毎日いじめ、虐待、貧困、暴力のニュースがあふれています。
この未
曾有の不景気のなか、大人たちの不満のはけ口は弱いものに向かっていきます。たく
さんの日本の子どもたちがSOSを発しています。
特に2011年に起こった東日本大震災の記憶は生々しく、津波で両親を失った子ども
は250人にのぼるといわれています。祖父母に育てられている子どもたちのなかには、
祖父母が亡くなってしまえば、いくあてのない子どもたちがたくさんいると聞きました。
この世に授かった大切な命がいとも簡単にかき消されようとしています。今私たち
ができることは、一人でも多くの子どもたちを助けることではないでしょうか。そのた

一人ひとりが幸せを実感できる
「伸びやかで、
明るいまちづくり」
を進めております。
市制施行110周年を迎えた今年は、
小澤征

めに一人でも多くの方の協力が必要です。恵まれない子どもにも未来があります。夢

爾氏が総監督を務めるセイジ・オザワ 松本フェスティバルが、
サイトウ・キネン・フェスティバルから通算して26回を数え、
6月

を見る権利があります。

には本市で始まった
「花いっぱい運動」
の65周年を記念する全国大会が開催されました。
また、世界46カ国で40万人が学ぶ「スズキ・メソード」発祥の地として、才能教育研究会夏期学校には、世界各地から
3,000名の皆様が訪れており、
食品ロス削減の取組みとして展開する
「残さず食べよう30・10
（さんまる・いちまる）
運動」
は日
本全国へ急速に広がり、
国を挙げての運動へと発展しています。

そのために、３M音楽祭を行う意義があります。SOSキンダードルフのことをたくさ
んの人に知ってほしいのです。
是非とも皆様のご協力よろしくお願いいたします。

さらに、
サッカーJ2松本山雅FC応援のために、
おじいちゃんたちが孫の手を引きながらスタジアムに訪れるといった姿は、
本市独自のスポーツ文化として定着し、
「生きがいの仕組みづくり」
の柱の一つになっておりますし、
本年10月1日には
「第1回
松本マラソン」
を開催して、
世代を超えて地域の絆を深め、
交流人口の拡大と地域経済の活性化を目指してまいります。
こうし
た様々な文化芸術やスポーツに、
誰もがいつでも気軽に触れることを通じて、
豊かな心で人生を楽しく過ごすことができる社
会の実現を願ってやみません。
結びに、
「３M音楽祭」
のご成功と、
皆様方のますますのご健勝、
ご活躍を心よりご祈念いたしまして、
ごあいさつといたします。
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1989年12月生まれ。3歳の時に自閉症と診断される。小学生の頃より合唱団に参加。
サントリーホールにてソロパートを歌う。
「見上げてごらん夜の星を」歌う。
高校時代、音楽之友社の雑誌「the ミュージックセラピー」に取り上げられる。代表曲「True Feelings」をキングレコードにて収録。
東京都立板橋養護学校 高等部を卒業、生協コープ東京に勤務。現在27歳。2015年、板橋区ワールドアスリート育成支援会専属歌手に選ばれる。
【これまでの主な活動】
●20歳の記念ソロコンサート

●静岡県浜松市内のエグジブホテルで、ハープ奏者と新春ジョイントコンサート

●板橋区ワールドアスリート育成支援会 総会にて歌唱・板橋区防衛協会 総会にて歌唱

●日本善行の会 表彰式、明治神宮内 参集殿で歌唱

●元文部科学大臣・オリンピックパラリンピック担当大臣の下村博文さんの総会で歌唱
《広沢さんお父様の談話》

《第一部出演》

・幼い頃は言葉が遅く特に会話が出来ず、話すのはオウム返しか物まね（声色）
でした。
・風が好きなナウシカのような女の子。孝美はベビーカーに乗っている際も、前から風が吹いて砂を巻き上げている様子も喜んでケラケラ笑っていました。

パラリンピックの歌姫を目指す
奇跡のシンガー

少し大きくなり孝美をバイクに乗せて、2人乗りで前に座らせた時もケラケラ笑っていました。風が強ければ強いほど喜んでいました。
・よく人のまねをしていた、母親が電話口で謝ってお辞儀をしているのを見ていたのか、同じように頭を下げてどうもすみませんと言っていました。
（母親は誰のた
めに謝っているのと愚痴を私に言っていました）私のまねも、電話を左手に持ち右手でタバコを吸う格好をしてあー・うんとかうなずいていましたね。

広沢孝美

・妹と従姉妹などの前で、
となりのトトロの1シーン
（登場人物：さつき・めい・ばーちゃん・かんた）
を1人で行って皆を笑わせていました。
・補助輪付きの自転車を買ってもらい1人で遊んでいましたが、ある日私が会社から帰ると自転車が何処にもなく、孝美は家にいました。何処に置いたのと尋ね
ると
「何処に置いたの」とオウム返しでした。怒る気もなく一緒に団地の敷地内の自転車置き場を探しました。見つけたときも「私の自転車」と言い、
「あったね」
と私の顔を覗き込んでいました。

