わそうがく

♦♫♦*♦♫♦*♦

和奏楽

つがるしゃみせん

津軽三味線
さら

会主

りそうかい

つ

り

そう

新 津 里 奏

里奏会 ♫♦*♦♫♦*♦
プロフィール

岐阜県岐阜市長良出身。3歳から篠塚流日本舞踊を習い、12歳で名取(篠塚力保）となる。
岐阜高校、津田塾大学（英文科）卒業後、アメリカ（ NY州立大学院 ）に留学中（1979-1981）
国際文化交流で日本舞踊を披露。日本文化の独自性重要性に気づき、帰国後 日本の伝統的
楽器である三味線を習い始める。
大学時代に聞いた名人 高橋竹山氏の三味線の音色が忘れられず、津軽三味線の音色に
魅了され、 一般民謡を数年習った後、飯田晴彦先生の飯田流英才教室にて、三味線部門と
採譜部門で指導を受ける。また1991年より、加藤流三絃道藤秋会 会主加藤訓家元に師事。
唄に関しては、1989 年頃、浅野梅若氏の弟子である、梅若クニコ先生に秋田民謡を師事し、
加藤流入会後は、家元に秋田民謡・津軽民謡を師事した。
また、2009年に「篠笛教室」を開講。佃康史先生に講師を依頼し、3年程篠笛を師事した。
藤秋会においては、1995年加藤訓里の雅号と共に準師範の資格を取得し、津軽三味線・
訓里会を発足。1997年師範、2005年大師範に昇格。藤秋会主催の海外(音楽)親善公演
（カーネギーホール・学友協会ホール・オペラハウス）や、国内公演に多数参加。
日本郷土民謡協会主催の「全国大会器楽合奏の部」での10連勝達成にも貢献した。
また、東京・大阪・名古屋での「五木ひろし特別公演」に出演。 NHK BS2「五木寛之・
五木ひろし・ 夢・歌・一夜」にも出演した。
一方、訓里会会員約2０名と共に、各種イベントのアトラクション演奏や、高齢者福祉施設・
病院等で ボランティア演奏を行う等、多彩な演奏活動を続けてきた。
2012 年7月 、約20年の永きに渡る藤秋会での活動に終止符を打ち、弟子達とともに
独り立ちし、 地元岐阜の地にて「和奏楽 津軽三味線 里奏会」を立ち上げた。
以後、岐阜・大垣中日文化センターの講座も続け、毎年記念コンサートを開催している。
他楽器とのコラボレーションや新しい企画にチャレンジするなど、精力的に 演奏活動を
続けている。

★ 訓里会 会主 加藤訓里 の賞歴と主な活動履歴 ★
1994 年

10 月

✿愛知県明治村呉服座『秋季特別公演』に出演

1995 年

10 月

♪岐阜市芸術文化協会主催『ぎふ信長祭り・天下取りコンサート』に出演

11 月

愛知県明治村呉服座『秋季特別公演』に出演

1月

◎月刊誌『ぷらざ』～みんな集まれサークル紹介～に掲載される

4月

♪「岐阜道三祭り協賛パフォーマンス」に参加出演

2月

◎岐阜放送『生活リズムワイド・ハロー』に出演

3月

✿日米音楽親善団としてニューヨーク「カーネギーホール公演」に参加

9月

◎岐阜放送『生活リズムワイド・ハロー』に出演

9月

岐阜市長良川国際会議場大ホールにて「長良川公演」実行委員＆出演

4月

「大須商店街大道芸・びっくり市」大須万松寺通りにてアトラクション演奏

6月

✿日奥音楽親善団としてウイーン学友協会ホール「ウイーン公演」に参加

1月

「大須商店街大道芸・びっくり市」大須万松寺通りにてアトラクション演奏
◎ 「東海ＴＶ取材」

4月

◎『月刊ぎふ 4 月号』に津軽三味線奏者として紹介される

2001 年

5月

「大須商店街大道芸・びっくり市」大須万松寺通りにてアトラクション演奏
◎「NHK ゆうがたチャンス」に生出演

2002 年

7月

✿日豪音楽親善団としてシドニー「オペラハウス公演」に参加

2004 年

1月

五木ひろし「御園座正月特別公演」

3月

♪岐阜市芸術文化協会・市民文化講座 2003 年度第4回「リレートーク」
『津軽三味線の世界を訪ねて』の講師と演奏（訓里会単独出演）

5月

♪彦根・福寿大学講演会「弾き語り for you～日本文化の再発見～」講演

8月

五木ひろし「御園座スーパーライブコンサート」

1996 年

1997 年

1998 年

1999 年

2004 年

2005 年

11 月

五木ひろし「大阪新歌舞伎座公演」

11 月

♪「岐阜陽南中学校 PTA 講演会」にて トーク＆演奏

12 月

五木ひろし「4０周年ファイナルコンサート」に特別出演

1月

✿NHKBS2「五木寛之・五木ひろし・夢・歌・一夜」に特別出演

3月

♪異業種文化交流勉強会『津軽三味線の魅力・見て聴いて味わって』講演

10 月
2006 年

5月

✿日本郷土民謡協会より 『有功章』 受賞
♪岐阜市民会館にて『訓里会 10 周年記念公演』企画構成・主演主催
♪津軽三味線＆他楽器とのコラボレーションにチャレンジ！

