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◆当日は座席数を半分に減らし、密にならないよう安全面に留意して開催いたします。 　◆こまめな手指消毒のご協力をお願いいたします。
◆来場時はマスクの着用をお願いいたします。 　◆受付で検温を行なわせていただきます。体調の悪い方は来場をご遠慮ください。
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😷新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、ご協力ください🙇
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※氏名・住所・連絡先・枚数
　をお知らせください。

盲目のソプラノ歌手
澤田 理絵みながわ ちかこ

さ わ だ  り え

ピアノ伴奏



     武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科卒業。コロラトゥーラの作品を中心に、交響曲や宗教曲のソリスト、オ
ペラや日本歌曲、ミュージカルナンバーまでそのレパートリーは幅広い。第22 回愛のステージにて最優秀
賞三笠宮寛仁親王妃杯受賞。作曲家の神津善行氏に高く評価されデビューの機会を得る。第21 回愛のコ
ンサートにて御前演奏を行なう。 2005 年愛知万博にてコンサート出演。 同年「サフラン賞（職業自立し、社
会貢献をおこなう女性に贈られる）」を受賞。 2006年世界的ソプラノ歌手中丸三千繪マスタークラス
オーディション合格。 同年、ローマにて研鑽、その間ヨーロッパ各地で多数のコンサートに出演。2008年
NHK 総合、BS2（衛星第二）「シリーズ“秋・つながる心” 見えないことは不幸じゃない～全盲夫婦の夢
と子育て～」で自身と家族のドキュメントが放送され、大きな反響を呼ぶ。2009 年ロンバルディア声楽マ
スタークラス（ミラノ）を受講。最優秀ディプロマを取得し、ミラノ市主催選抜演奏会に出演、その後チェコ
にてオーケストラと共演。 2010 年日本テレビ系列24 時間テレビ大コンサート（久石譲氏指揮）にてソリ
ストを務める。2011年デビュー15周年記念CD「ひむかの空」をナミレコードより全国発売。2019年クルー
ズ船ダイアモンドプリンセス号にてコンサート出演。 2021 年東京パラリンピック点火セレモニーオープニ
ングにて歌唱（動画出演）など、その活動は国内にとどまらずウイーン・ブダペスト・ローマ・ニューヨー
クなどでも数々の演奏会に出演。 東京交響楽団、山形交響楽団等オーケストラとも共演。
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歌劇「ホフマン物語」より
「オリンピアの歌」　オッフェンバック作曲

ディズニー映画「ピノキオ」より
星に願いを　ハーライン作曲

ジブリソングメドレー  久石譲作曲 みながわちかこ編曲
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    国立音楽大学音楽学部作曲学科卒業。1995 年 NHK「ソリトン金の斧　銀の斧」～デジタル音楽天
国～に出演し自作曲が放送される。1998 年 8 月日本テレビ「24 時間テレビ～久石譲作曲　旅立ちの
時コンサート～」にて音楽制作に携わる。2004 年～2012 年ヤマハ主催「e-Music」、鍵盤楽器「ク
ラビノーバ」向けポピュラー曲の編曲と MIDI 制作を担当。2006 年 2 月日本テレビ「がきの使いや
あらへんで」に作曲家の先生役で出演。2008 年 11 月 NHK 総合、12月NHK BS2,NHK 総合で放送
された「シリーズ“秋・つながる心” 見えないことは不幸じゃない～全盲夫婦の夢と子育て～」の番組
エンディングに作詞作曲した「今帰ろう」が使用された。2011 年 11 月ソプラノ歌手澤田理絵デビュー
15 周年を記念したＣＤアルバム「ひむかの空」（ナミレコード）をプロデュース、楽曲提供と編曲を
しており、このＣＤはレコード芸術誌（音楽之友社）で準推薦盤として他多方面で紹介された。
2012 年～ 2015 年　作曲家 村松崇継氏のオーケストラ楽譜作成に参加（渡辺謙主演 NHK 土曜ドラマ、
TBS「大奥」、フジテレビ「赤い糸の女」、映画「思い出のマーニー」）。2013 年 8 月発売 Body Shop
ヒーリング CD「Musicare」全 5 タイトル（KING レコードより）にオリジナル曲を提供。2021年東
京 2020 パラリンピック聖火リレーの点火セレモニー（DAY4　8 月 23 日）会場で上映されたミニコ
ンサート動画に、ソプラノの澤田理絵と共に出演。社会福祉法人あかねの会「われもこう」「笑顔の輪」、
田無第一中学校創立 75 周年記念式典用委嘱合唱曲「学び舎」の作曲等、合唱曲作品も多い。
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 あかねの会は、知的障がい児・者の
働く場と生活の場を作ろうという趣
旨で平成８年11月に発足しました。   

 知的障がい者の自立は障がいの程度
によるのではなく、教育や関わり方
によって決まります。

あかねの会では、一人でも多くの知
的障がい者が自立できればと願って
活動を広げてきました。
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毎月2回、音楽好きの仲間が集まって活
動しています。仲間と一緒に歌い演奏す
る喜びはかけがえのないものです。一年
間の練習の成果をぜひお聴きください。
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言葉以外の表現を高めようと、月に1回集まって、自
己紹介や手話ソングの練習をしています。表情や、全
身の動きで相手に伝わるように、合言葉は「おおげさ
に！」。「楽しい」ははじける笑顔で、「悲しい」は大粒
の涙を流して、本日の舞台でも120％の力を使って、
全身で音楽をお届けします♪
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