Takami Hirosawa
ギター伴奏／立花

・人との会話が苦手で言っている意味がわからず、
また伝える事も出来なかった。説明する事が出来なくオウム返しが多かった。
でも友達がほしくて、友達に嫌わ

利之

れる事が怖くていつも話す内容は友達の相談の相槌が多かったと思います。その事がきっかけだと思いますが、友達によく
「真似をしないで」と言われ、
イジメ

アルパ奏者／丸田 恵都子

が始まったと思います。
それからは真似と聞いただけでも拒否反応で全てのものまねをしなくなりました。
・歌に関しては、六年生の時に「なのはな学級」の学芸会で映画音楽の「winter light」を英語のソロで歌い、皆より絶賛された事が嬉しくて、みんなの前で歌を
歌う事が好きになったきっかけになりました。
・孝美は人に恵まれ、特に「3歳の頃の藤沢の太陽の家の先生」
「なのはな学級の先生」
「音楽療法士の先生」
「イジメに遭ったとき、通学拒否をして通学を再開し
た時の小学校の教頭先生」
「養護学校の先生」その時代の先生の皆さんに可愛がられて今のように育ったように思います。

1 この道

作曲：山田耕筰、
作詞：北原白秋

2 初恋

作曲：越谷達之助、
作詞：石川啄木

3 いつも何度でも

作曲：木村弓、
作詞：覚和歌子

4 涙そうそう

作曲：BEGIN、
作詞：森山良子

5 君をのせて

作曲：久石譲、
作詞：宮崎駿

6 カーロ ミオ ベン

作曲：ジュゼッペ・ジョルダーニ、
作詞：不詳

7 ラシャ キオ ピアンガ

作曲：ヘンデル、
作詞：ジャコモ・ロッシ

8 荒城の月※

作曲：滝廉太郎

9 大きな古時計※

作曲：ワーク

◆アルパ奏者／丸田 恵都子

10 世界に一つだけの花※ 作曲：槇原敬之
11 川の流れのように

作曲：見岳章、
作詞：秋元康

12 花は咲く

作曲：菅野よう子、
作詞：岩井俊二

13 ふるさと

作曲：岡野貞一、
作詞：高野辰之
作曲：F.P.カルドーソ

15 カレタグイ※

作曲：F.P.カルドーソ

16 コンドルは飛んでいく〜花祭※ 作曲：D.A.ロブレス〜E.サルディバール
17 イスラ・サカ※

作曲：サンティアゴ・コルテッシ

18 風の祈り※

作曲：丸田恵都子

19 コーヒールンバ※

作曲：ホセ・マンソ

20 アメージンググレース

作曲：不詳、
作詞：ジョン・ニュートン

※はアルパ演奏
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ふるさと
皆 様 でご一緒 に

14 到着※

作詞：高野辰之
作曲：岡野貞一

１．うさぎおいし かの山 こぶなつりし かのかわ
夢は今も めぐりて 忘れがたき ふるさと

大阪音楽大学短期大学部卒。
青年海外協力隊に音楽教師として参加し、
２年間南米パラグアイに在住。
その時、
民族楽器アルパ
（パラグアイハープ / インディアン
ハープ）
と出会う。
F.カトルッシオに師事。
その後もブラジル・パラグアイへ渡り、
研鑽を積む。
M.ポルティージョ他に師事。
全日本アルパコンクール3位
・同
Piano O.ガオーナ、
Cello
コンクールにて千葉テレビ放送賞受賞。
パラグアイにてCDを3枚リリース。
「アルパのささやき」
「アルパの泉」
・
「アルパの四季」
を販売中。
パラグアイ曲、
日本の童謡
Yulia Lev・
Fanny
Pouzalgues
唱歌、
オリジナル曲他を収録。
現在は、
ご依頼演奏を中心に企業や各種団体のパーティー、
冠婚葬祭等でソロ演奏や様々なジャンルと共演。
教育機関では演奏と青年
海外協力隊の講演活動を行う。
また、
「隣の人間国宝」
「ちちんぷいぷい」
「NHKラジオ」他、
テレビやラジオにも出演。
多方面で演奏活動を行っている。
【主な演奏履歴】リーガロイヤルホテル文化講座にて講演／大阪市仏教会主催 花祭りに出演／裏千家 京都茶道資料館コンサートにて演奏／淡路花博・浜名湖
花博でアンサンブル演奏／大阪医療刑務所にて演奏／病院やホスピス病棟、
介護施設にて演奏／大谷大学他、
幼稚園から高齢者大学まで各学校で講演／各地の
ロータリークラブ・ライオンズクラブ・ソロプチミスト・YMCなどで講演／弁護士会・歯科医師会、
企業や企業のOB会などで講演／聖路加国際病院医院長 日野原重
明先生の「新老人の会」にて演奏／大阪市立海洋博物館にて演奏／NHKイベントや各地のラジオに出演

