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金ケ崎町
中央生涯教育センター〔ホーJbJ

午後5時開演 潔演予拒:乾子薦
30分

翻髪〕 ●一般/前売 1,500円 当日2,000円 ●中学生以下/500円 (前売。当日)

の全額、協賛金の一部は、東日本大震災被災地の支援に役立たせて頂きまi

9月 8日⑥より
前売開始″

チケット取り扱い 金ケ崎町中央生涯教育センター

金ケ崎町各地区生涯教育センター

ビッグハウス金ケ崎店

奥州市文化会館 (Zホール)

北上市文化交流センターさくらホール

江釣子ショッピングセンターパル

[金ケ崎]

[金ケ崎]

[金ケ崎]

[水 沢]

[北 上]

【主催】金ケ崎町国際交流協会 【後援】金ケ崎町・金ケ崎町教育委員会・金ケ崎町芸術文化協会

◆協賛/ヘアーステーションあけぼの、わんわん美容室アシュ、あべ歯科クリニック、アルム不動産企画、板宮建設、

岩手金ケ崎ガス、和洋食道エクリュ、小沢商店、金ケ崎印刷、金ケ崎温泉駒子の湯、金ケ崎ゴルフコース&ロ ッジ、

金ケ崎町商工会、金田構造設計、光影社、レストランコレット、パンエ房さかた、民宿さとう、カフェレストランサバービア、

おばんざいの さ蔵、産直ろくちゃん、」A岩手ふるさと、ジョイフルあべ生花店、千貫石温泉湯元東館、大成工務店、

藤光堂、永岡温泉夢の湯、花憩庵、ピリカ美容室、美容室ヘアカルチャー、北都交通金ケ崎営業所、和風レストラン星萬、

松本歯科医院、みどりの郷、森幸商会、お食事処ゆず

藤普館観醸

金ケ崎診療所   金ケ崎町役場

中央生涯教育センター/金ケ崎町西根南羽沢55

二
胡

責

艦

新

ピ7/凸本梨江

チケット売上

金ケ崎町国際交流協会
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢55(金ケ崎町中央生涯教育センター 団体交流室 内)

TEL&FAX 0197-44-2099 ※月・火・木・金曜日(祝 日を除く)10:OO～ 17:OO

ホームページ http:〃 kifao cocolog― nifty com/



Profile

ジャーンヾンシン

上品賣鵬新
Jia Peng Xin

1972年以後、ジャムス市文化宮民族管弦楽団、ジャムス

市評劇国でコンサー トマスターを務め、92年ジャムス電

影公司社長兼音楽プロデューサーに就任。 95年からジ

ャムス大学芸術学院客員教授となる。2001年 来日後、天

華二胡学院講師を務めるとともに、全国で演奏活動を行

う。これまでにソロアルバム「光の海」(コ ロムビア)、
「空―

sora」 (ク ラウン)を リリース。

中国音楽家協会二胡学会理事。

金ケ崎町内協賛

ジャー′くンファン

中国中央民族楽団でソリストおよびコンサートマスターを10年間務めた後、1988年 に来日。

作曲家・服部克久氏に「西洋も東洋も超越した清々しい柔らかさ」と称賛され、氏との出会
いが転機となり、日本での音楽活動の場を広げる。日本全国でソロコンサー トを行うとと

もに、多様なジャンルのミュージシャンとの共演、レコーディングに参加。映画(LOVERS
他)、 TV(ト ップランナー等)、 CM音楽 (サ ントリー他)で も活躍。また日本のみならず、二胡
を世界で親しまれる音楽に昇華させたいと、海外公演 (ア メリカ、イタリア、韓国、台湾他)

も積極的行っており、2010年は故郷中国で初の凱旋公演を行った。オリジナルアルバム (「,可」
「虹」「遥」「二胡」「翔」「浪漫」「二胡「 LOVERS」「月光」「休日」「ノクターン」「メモリーズ」「明
天」「朋友」)は世界各地でリリースされ、注目を集めている。今年3月 に「四季」をテーマにし