9月

✿第一回津軽五大民謡歌詞 「仁太坊ものがたり」で 『特別賞』 受賞

9月

♪『美濃町家 町並みコンサート～和と音の散歩～』に出演

2007 年

12 月

2008 年

4月

♪「フローラリー岐阜」 アトラクション演奏（以後2013年と2016年以外毎年参加）

2009 年

3月

♪「メコン5ヶ国青年政治関係者歓迎レセプション」（都ホテル）アトラクション演奏

2010 年

6月

✿全国小さな親切運動実行会本部より 『小さな親切運動実行章』 受章

11 月
2011 年

2012 年

各務原市文化講演会～日本人の心と歴史を考える～にてアトラクション演奏

✿青森県郷土芸能協会「第9回全国津軽三味線大阪大会」 合奏 B の部5位入賞

2月

✿日本郷土民謡協会より 『郷民章』 受賞

6月

♪「日本糖尿病協会 岐阜県支部総会」（十六プラザ）アトラクション演奏

7月

♪岐阜都ホテル「中国料理四川」ディナーショー依頼開催

5月

♪岐阜都ホテル「中国料理四川開店5周年記念イベント」ディナーショー依頼開催

★ 里奏会 会主 新津里奏 の賞歴と主な活動履歴 ★
2012 年

8月
10 月

2013 年

2014 年

♪「平流まほ＆中谷カオル ディナーショー」友情出演・演歌とのコラボに挑戦

5月

✿発足 1 周年記念『里奏会・空穂屋コンサート』企画構成主催

4月

✿発足 2 周年記念『襲名披露コンサート in 村國座』企画構成主催

7月

♪ぎふ・メディアコスモス開館 1 年前イベント「みんなの森の音楽会」 に出演

9月

♪「第27回 岐阜市民芸術祭～邦楽の部～山紫水明」に参加出演

11 月

◎ぎふ FM ラジオ放送「FM WATCH」(78.5MHz)特別番組に出演

11 月

✿「第2回 津軽三味線全国大会 in びわ湖」にて合奏オリジナルの部6位入賞

1月

◎「FM WATCH」～我が人生・心の歌～に出演

4月

♪「大楠公久子様 慰霊顕彰会」（伊自良湖ニューいじら湖荘）にて祝献奏

4月

✿三味線人生 30 周年・里奏会発足 3 周年記念『メモリアル♥コンサート』
♪羽島市文化センター・みのぎくホールにて 企画構成・主演主催… ◎ CCN 放送

5月

♪鳳ふれあいホールにて「里奏会コンサート」依頼開催

6～9月
8月

2016 年

♪岐阜長良川鵜飼のイベント船にて演奏(鵜飼期間中月1回)… ◎ CCN 放送
♪岐阜市東部コミュニティセンター文化講演会
「～川端康成『篝火に誓った恋』＆ふれあいコンサート～」 に出演

10 月

♪「心のふれあいと人権尊重のつどい～音楽でつづる人権教育～」にて
トーク(里奏)＆DVD 鑑賞（NITABOH）＆演奏（里奏会）

11 月

✿「第 3 回津軽三味線全国大会 in びわ湖」にてパフォーマンス部門で準優勝

3月

✿「Himawari 10th Anniversary♬ Tsugarusyamisen Concert in Saipan」
サイパン島バンザイクリフ・マナムコ老人ホーム・ひまわりホテルにて演奏
♪『新津里奏 演奏 500 回記念コンサート』を兼ねて企画構成主演
◎岐阜新聞・中日新聞・Saipan Tribuneに掲載