2. いかにいます 父母 つつがなしや ともがき
雨に風に つけても 思いいずる ふるさと

◆ギター伴奏／立花 利之

3. こころざしを はたして いつの日にか 帰らん
山は青きふるさと 水は清きふるさと

都子氏との出会いによりギタリストを志し、
MAYAのギタリスト寺沢睦氏に師事。
2002年、
ブラジルにてオズバルド ガオーナ氏に師事。
2007年夏、
ギタリストの寺沢

Violin

大学時代よりユーラシア・中近東・アフリカなどを1人旅し、
各地の音楽のみならず風俗・習慣にも強い影響を受ける。
アルパ
（パラグアイ・ハープ）
奏者である丸田恵

Shan Gao

氏の紹介により、
フォルクローレグループ「風の精」に加入。現在はサラリーマンギタリストの傍ら、
バックパッカー・ウルトラランナーとしても活動。
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◆諸田広美
群馬大学卒業。東京芸術大学大学院オペラ科修了。
イタリア国立ミラノ・ヴェルディ音楽院卒業。
これまで、2度にわたり計5年間イタリア留学。その
間、国際ロータリー財団・群馬県・イタリア政府・安田生命QOL文化財団・文化庁より助成を得る。留学中、
ミラノ・スカラ座同好会ホールでの新人演
奏会はじめ多数の演奏会やオペラに出演。2005年、
オペラ『ジュリアス・シーザー』準主役で二期会デビュー。2006年、
ミラノ・ロゼトゥム劇場『カル
メン』主役デビュー。その後、日生劇場『利口な女狐の物語』や東京室内歌劇場『秘密の結婚』等の公演で、いずれも主要な役を務める。2011年、二
期会創立60周年記念オペラ『フィガロの結婚』マルチェリーナ役で出演し、好評を博す
（演出：宮本亜門)。2013年、J．バーンスタイン
（指揮）
とクラウ

《第二部出演》

ダー財団によりアメリカ・ロサンゼルスに招かれ、日本歌曲演奏並びに｢第９｣ソリストを務める。2015年、再び同地に招かれ、
アラタニ劇場にて、
オ
ペラ『かぐや姫』嫗役デビュー。
また同年、群馬交響楽団創立70周年記念オペラ『蝶々夫人』にてスズキ役を演じ、
イタリアから来日したプッチーニ・

第一回 ロシア声楽コンクール
優勝

フェスティヴァルの歌手たちと共演（演出：岡村喬生）。その様子は、多数のメディアで報じられる。
これまで、群馬・東京・香川にて計12回のリサイタ

メゾソプラノ

ル開催。2016年、新国立劇場にて、文化庁主催ガラ・コンサート出演。第5回上毛芸術文化賞・企業メセナ群馬＜芸術文化奨励賞＞各受賞。
イタリア

諸田広美

声楽コンコルソ・日伊声楽コンコルソ・奏楽堂日本歌曲コンクール各入選。第1回ロシア声楽コンクール・プロフェッショナル部門第1位受賞。昨冬、
ヨーロッパ6カ国22都市を２カ月で巡る楽旅に出かけ、夫・松原聡とのリサイタルを３回開催したほか、
イタリア・リカータ劇場でのオペラ『蝶々夫
人』スズキ役デビュー、
ローマにてオーケストラとの共演で、
ヴィヴァルディ作曲「グローリア」ソロなど、いずれも大成功を収める。現在、藤原歌劇団

Hiromi Morota
ピアノ

松原
Satoshi Matsubara
＜第1部＞
L.v.ベートーヴェン
G.F.ヘンデル
S.ガスタルドン
G.ヴェルディ

正団員。http://www.hiromimorota.com/

聡

「ゲレルトの詩による6つの歌曲」より 自然における神の栄光
オペラ『リナルド』より Lascia ch'io pianga（私を泣かせてください）
「Musica Proibita」
（禁じられた音楽）
オペラ『イル・トロヴァトーレ』 第2幕よりアズチェーナのアリア
Stride la vampa!（炎は燃えて）アンヴィル・コーラス（※ピアノソロ）
Condotta ell'era in ceppi（重い鎖に繋がれて）
「蓮の国」
（※ピアノソロ）
「Tendrement」
（やさしく）
オペラ
『カルメン』
より ハバネラ

C.スコット
E.サティ
G.ビゼー
＜第2部＞
成田 為三
「浜辺の歌」
小林 秀雄
「落葉松」
A.スクリャービン 「3つの小品」
より エチュード Op.2-1
（※ピアノソロ）
M.グリンカ
「炎は血に燃えて」
A.ルビンシテイン 「夜」
P.I.チャイコフスキー 「憧れを知る者のみが」
P.I.チャイコフスキー 「6つの小品」より 感傷的なワルツ Op.51-6（※ピアノソロ）
M.ムソルグスキー オペラ『ホヴァンシチナ』第2幕よりマルファのアリア 予言の歌
〜公よ、
貴方を待ち受けるは失脚と辺境への流刑〜
T.フレンニコフ
劇音楽「空騒ぎ」
より 酔っぱらいの歌
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◆松原

