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第10回　風の環コンサート（The 10th Annual Circle Wind Concert）日米合唱祭 at カーネギー 概要 
 

日時： 2017年9月17日、　開場16：30 / 開演17：00、　ゲネプロ：13:00~16:00 

会場： カーネギー大ホール、Carnegie Isaac Stern Auditorium, 881 Seventh Ave. New York, NY 10019 
https://www.carnegiehall.org/ 

チケット： 10ドル 

主催： NPO　9.11 Circle Wind Memorial Concert 

共催： ニューヨーク東北大学同窓会「萩友会」 

後援： 日本クラブ、NY日本商工会議所、NY宮城県人会、NYライオンズクラブ、JCH等 

メディア・スポンサー： 週刊NY生活 

ホスト団体： JCH（Japan Choral Harmony “TOMO”）、風の環少年少女合唱団 

チャリティ寄付先：＜米国＞Twin Towers Orphan Funds (http://www.ttof.org/html/mission.htm) 
＜日本＞ みちのく未来基金 (http://michinoku-mirai.org/index.html) 

 
コンサート出演者： 
Stage 1: Coro Dabar： 伊達政宗が1613年にスペイン・ローマに派遣した慶長遣欧使節団。そのうち何人かがスペインに留まったがその末裔が住む

コリア・デル・リオ市の市民合唱団。日西文化交流を続ける。https://www.facebook.com/corodabar/ 
 
Stage 2: Japan Choral Harmony “TOMO”: NYを代表する日系混声合唱団。2011/2013年の合唱祭に参加。2011年以降の風の環コンサートではホス

ト役。宮城県、東北出身者多数。http://jch-tomo.org/ 
 
Stage 3: 風の環少年少女合唱団 (Circle Wind Boys and Girls Choir)：　昨年幣NPOの働きかけで結成。ニューヨークに住む日系の子供たちに古く

からの日本の童謡、わらべ歌、民謡、わらべ歌などを歌い継いでほしいという思いで結成された。昨年の風の環コンサート、水前寺清子との合同コン

サート、今年の3.11式典等積極的に活動している。総勢90人。2曲歌った後、特別ゲストの植村花菜さんと一緒に2曲。 
 
Stage 4: 東北大学混声合唱団 
 
Stage 5: 東北大学男声合唱団 
 
Stage 6: Alexandria Harmonizers: アメリカを代表するバーバーショップ合唱団の一つ。100名以上。2011年の日米合唱祭にも出演（合唱団「萩」

と共演）。https://www.harmonizers.org/ 
 

 
MC：　久下香織子さん　フジTVキャスター　http://www.fujisankei.com/blog-kuge/  
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Coro Dabar/東北大学合唱団 日程表 
 

　 9月15日(金) 9月16日(土) 9月17日(日) 9月18日(月) 9月19日(火) 

Coro Dabar（21名） 

14:25 JFK着(a) 
（IB1651） 

自由行動(d) 

13:00　ゲネプロ(g) 
● AH 
● 子供除く全員 

(上を向いて歩こ

う) 
● 各国歌 
● 東北大混声/男声 
● 子供+植村 
● JCH 
● Coro Dabar 

16:30　開場 

17:00　開演 
 
 
 
20:00　打ち上げ(h) 

Broadway Applebee’s 
205 W. 50th St. 
212-262-2400 

学生$20、大人$30 
アルコール2杯目以降 
Cash Bar 

7:00 朝食 

8:00　我謝さん新作映

画 
内輪上映会　(50分)(i) 
ホテルにて 
 
12:00 山崎氏JFK発 

（UA　　　） 
 
13;00 スペイン組 

バスにてJFKへ(j) 

 
 
17:00 スペイン組 

JFK発(k) 
(IB6250) 

　 

コンチ議員（日本担当） 
ペペ部長(市職員・文化担

当) 
ホァン・フラン・ハポン

会長 
下平氏（ミキ・トラベ

ル） 
イレネ・ゴメス氏（指

揮） 

山崎良弘氏 16:35 JFK着(b) 
(UA7927) 

計29名 19:30レセプション(c) 
Trattoria Dell’Arte 

900 7th Ave. 
212-245-9800 

(住山夫妻？) 
 

19:30 レセプション(e) 

白田宅 
ホアン･フラン、ペ

ペ、 コンチ、下平な 
ど、一部メンバーの

み 
東北大学混声合唱団（74
名） 

　 16:40 EWR着(f) 
UA078 

朝の上映会参加？ 

 
自由行動　(市内観光)(l) 
 
19:00 NY萩友会主催 
レセプション 

Shinbashi 
7 E. 48th St. 

一律$40 
住山夫妻参加 

11:00　EWR発(m) 
UA079 

佐々木先生（指揮） 
菅原さん（ピアノ） 
　 
東北大学男声合唱団（20
名） 
末光先生（指揮） 
村嶋先生（引率） 

計98人 
 

 
宿泊: Hilton Garden Inn, Long Island City, 29-21 41st Avenue, Long Island City, NY 11101 
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REMARKS 
(a) JCHから誰か出迎えできるか。 
(b) 我謝さん出迎えするか。 
(c) レストランまでエスコートする人、集金係、進行役、対レストラン渉外係。 
(d) グループに分かれて案内。Dinnerも適宜お付き合い。 
(e) JCHより1人参加してもらうかも。 
(f) JCHから送迎できる人いるか。 
(g) それぞれのグループをカーネギーまでエスコートする必要あるか。当日の各役割の分担。→＜A＞ 
(h) 会場まで誘導の必要あるか。集金係、進行役、レストラン渉外係。 
(i) 本決まりとなればホテルとの渉外係が必要。我謝さん/白田と連携。 
(j) ホテルで見送る人、空港で見送る人。 
(k) 同上 
(l) 市内観光に付き合える人はいるか。 
(m) 空港に見送りに行ける人はいるか。 

 
＜A＞ 当日の役割 

1. 控室の部屋割り。 
2. Will Callチケット→Box Officeへ。 
3. ステージマネージャー（小島氏）のアシスタント。 
4. Back Stage Access List、Press List　→　House Managerへ。 
5. 子供のお世話、募金集めの手順 

 
＜B＞ その他 
1. チケットの管理 

● 参加団体への招待券 
● 後援・協賛団体への招待券 
● ネット販売のフォロー 

● メディア記者招待 
● スペイン関連団体への招待状 

2. 住山夫妻のお世話 
3. 岡本校長、ジャッキー/菅原さんらにお願いすること。 
4. ライオンズクラブにお願いすること。 

3 / 2 


