楽壇生活 62 年のあゆみ
1932 年（S.07 年）
1950 年（S.25 年）
1954 年（S.29 年）

芸術祭受賞パーティー（恩師、リア・フォン・ヘッサート先生と）

藤原オペラ「ラ・ボエーム」マルチェロ役でデビュー
（藤原義江先生と）

藤原オペラ「蝶々夫人」シャープレス役（蝶々夫人／砂原美智子）

藤原オペラ「カルメン」エスカミリオ役（カルメン／成田絵智子）

東京・大阪労音共同制作ミュージカル「劉三姐」
（りゅう
さんぢぇ）小牛（しゃおにゅう）役（三姐／ペギー葉山）

クラシック界の御三家（立川澄人氏 友竹正則氏と）
（武道館）

（敬称略）

3 月 28 日 東京生まれ
東京藝術大学声楽科 入学
同校 卒業、声楽を城多又兵衛、ヘルマン・ブーハーペーニッヒ、
リア・フォン・ヘッサート、ガエターノ・コメッリの諸氏に師事、
ピアノを水谷達夫氏、作曲を下総皖一氏、指揮を金子登氏、渡邉
暁雄氏に師事
1957 年（S.32 年） ・藤原歌劇団公演オペラ「ラ・ボエーム」のマルチェロ役でデビュー
（指揮 / ガエターノ・コメッリ、演出 / 青山圭男、ロドルフォ / 藤
原義江、ミミ / 戸田政子、ムゼッタ／古賀恵美子、ショナール／
清水義人、コリーネ／金慶植（李仁榮）
）
・オペレッタ「フラ・ディアヴォロ」にオールキャッシュ卿役で
出演 （指揮 / 福永陽一郎、演出 / 内村直也、ディアヴォロ / 田
谷力三、他）
・ベートーヴェン「第九交響曲」にバリトン独唱者として出演
（指揮 / 近衛秀麿、東京交響楽団、ソプラノ / 古賀恵美子、アル
ト / 三枝喜美子、テノール / 木下保）
1958 年（S.33 年） ・藤原オペラ「蝶々夫人」にシャープレス役で出演 （指揮 / ガエ
ターノ・コメッリ、演出 / 青山圭男、蝶々夫人 / 砂原美智子、大
谷洌子、ピンカートン / 藤原義江、アリゴ・ポーラ 他）
1959 年（S.34 年） ・藤原オペラ「カルメン」にエスカミリオ役で出演（指揮 / マン
フレート・グルリット、演出 / 藤原義江、カルメン / 成田絵智子、
ドン・ホセ / アリゴ・ポーラ、他）
・藤原オペラ「椿姫」にジェルモン役で出演 （ヴィオレッタ / 東
敦子、アルフレード / 五十嵐喜芳）
・
「リゴレット」
「ジャンニ・スキッキ」
「ニュールンベルクの名歌手」
「未完成交響曲」
「手古奈」
「ヘンゼルとグレーテル」
「電話」
「領事」
など数多くの藤原オペラ他に出演
1960 年（S.35 年） ・大阪労音ミュージカル「歯車の中で」に出演 （脚本・演出 / 永
六輔、作曲 / 芥川也寸志、共演 / 草笛光子、立川澄人）
1961 年（S.36 年） ・第３次イタリア歌劇団耒日公演「リゴレット」に日本側出演者
として出演
りゅうさんぢえ
しゃおにゅう
・東京・大阪労音共同制作ミュージカル「劉三姐」に 小 牛 役で出演
1962 年（S.37 年） （演出 / 千田是也、作曲 / 林 光、振付 / 小森安雄、三姐 / ペギー
葉山、他）
・大阪労音「150 分世界歌の旅」に岸洋子と主演（構成 / 萩元晴彦）
1963 年（S.38 年） ・藤原歌劇団 30 周年記念公演オペレッタ「こうもり」にファルケ
博士で出演 （指揮 / 福永陽一郎、演出 / 栗山昌良、ロザリンデ
/ 戸田政子、アデーレ / 唐木暁美、オルロフスキー / 藤原義江、
イダ / 成田絵智子）
・藤原歌劇団 30 周年記念公演オペラ「蝶々夫人」にシャープレス
役で出演 （指揮 / ガエターノ・コメッリ、演出 / 藤原義江、蝶々
夫人 / 砂原美智子、戸田政子、他）
・NHK 総合テレビ 東京オリンピック番組「歌おう世界の友よ」に、
歌と司会で一年間レギュラー出演（ダークダックス、東京混声合
唱団、東京バレエ団）
引き続き NHK 総合テレビ「くらしの窓」にレギュラー出演
・「坂本博士とうたおう」第 1 回公演 （構成 / 演出 / 藤田敏雄、
音楽 / 寺島尚彦、振付 / 堀内完、ゲスト / 立川澄人、草笛光子、
真理ヨシコ）
1964 年（S.39 年） ・日本初のミュージカル映画「アスファルト・ガール」（大映）に
出演  
（制作 / 永田雅一、脚本 / 船橋和郎、監督 / 島 耕二、監督・
振付 / ロッド・アレキサンダー、振付 / 矢田茂、作曲 / 平岡精二、
主演 / 中田康子）
・「第 1 回 坂本博士バリトン・リサイタル」（指揮 / 福永陽一郎、
シャンブル・サンフォニエット、演出 / 青山圭男、構成 / 藤田敏
雄、振付 / 堀内完、音楽 / 中田喜直、寺島尚彦、ゲスト / 戸田政
子、ピアノ / 木村潤二、合唱 / 藤原歌劇団合唱部）独特の企画
によるリサイタルは好評を博す（東京文化会館大ホール）
・
「第 1 回クリスマス・ファミリーコンサート」（以後、毎年開催）
1966 年（S.41 年） ・第 7 回リサイタルにおいて制作ミュージカル「あしながおじさん」
を制作・発表
1967 年（S.42 年） ・日本のミュージカル・プレイ連作＜みちのくがたり＞ 第 1 作「津
軽山唄やまがなし」（脚本 / 吉永淳一、作曲 / 内藤孝敏、演出 /
星野和彦、振付 / 花柳壽楽）を制作・発表 その企画と成果に対
して、昭和 42 年度文化庁芸術祭 奨励賞受賞
1968 年（S.43 年） ・オペラ「セヴィリャの理髪師」にフィガロ役で出演（文化庁青
少年劇場）
・藤原歌劇団 35 周年記念公演オペラ「椿姫」にジェルモン役で出演
・ミニ・ミュージカル「詩人と泥棒」を制作・発表（脚本 / 井上
ひさし、作曲 / 宇野誠一郎、演出 / 熊倉一雄）
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「坂本博士とうたおう」“友情をしらべにのせて”
（ゲスト／立川澄人氏、草笛光子さん、真理ヨシコさん）