聡

神奈川県出身。3歳よりピアノを学び、9歳より桐朋学園子供のための音楽教室でピアノを学ぶ。
また、和声・ソルフェージュを作曲家・松井和彦氏に
師事。13歳でウィーン市立音楽院ピアノ科入学試験に当時最年少で合格。16歳で、東京にて初リサイタルを開催。その後、チェコ・プラハ音楽院へ留
学し、
ピアノをヤン・ノヴォトニー教授に師事。更にパリにて、巨匠エリック・ハイドシェック氏より薫陶を受ける。2003年神奈川県民ホールで1927年
製エラールピアノのコンサートでデビュー。2007年東京での「中国趣味の洋琴を聴く会」で企画と演奏を兼務し、音楽雑誌「ショパン」で高い評価を
受けた。2009年東京と名古屋の室内楽、2010年高崎で1844年製プレイエルピアノによるショパン・レクチャーコンサート、2012年に高崎市主催
の「夢奏人シリーズ」のリサイタルで高い評価を受ける。2015年に東京でリサイタル開催。2016年紀尾井ホールにおける｢1906年製スタインウェ
©Łukasz Dyczkowski

イお披露目コンサート｣リサイタルで絶賛を博し、音楽雑誌「ショパン」に掲載。夫人のメゾソプラノ歌手、諸田広美とは2013年以降各地で共演を重
ね、2015年ジョイント・リサイタル（高崎・東京）を開催。2016年11月末から約２カ月に亘ってヨーロッパ演奏旅行を行い、チェコのフラデッツ・ク
ラーロヴェーのペトロフ本社内博物館ホール、ポーランド・ポズナンのポーランド劇場、
イタリア・ミラノの｢音楽家養老の家｣内トスカニーニ・ホール
のジョイントリサイタルにて大成功を収める。
また、
ピアノ研究家として欧米のヴィンテージ・ピアノ、及び歴史的録音の研究や収集、自動ピアノのCD
復刻の監修や執筆等の活動も行っている。現在、群馬県前橋市にあるアトリエ・ガヴォー主宰はじめ、各地で多彩な音楽活動を展開している。
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涙をふ いて
一. 涙をふいて 抱きしめあえば

作詞

CROSS MAN

作曲

髙城 賢一

二. 涙をふいて わらってごらん
君をひとりにして わるかった

悲しい顔やめて 笑顔見せておくれ

ひとりで泣かないで 笑っておくれ

君のことずっと守っていくから

君のことずっと守っていくから

二人の物語りは 僕たちが始めるのさ

二人の物語りは 始まったばかりさ

君のこと愛してるから

君のこと わかっているから

君とならわかりあえる気がした

僕の胸に飛びこんでおいで

music festival

音楽祭

をもっと楽しむ！3都市 観光特集
群馬県

いやなこと みんな忘れられるね

MAEBASHI CITY

前橋市

P10
〜15

長野県

MATSUMOTO CITY

松本市

P16
〜21

茨城県

MITO CITY

水戸市

P22
〜27

3M音楽祭 共催NGO「SOSキンダードルフ・ジャパン」について
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P28/29
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うた

群馬県

水と緑と詩のまち
赤城の自然と花の宝庫

MAEBASHI CITY

前橋市

名峰赤城山の南麓に広がる前橋市は、滔々と流れる利根川など自然に恵
まれ、ばら園やぐんまフラワーパークなど花の名所も数多いまちです。市街
地には前橋文学館や公営の美術館・アーツ前橋などもあり、清らかな広瀬
川沿いに文化の薫りを漂わせています。季節ごとに多彩な表情をみせる赤
城山では、自然と一体になれるレジャーも楽しめます。

10

約1.3kmの桜のトンネルが楽しめる赤城南面千本桜

毎年数多くの七夕飾りで彩られる前橋七夕まつり

日本百名山 赤城山にある広大なカルデラ湖、大沼

初市まつりでは古だるまのお焚きあげやだるま市などが催されます

春

夏

秋

冬

11

前橋市

群馬県

前橋文学館
近 代 詩 史に 大きな足 跡を残した 郷 土 の 詩
人 萩 原 朔 太 郎 、平 井 晩 村 、高 橋 元 吉 、伊 藤
信吉などの資料を展示。特に朔太郎の資料

MAEBASHI
CITY

は全国一の量です。館の前には広瀬川河畔
緑道があり、多くの詩碑が建てられ文学散
歩が楽しめます。
朔太郎音楽祭
郷土の詩人、萩原朔太郎がマンドリンを愛
したことにちなんでマンドリンコンサートと
して始まり、昨 年 第 1 0 回目を迎えました 。
高 校・一 般 のマンドリン楽 団を中 心 に 、市
民 参 加 型でレベル の 高い 演 奏が 繰り広げ
昭和庁舎

