
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 年前に、音楽を通じて地域の皆様に良質な文化に触れていただ
き、コミュニケーションや絆が深まればと「アリーノ音楽コンサー
ト」を企画しました。また特別編としての東日本大震災復興支援チ
ャリティーコンサートや、親子向けのファミリーコンサートなども
開催してきました。12 月 17 日開催の「クリスマスコンサート」
で 30 回目のコンサート開催です。ここまで継続できたのは、地域 
の皆様のご支援のおかげと、感謝いたし
ます。今後も、地域のアーティストやグ
ループを紹介し、皆様と共に歩んでいき
たいと思います。 

 

 

1 年は早いもので、今年最後の月を迎えました。利用者様、地域の
皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。益々、人と
人が交流し、人と地域がふれあう場として、アリーノが貢献できる
ように運営してまいります。来年もよろしくお願いいたします。 

 

◆12月 28日、1月 4日は貸室、受付事務
室、図書室は通常通り 9時～21時まで
開館します。 

◆1月 4日は、市立図書館の利用者検索機
の利用は停止中です。 

◆休館時の図書の返却は、正面玄関左側の
返却ポストをご利用ください。 

◆喫茶｢ヴォーチェ｣も 
12月 29日～1月 3日の間、休業します 

ヴァイオリンとギターによる宮前
区在住デュオ! ラテンのリズムに乗
せて、クラシック､ジャズからポップ
スまで幅広い音楽を披露します! 可
憐なヴァイオリンの調べと、優しいギ
ターの音色のハーモニーに、これまで 
のアリーノコンサートではなかったサウンドを感じることがで
きるでしょう! 今回はゲストにソプラノの西野伸子をお迎えし
ますが、実は西野さんも宮前区在住なんです! つまりは宮前産
ラテンポップ! ボサノバサウンドにも期待が高まります! 

1 2012/6/24 アカペラカルテット XUXU～しゅしゅ～ アカペラ

2 2012/8/19 吉川元子ピアノリサイタル～真夏の夜の夢～ クラシック

3 2012/12/16 山形ゆう子の歌声サロン 歌声サロン

4 2013/3./3
東日本大震災復興支援 アリーノからの応援ソングライブ

石田邦彦～出前ギター弾き語り
ギター弾き語り

5 2013/5/12 吉川元子 公門俊之 ジョイントコンサート クラシック

6 2013/7/28 心の共鳴箱 奥平哲也マリンバコンサート アラカルト

7 2013/9/29 青山祐己 LIVE in アリーノ ポピュラー

8 2013/12/22
吉川元子 公門俊之 生沼晴嗣

ジョイントコンサート
クラシック

9 2014/3/2
東日本大震災復興支援 チャリティーイベント
石田邦彦・田端かや乃・海老名おはら四季の会

ギター弾き語り

10 2014/5/25
JAZZ LIVE in ARI-NO
山之内美幸カルテット・桃井まり

ジャズ

11 2014/7/26
南北アメリカ近代作曲家の調べ

大竹愛ピアノリサイタル
クラシック

12 201/9/28 青山祐己 LIVE in アリーノ ポピュラー

13 2014/12/21 吉川元子 上保朋子 ジョイントコンサート クラシック

14 2015/3/1
東日本大震災復興支援 チャリティーイベント
高橋昭男・清水マリ子とマリの会

歌声・演芸会

15 2015/5/31 HONEYCOOKIES カントリー

16 2015/9/27 鈴木彩・大竹愛 ジョイントコンサート クラシック

17 2015/11/21 青山祐己 LIVE in アリーノ ポピュラー

18 2015/12/20
CHRISTMAS JAZZ CONCERT

福本純也トリオ
ジャズ

19 2016/2/28
東日本大震災復興支援 チャリティー音楽祭

石田邦彦・KAZU・青山祐己
ポピュラー

20 2016/6/12
ゴスペル･コンサート･イン・アリーノ
後藤美幸･宮前ゴスペルクワイア

ゴスペル

21 2016/9/25 福本純也Boylston Jazz ジャズ

22 2016/10/30
ファミリーコンサート

田中絵美子・安藤あゆこ・竹山朋子
童謡・クラシック

23 2016/12/18
CHRISTMAS JAZZ LIVE in Ari-no
山之内美幸カルテット・桃井まり

ジャズ

24 2017/2/26
東日本大震災復興支援 チャリティーコンサート

DEEPER・青山祐己
ポピュラー

25 2017/4/16 WAWAWAフレンズの歌とピアノのコンサート クラシック

26 2017/6/10 青山祐己リサイタル ポピュラー

27 2017/7/22 福本純也Boylston Jazz ジャズ

28 2017/10/1
マリンバ・デュエット･コンサート
田村優輝子・泉山大介

クラシック

29 2017/11/19 吉川元子ピアノリサイタル クラシック

30 2017/12/17
ラテン･クラシカ･ア･ラ･モード
クリスマス･コンサート

ポピュラー

会場：2F 集会室 
入場料：1,000 円 
  

 秋の読書週間は、定番になりました『しおり
プレゼント！』と『読書 deビンゴ』に、新企
画の『読書マラソン』・『わがやのイチオシ絵
本』を加え、たくさんの本を楽しく読んでい
ただけました。 

 『読書マラソン』は、完走ならぬ 30 冊完読
をめざすスタンプラリーです。30 冊達成して
ミニ賞状を渡した時の笑顔は最高でした。渡
した時の読んだ本が記録ページに、ずらっと
記入されていると、スタッフとしても嬉しい
ものです。  

 11 月 3～6 日の『古本市』では、約 1600 冊用意した本の 8 割をリユース
していただく事が出来ました。利用者の皆様から本の寄贈をたくさんいただい
たこと、そしてもう一度手にとってもらえたこと、とても感謝しております。 

次回は、春の読書週間に開催予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酉年の 2017 年が終わり、戌年の 2018 年を迎えようとしていますが、12 月という月は、1 年の中でも一番いろいろなことが
凝縮した時間になると感じます。1 年の締めとして、まとめたり、振り返ったり、忘年会で発散したり、クリスマスプレゼン
トをしたり、来年のことを考えたり・・・・・「そうだまだ今年は 31 日もあるのだ。じっくり年末月を楽しみましょう！<Y> 

 

1 月 12 日～14 日、第 5 回
「市民活動ふれあいフェアー」
が市民活動支援コーナー利用
者連絡会主催により開催され
ました。 
１階建物前では、模擬店(焼

きそば、フランクフルト、炊き 
込みご飯、地元野菜販売、バザーなど）が開催 
されました。2 階フリースペースでは、30 団体による活動紹介ポスター展や手芸体
験コーナーなどを開催。集会室にはステージを設営し、登録団体がパフォーマンス
を披露しました。 
市民活動支援コーナー利用者連絡会では、地域に貢献する活動を進めています。 

 

お正月好評第３
弾! 『本の福袋』
来年も開催です！  

普段あまり手に取らないジャンルの
本に出合う読書を楽しんでもらう企
画です。キーワードで選んだ３冊で新
春の運だめしを! 図書室は１月４日
(木)から開館しています! 来年も本
と良いご縁がありますように!  

 

 

1/4 から 
（なくなり次第終了) 

時間：9:30～12:30 
会場：3F 調理室 
参加費：1,600 円 

時間：10:00～12:00 
会場：2F グループ室 
参加費：無料 

時間：9:30～12:00  
会場：3F 調理室 
参加費：1 回 1,200 円 

 

着物のリメイク作品を展示。 
 

12月 4日(月)～10日(日) 
時間：10:00～16:00 
お問合せ：044-854-1668(かつべ) 

 