5月

♪「藤たかし 10 周年記念歌謡ショー」特別出演

7月

♪『在京（首都圏）岐阜高校同窓会総会』（東京ドームホテルにて）イベント演奏

8月

◎『岐阜咲楽』8 月号に【咲楽ごこち伝道師】として会主:新津里奏が紹介される

6～8 月

2017 年

♪「岐阜清流国体」イベント・アトラクションに出演

4月

加

2015 年

✿「朝日大学歯学部付属村上記念病院院長」より『感謝状』授受

♪岐阜長良川鵜飼イベント船にておもてなし演奏（各月 1 回）

10 月

♪『第 29 回岐阜市民芸術祭～邦楽の部～英姿颯爽秋奏歌』岐阜市民会館にて参加
新曲「下克上～たたかい」創作舞踊・剣舞とのコラボレーション演奏

11 月

♪『匠 2016 カットバトル＊LIVE』名古屋能楽堂にて岐阜県＋北陸代表チームに
ＢGM として津軽三味線とサックスのコラボで参加

1月

♪「第 1 ブロック地域人権学習講座」にて講演（里奏）＆DVD 鑑賞＆演奏会

5月

♪『藤たかしと歌仲間』（豊田市福祉センターにて）歌謡ショーにゲスト出演
◎「カラオケ情報誌エース」7 月 号に掲載

7月

♪『勝山・鮎釣り・コンサート』ふれあい会館にて♪藤たかし！飛び入り出演！！

11 月

♪『岐阜県美容組合60周年記念祝賀会』岐阜都ホテルにてアトラクション演奏

11 月

✿里奏会発足5周年記念『 パシオン コンサート』本巣市民文化ホールにて
企画構成・主演主催
津軽三味線 × 日本舞踊 × フラメンコ × サックス とのコラボに挑戦！

◎中日新聞朝刊に掲載

★ 里奏会 会主 新津里奏 の賞歴と主な活動履歴 ★
2017 年

11 月

2018 年

3月

♪『税理士法人NEXT50周年記念イベント』 岐阜グランドホテルにてアトラクション依頼演奏
♪『JR七郷 総会』 アトラクション依頼演奏

◎岐阜新聞朝刊に掲載
5月

♪『第57回 みどりっこワンコイン・コンサート』鳳ホールにて依頼演奏会開催

6月

✿『平成30年岐阜高校同窓会総会』アトラクション演奏
津軽三味線と岐阜高校吹奏楽部との時空を超えたコラボに挑戦❗

◎岐阜新聞に掲載
6月

♪『鷺山公民館講座』鷺山小学校体育館にて小学5.6年生と父兄を対象に
DVD 鑑賞（仁太坊）＆演奏（里奏会）＆三味線や太鼓の体験コーナー

◎中日新聞取材・掲載
7 月 加 ♪『社会福祉協議会島支部福祉大会』島公民館にてアトラクション演奏

◎中日新聞取材・掲載

5月＆9月

2019年

♪岐阜長良川鵜飼イベント船にておもてなし演奏（2回）

8月

♪『岐阜市民芸術祭～プレイベント～』岐阜駅内ハートフルGステージにて演奏

9月

♪『岐阜市民芸術祭～邦楽の部～』岐阜市民会館にて参加演奏

10月

♪『松波総合病院ロビーコンサート』南館1階エントランスホールにて依頼演奏

12月

♪『マーサ21開業30周年記念イベント～頑張る子どもたちをマーサが応援！～』
マーサ Music Square 30 にて参加依頼演奏

3月

♪『養老町上多度プラザ竣工式』式典のアトラクション依頼演奏

3月

◎岐阜市芸術文化協会「市文協ニュースNo.96」紙上リレーコラムに新津里奏の記事掲載
～津軽三味線とともに三十余年…伝統＆ニューチャレンジ～

4月

♪『第70回名鉄長寿会総会』アトラクション依頼演奏

5月

♪『凰ホール～ワンコイン・コンサート～』依頼演奏

7月

♪『世界遺産：白川郷コンサート』民家園にて自主コンサート開催

11月

✿『日本の祭典 in ハノイ～Japan Festival 2019~』
LABCO日本語学校文化交流会＆オペラハウス公演に参加演奏
津軽三味線と武将の踊り＆津軽三味線と書道・着付けショーとのコラボを披露！

◎岐阜新聞朝刊に掲載
2020年

1月

♪『新春スペシャル♪ランチライブ』レストラン・キャラバン・サライにて依頼演奏

2月

♪『照慶学舎女性室：新年会』照慶寺本堂にて依頼演奏

７月
11月

♪『七夕演奏会＠堀部邸』木之下城旧堀部亭にて参加演奏
✿里奏会発足8周年記念『音の和コンサート～麒麟がくる～』清流文化プラザ長良川ホールにて
（岐阜県文化芸術活動応援・岐阜市民芸術文化・スポーツ基金・助成事業）自主企画コンサート
津軽三味線 × 和太鼓 × 演舞・剣詩舞 × 和楽器 とのコラボに挑戦！

◎岐阜新聞朝刊に公演告知掲載
2021年

２月

✿『市文協創立30周年記念事業～道三のみた夢～』岐阜市文化センター催し広場にて参加出演
歌い･舞い･語る ー斎藤道三とその父・新左衛門尉の物語ー
朗読劇＋オーケストラ＆和楽器＆合唱＆ダンスのコラボレーション！

◎岐阜新聞・中日新聞各朝刊に掲載
３月

『春の和演奏演舞会』岡崎公園内二の丸能楽堂にて参加演奏

11月

『和楽器演奏会』犬山市木之下城伝承館旧堀部亭にて参加演奏

11月

『和の演奏会』岡崎公園二の丸能楽堂能楽堂にて参加演奏

11月

『戦国のたた会』関ヶ原古民家カフェ暖暖（のんのん）にて参加演奏

12月

『山県古民家ちごのもり～忘年会＆第3回古民家LIVE感謝祭』参加演奏

2021年12月 更新