られています。

群馬県庁と昭和庁舎
前橋市でひときわ高く見える33階建ての建物が群
馬県庁。32階の展望ホールからは上毛三山の山並
をはじめ美しい パノラマビューが 望めます。隣には
昭和３（1928）年に建てられた昭和庁舎があり、そ
のモダンな佇まいはドラマロケでも多く使用されて
広瀬川ライトアップ

12

います。

アーツ前橋

臨江閣

2013年10月にオープンした、地域とアートをつな

本館、別館、茶室からなり、本館は明治17年９月、当

ぐ中核的施設。地域ゆかりの作家の作品を収蔵する

時の群馬県令・楫取素彦（かとりもとひこ）や市内の有

ほか、地域が積極的に芸術文化活動に参加すること

志らの協力により迎賓館として建てられました。貴賓

を支援し、単なる美術館の枠にとどまらず創造的で

館としての別館、草庵式の茶室は趣ある佇まいを見せ

先進的な企画展を行っています。

ています。※改修工事のため、平成29年7月まで閉館
群馬県庁
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前橋市

群馬県
まえばし赤城山ヒルクライム大会
毎年９月に行われる自転車のイベント。前橋市街地
から県道４号線を赤城山頂めざして駆け上がる、日
本最大級のヒルクライムレースです。全国から健脚を
競う猛者が集結します。

MAEBASHI
CITY

（距離20.8km、標高差1,313m）

るなぱあく

敷島公園

ばら園

1954年に開園した遊園地で元の名は「前橋中央児

県内有数の総合スポーツパークとして、プロスポー

約4.5haの敷地にオールドローズ、
イングリッシュロー

童遊園」、2004年に萩原朔太郎の詩をもとに現在の

ツ公式戦も行われる正田醤油スタジアム群馬、上毛

ズ等、国内有数の約600種、7,000株のバラを揃える

名になりました。こぢんまりとした遊園地で乗り物は

新聞敷島球場、水泳場、サッカーラグビー場、テニス

公園。５月中旬の春のシーズン、10月中旬の秋のシー

10円や50円と破格の値段。中でも「10円木馬」は、

コートなどが揃います。ばら園とも隣接しており、松

ズンにはたくさんの観光客でにぎわいます。前橋生ま

三世代にわたり変わらない支持を得ています。

林やボート池など多くの人が集う憩いの場です。

れの品種も見られます。

赤城大沼

総社神社

赤城山は標高1,828mの黒檜山を主峰に、その他

古い国名を冠して「上野國総社神社」ともいいます。

の 外 輪 山に 囲まれ た 火 口 原に 大 沼・小 沼が 水をた

「上野総社神社を参拝するは県内各神社を参拝する

たえています。赤 城 山 頂 の 火 口 湖（ 大 沼 ）湖 畔 は 、

にひとし」ともいわれ、総鎮守として由緒ある歴史を

ボート乗りやハイキングなど四季を通じて楽しめる

刻んできました。境内では月に１回、骨董お宝市も

高原レジャースポットです。

開催されています。

ぐりーんふらわー牧場・大胡
国道353号沿いの赤城山麓南面に位置する公園。高
さ22mのオランダ型風車が目印です。風車の南側に
は 展 望 台 が あり前 橋 の 街 並 が 一 望できます。ロー
ラーすべり台や遊具もあり、家族連れに人気。牛やポ
ニーとも触れ合えます。

赤城神社（三夜沢）

龍海院

伊香保温泉（渋川市）

赤城山の南麓にある三夜沢赤城神社は、赤城信仰

慶長６(1601)年、酒井重忠が徳川家康の命により建

名湯伊香保温泉は前橋市内から車で約１時間と、ア

では、春はチューリップ、冬はパンジーなど四季折々

の中心地として厳かな佇まいを見せます。高くのび

てたといわれる曹洞宗の寺院。境内には、藩主だった

クセスも便利。古くから文豪に愛され、石段街を中心

の花が咲き誇ります。高さ18ｍのパークタワーから

る3本の「俵杉」は県指定天然記念物。平将門を滅ぼ

酒井氏の初代重忠から十五代忠顕まで歴代の墓があ

にレトロで風情ある街並が魅力的です。温泉まんじゅ

見る花いっぱいの風景は圧巻。
イルミネーションなど

した藤原秀郷の寄進といわれています。周辺には情

ります
（前橋市指定史跡）。九代忠恭は姫路に転封とな

う発祥の地でもあります。少し足を伸ばせば、榛名山

季節のイベントも満載です。

緒あふれる赤城温泉郷もあります。

りましたが、幕末まで墓参に訪れたといわれています。

の雄大な自然も楽しめます。

ぐんまフラワーパーク
園のシンボルであるフラトピア大花壇（約6,000㎡）
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春

