
  

 

 
日本政府による海外在留邦人の生活・ビジネス基盤強化事業 

Progetto del governo del Giappone per il consolidamento di un ambiente favorevole alla vita e agli affari dei residenti giapponesi all'estero 

「これからの新型コロナウイルス対策と在イタリア邦人の社会生活復帰を支援する会」 

◆第一部： 講話 「新型コロナと共存する社会での対策と生き方」 

スポーツ医学科医師  上田 昌朋 氏 「運動と Covid -19の関係性について」 

Dott. Masatomo Ueda  “ Esiste un rapporto tra l’attività motoria e il Covid-19? ” 

精神科医師      細川 亜耶 氏 「新型コロナで予測される不調とストレス対処について」 

Dott.ssa Aya Hosokawa  “ Gestione del malessere interiore e stress da Coronavirus ” 

◆第二部： 在イタリア邦人音楽家による 親睦音楽会 

Concerto dell’Amicizia 
1. 大江 博 (ピアノ)  ショパン F.Chopin   幻想ポロネーズ  Polacca-Fantasia 
  Hiroshi Oe, pianoforte     

2. 清水 優美(ソプラノ)  ロッシーニ G.Rossini 
  Yumi Shimizu, soprano オペラ“泥棒かささぎ”より “私の心は喜びに踊る”  “Di piacer mi balza il cor” da “La gazza ladra” 

3. 椿 翔太(テノール)  トスティ F.P.Tosti かわいい口元 ‘A Vucchella  チマーラ P.Cimara 海の詩 Stornellata Marinara 
  Shota Tsubaki, tenore プッチーニG.Puccini  オペラ”トスカ“ より”星は光りぬ“  “E lucevan le stelle” da “Tosca” 

4. アレッサンドロ マウリエッロ (チェロ)  Alessandro Mauriello, violoncello 
  ジャンルカ テッルーリ (ピアノ)  Gianluca Terruli, pianoforte 

シューマン R.Schumann  アダージョとアレグロ “Adagio ed Allegro” 

5. 下地 美穂 (ソプラノ)  グノー C.Gounod  オペラ“ファウスト”より“宝石の歌” “Aria dei gioielli” da “Faust” 
  Miho Shimoji, soprano    

6. “アンコールディス・トリオ” Ankordis Trio /  西山 みき (マンドリン) Miki Nishiyama, mandolino 
  ジュリアーナ・フェラーボリ (ダイアトニック・オルガネット)  Giuliana Ferraboli, organetto diatonico 
  チェッティ・スキノッカ (ピアノ)  Cetti Schinocca, pianoforte 

ティールセン Y.Tiersen  アメリーのワルツ La valse d’Amèlie 
ピアソラ A.Piazzolla  ブエノスアイレスのマリア Yo soi Maria 
ナザレス E.Nazareth  オデオン Odeon 

7. 原 あいら (ソプラノ)  プッチーニ G.Puccini 
  Aira Hara, soprano  オペラ“蝶々夫人”より“ある晴れた日に” “Un bel dì vedremo” da “Madama Butterfly” 

8. 鼓音路 Kotoji /  斉藤 ジュリオ 陽一  Giulio Saito Yoichi, taiko、 デ サンティス マックス De Santis Max, taiko 
  ガリンベルティ ステーファノ Galimberti Stefano, taiko 

大太鼓 Ōdaiko   八丈 Hachijō   翔囃子  Shōbayashi 

伴奏 Accompagnati da ： 渡辺 麻子（ピアノ） Asako Watanabe, pianoforte   松村 優香（ピアノ） Yuka Matsumura, pianoforte 

◆会場：Sala Barozzi - Istituto dei Ciechi di Milano（Via Vivaio 7, Milano） 地下鉄赤線 San Babila/ Palestro 

◆日時：2021年10月24日（日）15:30～18:00    15:00開場 

入場無料・要予約 

※当日会場にお越しになる場合には予約が必要です。10/20（水）までに事務局までお申し込みください。予約は1人4枚まで受け付けます。 

当日はグリーンパスが必要になります。当日のライブ配信と後日一週間のストリーミング配信を予定しています。 https://youtu.be/hBHaIyvsBdg  

お問い合わせ： 北イタリア日本人会・事務局 （月-金9:30～12:30土日祝休） Email: nihonjinkai@tiscali.it 

 

北イタリア日本人会主催 ／在ミラノ日本国総領事館後援 

Organizzato dall’Associazione Giapponese del Nord Italia 
col patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano 