たオリジナルアルバムをリリース。

買鵬芳ホームページhttpプ /www Ja pengfang.cOm

第16回大地の詩コンサート 2011.10.10

にしもとりえ

上品賣鵬芳
Jia Peng Fang

上晶揚撃宇
Yang Qing Yu

ピアノ西本梨江
Rie Nishimoto

桐朋学国大学音楽学部演奏学科ピアノ科を卒業、桐朋学園大学研

究科修了。これまでに桜井雅、佐野翠、日比谷友妃子、三上桂子、江

戸京子、江戸弘子の各氏に師事。全日本学生音楽コンクール全国大

会第 1位、高校生国際芸術コンクールピアノ部門第 1位など数々

のコンクールで入賞。2004年 より国際連合食糧農業機関(FAO)準
親善大使を務める。ヴァイオリンとピアノのユニットで「Toi」 (ト

ワ)、 ソロアルバム「Rieク ランカル ロマンス」をリリース。

西本梨江ホームページhttpツ /ne―pttno com

天津音楽学院を卒業後、シンガポールの南洋芸術学院華

楽国や海南省歌舞団に所属し、ソリス トを務める。

これまでに数々のコンクールでの受賞経歴を持ち、海南

大学で二胡の指導を行う傍ら、海南省民族管弦学協会二

胡専業委員会会長などを務めた。

2009年 に来日し、天華二胡学院で二胡の指導にあたる。

日本二胡学会理事。
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T029-4503
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根町裏4■ 1

TEL 0197-42-2748

∞
あべ歯科クリエック

院長 :阿部修作 副院長 :阿gB千環

tel.oη 9フ ー44-占百作凸
〒02伴 4503金ケ崎町西根荒巻 25-1 駐車場完備

URL http:〃 wwu abe― denta com/
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未来をみつめ、地域社会に貢献する
特定建段業 宅地建物取引業 国際規格認皿企業S09001

◎郵板宮建設
代 表 取 締 役 社 長

板 宮
一

善

本   社  岩手県胆沢郡金ケ崎町西根矢来 19
電 語 (0197)42-2225(代 )

FAX(0197)42-3535
,サイクルセンター 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻川 日田沖82

電 話 (0197)42-5591

〒0294503岩手県胆沢郡金ケ崎町西根油地281

TEL 0197-44-3386

しPガス・灯油・A陽光発酢 ホロリのリフォーム

eCOな目らしをお手伝いいたします!

岩手呈ケ崎ガス腑式e社
霊ケ崎町ET車 45‐ f

TEL 42‐3451

イほ,羊会玉〔≧,cTⅥ

望
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ランチアイム  十1:30～ 14:OO
カフェアイイ  14:00～ 16:00
ディナータイム 18:00～ 21:00

〒02q■503仝 ケjI価線女It丁 2

和洋酒、たばこ、塩、灯油

お電話一本で配達致します

有限会社/Jヽ i沢コ蔚店
金ケ崎町西根新田5 

黒 ,4三 :二写:

印刷のことならお気軽にご相談ください

有限会社   ヨ暇舒飩正EEttE

金ケ崎印刷

全 ケ 崎 温 泉 思 〕1升 α)う易

介護予防施設 i晒  光  荘

全天候運動施設 和 光 ド ー ム

金ケ崎町西根和光544-1

TEL(0197)43-2227
岩手県Nolの コースレート733を取得

7-/ルドパーマー設計の戦略性の高い18ホール
クラン ウヽス内にはロッジを完偶し、泊まリカЧナ勤 レフに最適でi

C/金ヶ崎〕レフコTス&ロッジ

地域 と企業の緊栄のために

③
金ケ崎町商工会

会長 菊 地 清 晴
TEL(0197)42-2710

(有)金田構造設計
KANETA STRUCTURAL DESICN

代表一級建築士 金 田   整 一 始評泄
本店 金ケ崎町西根本町72

TEL 4 2-3012
支店 金ケ崎町西根本宮後 13-2

TEL 4 1-0200

Rё staurant

COLETTE
LSt 0197(44う 3928

レストランコレット
所在地 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢

あ得な情報などは

金ケ崎ゴルフコース&ロッジ 検雰ネ

TEL 0197-44-3074
FAX 0197-44-3613
携 帯 090-6229-3035
卜mal:ksd5555@poem ocn nejp

金ケ崎町西根雨羽沢754
電話0197-44-3510

※ご予灼お受けします

◆営業時間/8:30～ 19:OO◆定体自/水田日・第3又隠B

定休日、曜曰別バッ、

新商品のご緊内など

民宿きとう
金ケ崎町三ケ尻上渋川8-2
8 0197(44)2352
FAX 0197(44)3936

～ふるさとの味と心でおもてなし～

犠 や 蕉就 a臥ぬht oPEN AM,1:OO

SubttЛ
y

カフェレストランサバーしア

金ケ崎町西根南荒港G81 TEL/FAX O,974447コ ,

URL http:″ cafe‐su6u「山acom
サバービア楽天市場店 叶o//www ratutencoわ /stbm濾加n“鰤

わtぶんざいの

と
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日定 休 日/日 曜 日 月曜 日
■営業時間/AMll:30～ PM2:00

夜は予約制となります

TEL・ FAX 0197-44-5259

回直 らくちゃゐ
●営業日/木 金上 日  0197‐ 43‐3201

岩手県胆沢郡金ケ崎町六原二の町表215■

JA岩手ふるすと
経営管理委員会会長 F弓  脇    功

金ケ崎中央支店 43-2426
金ケ崎地域センター 43-2771
金 ケ 峙 支 店 42-2141
金ケ崎資材センター 43-2780

全国にお花が贈れます
フジテレビフラワーネット加盟店

カイアルあ胡 店
胆沢郡金ケ崎町西根荒巻 14-1

TEL.0197-44-5386

湯元 東館
金ケ崎町西根二枚橋5-1

TEL 0197-43-3300

唯串柔必羅桑癖
〒0か 4504岩手J7Fa択郡全ケ崎町永沢問合543

tel:44-3388 fax:44-5055
e‐ma‖ i taise卜 seり u@mx51 et tik ne,p

―級機能士・一級光学士の店
金ヶ崎阿西根本宮後13-4ビ ッグハウス敗地内

TEL 0197-44-5502(FAX兼 )

☆営業時間:AM9:00～ PM7:30

毎分720リ ットル湧出する豊富な源泉を
「かけ流しJに した温泉です。
インターネット回線完備の客室もあり。

永岡温泉
導 卜

の 電 券
金ケ崎町永沢石持沢

TEL0197-咽 -3420 0悪0197-44-3110

医療法人社団創生会
高齢者居宅安心ネット金ケ崎

は な  け い   あ ん

花 憩庵
金ケ崎駅前診療所

金ケ崎駅前 電話42-5001

婚ネし着付・毛髪診断
ネイルケア・フェイスケア

ご予約承 ります

ピリカ美容室
営業時間 8:30～ 19:00迄
あ気軽にあ問い合せ<ださい

TEL 0197-42-4061
胆沢郡金ケ崎町西根本町106-1

営業時間 ●8毛 0～ 18:00

営業日。毎週月曜 第3日 曜

〒029-4S02

金ケ崎町三ヶ尻水日沢414
URL hHp7/w― ha「c』ture net/

髪と環境に安全なビーワンの店

美容宣ヘアカルチヤー
ITEL:019卜 42・5020

① 北都交五
金ケ崎営業所

〒029-4503岩 手県胆沢郡金ケ崎町西根矢来32

TEL(0197)42-2161

イ�F撫レストラレ握:  お
☆お食事   ☆宴 会、諸会合

☆法  事   ☆仕 出 し料理   ☆出 前

☆弁  当  ☆民 宿  1,自 3食付
550円 ～      5,000円 税込

〒0294503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根町裏28-4
TEL i 0197-42-3155 FAX:0197-42-3157

松本歯科医院
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野881

TEL (0197)44-5578

〒029-4505岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄上宿263

TEL:0197(44)2131
FAX:0197(44)5173

E‐ ma刊 :info@midonno satO jp

みどりの郷
ホテルみどりの郷 みちのく城址温泉

葬儀から法要まで

有略れ森十商会
岩手県胆沢郡金ケ崎町凸沢町裏221

TEL 0197142)4531 FAX 0197142)4532

お食事処1靱きピ載乱平
2晴

憂。篇
全ケ崎町西根審訴 日62-1

を 川 ■ 手