夏

国宝 松本城、桜の時期には夜桜会や茶会などが催されます

県宝に指定の9隻のお船と言われる山車が年に一度一堂に会する
「お宮入」
は一見の価値あり

秋

冬

多くの人が紅葉狩りに訪れる河童橋と焼岳

初心者から上級者まで楽しめる、乗鞍岳山麓に広がるスキー場

須々岐水神社の例大祭「お船祭り」
は、境内に露店が連なる賑やかなお祭りです

ふもと

長野県

MATSUMOTO CITY

松本市

美しきアルプスの麓に佇む
歴史と文化のまち
息をのむような美しさを見せる北・南アルプスの山脈。その山並に見守ら
れるように佇む松本市は、歴史と文化の息吹を感じるまちです。市内の標高
差は2,600mあまりに及び、四季折々に多彩な景色を楽しめます。国宝、松
本城をはじめとして美ヶ原や安曇野、乗鞍、上高地など心身共に癒される
スポットが盛りだくさん。悠久の時と爽やかな空気が感じられます。
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松本市

長野県

松本城
日本５大国宝のひとつである松本城。犬山城、彦根城、姫路城、松江城と並ぶ威風堂々とした天守が北アルプス
の嶺々を背景に映え、四季折々に美しい姿を見せています。高さ29.4mにもなる五重六階の天守の築城は文禄
2〜3（1593〜94）年とされ、堅格子窓や月見櫓など当時の見事な築城技術を現在に伝えています。

MATSUMOTO
CITY

松本城周辺散策

中町通り

大名町通り

「蔵 のまち中 町 」として旧き松 本 の 風 景を伝える通

女鳥羽川にかかる千歳（せんさい）橋にある大手門

り。白壁となまこ壁の土蔵造りの個性的な商店が建

から北に向かって城まで続く「三の丸」にある通り。

ち並び、
ノスタルジックな雰囲気が 観光客に人気で

古くは大名小路、重臣の屋敷地でした。今では銀行

す。歩くだけでも城下町のしっとりとした情緒が楽し

や大手企業などが建ち、落ち着いた街並みを見せて

めます。

います。

同心小路

まつもと城下町湧水群

市街には趣きのある小路（こみち）が数多くあり、歩

松本市は堀の役目をした女鳥羽川と薄川の複合扇

けば昔にタイムスリップするようなワクワク感があり

状地により、豊富な地下水が 湧き出る土地です。松

ます。
「同 心 小 路（どうしんこうじ）」もその 一つ 。本

本城周辺におよそ40ヶ所の井戸や湧水が あり、市

町から西に曲がるとあり、かつて同心たちが住んで

民の手で手厚く保全されています。形状豊かな名水

いたことからこの名がつきました。

群を巡ってみてはいかがでしょうか。

縄手（なわて）通り
四柱神社の参道として発展してきた通り。女
鳥羽川沿いに、おもちゃや骨董、駄菓子の店
などが軒を連ね、お祭り気分にさせてくれる
ような楽しさがあります。
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松本市

長野県

白骨温泉
安 曇 の 中 部 山 岳 国 立 公 園 区 域 内 に ある鎌
倉 時 代より続く秘 湯で、乳 白 色 のお 湯が 特
徴。胃腸病や神経症に効能が あるとい われ
ています。上高地や乗鞍高原にも近く、山あ
いの静かな佇まいが人気です。

旧開智学校

四柱神社

明 治 ６（ 1 8 7 3 ）年 に 小 学 校 として 開 校 、明 治 ９

四柱神社（よはしらじんじゃ）は松本市街地にあり、

（1876）年に新校舎として現在の白亜の外観の校

縄手通りなどの観光地に近い ため多くの参拝客が

舎が建てられました。明治の擬洋風学校建築として

訪れます。縁結びの神様として知られ若い女性にも

は初の重要文化財の指定を受けました。およそ10

人気。地元では、
「しんとう（神道）さん」と呼ば れ親

万点の教育資料が展示されています。

しまれています。

松本市立博物館

松本市時計博物館

歴史文化施設の多い松本市全体を博物館として考

故・本田親蔵（ちかぞう）氏が収集した和洋の珍しい

える「松本まるごと博物館」の中核をなす施設。県内

時計コレクションを所蔵。およそ110点の時計を動

では最も古い歴史を持つ博物館です。松本城の関連

いている状態で展示しています。日本一大きな振り

資料や市の歴史資料、伝統工芸品の展示などが 充

子型時計はこの博物館のシンボル。レトロな雰囲気

実しています。

を楽しんでみては。

MATSUMOTO
CITY

信州まつもと空港

松本市音楽文化ホール

1 9 6 5 年 に 開 港 。日 本 の 空 港では 最 も標 高 の 高 い

音楽芸術の拠点として「ザ・ハーモニーホール」の愛

657.5mの場所に位置し「日本で一番空に近い 空

称で親しまれている施設。広々とした敷地内の緑に

港」とも言われています。現在は新千歳空港、福岡、

囲まれた三角屋根の外観が特徴的です。
メインホー

大阪への便があり、レストランや売店、展望デッキな

ルは693席で、中央に設置されたコンサートオルガ

どの設備も充実しています。

ンが幻想的な音色を奏でます。

美ヶ原高原
標高約2,000m、松本市の東側に位置する広

松本市美術館
松本市生まれの前衛芸術家、草間彌生、書家の上條
信山、洋画家の田村一男などの作品を常設。山や音
楽をテーマにした作品も収蔵しています。建物の正
面には巨大モニュメント、草間彌生の作品「幻の華」
が設置されています。
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大な高原。そのシンボルとも言える「美しの
塔」は、霧が発生した時に鐘を鳴らして登山
者に位置を知らせる避難塔として作られまし
た。高原に約350点のカラフルな野外彫刻を

あがたの森文化会館

飾るのは「美ヶ原高原美術館」。箱根・彫刻の

あがたの森公園敷地内にある重要文化財、

森美術館の姉妹館として、室内展示場もあり

旧松本高等学校校舎本館。大正時代の木造

多彩な現代アートを楽しむことができます。年

洋風建築や調度品は、古き良き大正ロマン

間通してさまざまなイベントを行っています。

を感じさせます。

松本市アルプス公園

浅間温泉

約71haと広大な園内には遊具や小動物園などが

古くは飛鳥時代から続くとされる名湯。松本城から

あり、家族連れに大人気。園内にある「山と自然博物

車で10分ほどの距離で観光拠点としてのアクセス

館 」5 階 の 無 料 展 望 室からは 、北アルプスをはじめ

も抜 群です。アルカリ性 単 純 温 泉でお 湯 は 無 色 透

360度のパノラマビューが 楽しめます。桜の名所と

明 、湯 量も豊 富で源 泉 温 度が 約 5 0 ℃ の た め、完 全

しても有名です。

掛け流しで入れる宿が多いのも特徴です。
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茨城県

歴史を伝える
黄門さまのふるさと水戸

MITO CITY

水戸市

水戸市は、徳川御三家のひとつ水戸藩の城下町として栄えたまちです。初代
藩主頼房公（威公）、水戸黄門として名高い２代藩主光圀公（義公）、幕末に
活躍した９代藩主斉昭公らのゆかりの史跡が数多くあります。偕楽園と弘
道館、日新塾、水戸彰考館は近世日本の教育遺産群として日本遺産に認定
されました。文化と教育、歴史が織り成す街の雰囲気を感じてください。
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日本三名園 偕楽園に春の訪れを告げる梅が咲き誇ります

山車巡行、水戸黄門パレード、花火大会などが催される水戸黄門まつり

茨城県立歴史館 庭園の銀杏が毎年綺麗に色づきます

水戸芸術館のシンボルタワーのライトアップ（季節や時間によって照明プログラムは変わります）

春

夏

秋

冬
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水戸市

茨城県

偕楽園とその周辺散策

MITO
CITY

好文亭
偕楽園の敷地内にある好文亭は、三階建ての本体と木造平屋造りの奥御殿からなります。斉昭公が建築意匠や場
所も決めたとされ、洒落た造りでここで家臣らを集め詩歌の会などを催していました。1945年の空襲で全焼し、
現在の建物は復元されたものです。

常磐神社

千波湖

偕楽園の東門前にある常磐神社は、黄門様として名

偕楽園の南に広がる千波湖。偕楽園の借景として水

高い光圀公と、９代藩主徳川斉昭公を祀る神社。水

辺の麗しい景色が印象的です。西側周辺は「黄門像

戸最大の神社として多くの参拝客が訪れます。境内

広場」と名付けられ、好文茶屋やカフェ、親水デッキ、

に併設されている「義烈館」には『大日本史』や陣太

噴水などが作られ市民の憩いの場となっています。

鼓などが展示されています。

徳川光圀公像

偕楽園
3,000本の梅の花が咲き誇る、水戸を代表する観光地。1842年、徳川斉昭公が「心身の安寧がなくては学問は

千 波 湖 の 西 側 の ほとり「 黄 門 像 広 場 」に 立

大成しない」との思いから、弘道館と一対の教育施設として開園しました。当時の人は梅林の中で詩歌に興じ、学

つ徳川光圀公像。徳川斉昭公、慶喜公像とと

問の疲れを癒したそうです。園内では梅だけでなく桜やツツジも楽しめます。三階建ての建物「好文亭」からの眺

もに訪れる人を迎えています。市民をはじめ

めはまた格別です。

多くの 人 々の 浄 財により1 9 8 4 年に 完 成し
ました。
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水戸市

茨城県

旧弘道館
1841年、徳川斉昭公が 創設した日本最大
規模の藩校。建学の精神は「教育によって人
を安定させ、教育を基盤として国を興す」と
いうものでした。正門と正庁・至善堂は重要
文化財となっており当時の学風に触れるこ

MITO
CITY

とができます。

大串貝塚ふれあい公園
国指定史跡の大串貝塚を中心として整備された公
園。高さ15mある伝説の巨人像「ダイダラボウ」は
近くで見ると圧巻、手のひらから素晴らしい 眺望が
望めます。
「 埋蔵文化財センター」内では縄文人の暮
らしや遺跡について学べます。

【徳川ミュージアム】
水戸市森林公園

水戸徳川家初代・頼房公に譲られた徳川家
康の遺品を中心に、２代光圀公や歴代当主

水 戸 市 北 西 部 の 山 根 地 区に あり、里 山 全 体が 公 園

のゆかりの品、約３万点が収蔵されており、

となって松 林 や 雑 木 林 、湧 水など自 然が いっぱ い 。

水戸徳川家伝来の史料をまとめて見られる

遊 具 やトイレ、遊 歩 道 も整 備されています。中でも

貴重な施設です。望遠鏡や茶道具などのほ

14体ある実物大の恐竜模型はさながらジュラシッ

か、黄門様の「印籠」も見られます。

クパークのよう。子どもだけでなく大人にも大人気

【茨城県庁展望ロビー】
茨城県立歴史館

茨城県近代美術館

茨城県の歴史に関する資料を収集・展示。広い敷地

所 蔵 作 品は 3 , 8 0 0 点にもおよび 、茨 城 ゆかりの 作

内には本館のほか、明治14年に建築された旧水海

家 、横 山 大 観 や 小 川 芋 銭など日 本と西 洋 の 近 代 美

道小学校や、江戸時代の農家旧茂木家住宅などが

術 作 品 をテ ー マ に そって展 示してい ます。ワ ーク

あります。一橋徳川家記念室には12代当主徳川宗

ショップや企画展、講演会などイベントも多彩です。

敬氏から寄贈された資料が展示されています。

緑に囲まれ、広々と整備された敷地の中に立
つ県庁舎。中央には県民広場があり、県民が
ゆったり集える場となっています。25階の展
望ロビーからは水戸市市街地や関東平野、
筑波山まで一望することができ来庁者の目を
楽しませています。

シンボルタワー

です。

水戸芸術館
高さ100mのシンボルタワーが象徴的な水戸芸術
館は、コンサートホールATM、ACM劇場、現代美術
ギャラリーを備えた複合文化施設です。音楽、演劇、
美 術 の 各 分 野が 融 合し独自 の 芸 術 文 化を創 造 。タ
ワーには展望室もあり市街の絶景が楽しめます。
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カスケード

3M音楽祭 共催NGO

SOSキンダードルフ・ジャパン

1949年オーストリアにて設立。
スローガンは「すべての子どもに家庭を」
世界最大の子どものためのNGOです。

SOSキンダードルフとは

SOSキンダードルフ
（子どもの村）は非政府の児童福祉組織で、世界中で親と暮らせない子どもの面倒を見ています。現在SOS
キンダードルフは132の国と地域にある500の子どもの村で8万人を超える子どもたちに家庭と同じ環境を提供しています。

ＳＯＳとは、SAVE OUR SOULSという３つの単語の頭文字をとったものです。
「わが魂を助けてください」
という子どもの叫びを受け入れることを意味しています。
「身よりのない子どもに母親と温かい家庭を」
をスローガンに、

その施設を日本に作るため、SOSキンダードルフのことをより多くの人に知ってもらうため、3M音楽祭を企画いたしました。

SOSキンダードルフ ４原則
●マザー

第二次世界大戦後、町にさまよう子どもの救済に、故ヘルマン・グマイナー博士はたちあがり、
数名の協力者とともに最初のドルフ
（子どもの村）
をオーストリアのイムストに建設されました。

最も重要な役割を果たしているのが、マザーの存在です。心の傷をもち精神的に病む状態での子どもたちを受け入れるために
は、教育学的ではなく母の愛、常に子どもたちに注がれる母の愛が基盤となります。従ってドルフではマザーの選考とトレーニン
グに十分な配慮と注意がはらわれています。子どもたちをわが子のように受け入れ、愛してくれること。人格的に堅実でバランス
がとれていること。健康的で、母親的で、
おおらかな心と性質をもっていることが要求されます。

一口でいえば、親のいない子どもたちに母親の愛情を伝え、

●兄弟関係
実の兄弟は１つの家で迎えられますし、同年齢だけでなく、
さまざまな年齢の子どもに囲まれて暮らすことで、兄弟の役割が大切

美しい自然と温かい家庭環境の中で、

にされます。
●家

人間的にも社会的にも成長を促進する教育をしようという試みです。

子どもたちに安心できる「わが家」
という気持ちが育まれることは、精神安定に不可欠です。
●ドルフ（村）

今の日本にこそ、
ＳＯＳキンダードルフが必要なのではないでしょうか。

10世帯から20世帯のファミリーが住み、
コミュニティーがあり、場所によっては幼稚園もあります。
ドルフはいわば大きな共同養
育団体であり、家庭内だけでない、
より広い基盤の上で子どもが成長できる触れ合いの場を与えるために考案されています。

ＳＯＳキンダードルフ インターナショナル
会長
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ヘルムート・クティン

【SOSキンダードルフ・ジャパン】ホームページ

http://fairs.main.jp/

代表：髙城 賢一
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