日本初大映ミュージカル映画「アスファルト・ガール」に
主演（中田康子さんと）

「第 1 回 坂本博士バリトン・リサイタル」
（東京文化会館大ホール）

1969 年（S.44 年） ・藤原オペラ「ラ・ボエーム」にマルチェロ役で、「蝶々夫人」に
シャープレス役で出演
・モノ・ミュージカル（ある炭坑夫の手記）「黒い涙」（脚本 / 吉
永淳一、作曲 / 山下毅雄、演出 / 星野和彦）を制作・発表、全国
各地で公演
・東京都公認 「サカモト・ミュージック・スクール」を世田谷区等々
力に創立。開校記念音楽祭を開催（渋谷公会堂）
1970 年（S.45 年） ・長門美保歌劇団公演オペラ
「ミカド」
にミカド役で出演（国立劇場）
・日本のミュージカル・プレイ連作＜みちのくがたり＞第 2 作
しし

「鹿吠えは谷にこだまする」（脚本 / 吉永淳一、作曲 / 小川寛興、
演出 / 星野和彦、振付 / 花柳瀧蔵、竹邑類、出演 / 真帆志ぶき）
を制作・発表。その企画と成果に対し、昭和 45 年度文化庁芸術
祭 優秀賞受賞
・LP「坂本博士日本の旅情を歌う」
「坂本博士日本名曲民謡を歌う」
制作 キングレコード
・新春発表会、スクール創立 1 周年記念コンサート（以後、毎年開催）
1971 年（S.46 年） ・＜イタイ・イタイ病への挽歌＞「白い川」
（脚本 / 吉永淳一、作
曲 / 淡海悟郎、演出 / 星野和彦、出演 / 森田克子）を制作・発表
その企画と成果に対し、昭和 46 年度文化庁芸術祭 優秀賞受賞
・LP「鹿吠えは谷にこだまする」制作 キングレコード
1972 年（S.47 年） ・長門美保歌劇団公演オペラ「恋はバラ色」に出演
・LP「わたしの愛の詩」「ホーム・クリスマス」制作 キングレコ
ード
1973 年（S.48 年） ・ハワイにて「坂本博士リサイタル“日本の歌・世界の歌”
」を開催
・楽壇生活 20 周年記念リサイタルで日本のミュージカル・プレ
イ連作＜みちのくがたり＞第 3 作「海から黒い蝶がくる」（脚本
/ 吉永淳一、作曲 / 小川寛興、演出 / 星野和彦、振付 / 横井茂）
を制作・発表
・サカモト・ファミリー・ミュージカル第 1 作「小鳥になったラ
イオン」を制作・作曲・主演（脚本 / 山崎陽子 演出 / 星野隆
英 振付 / 渡部伊曽子）（西武劇場オープン記念提携公演）
・テレビ神奈川「あなたのうた」にレギュラー出演
1974 年（S.49 年） ・NHK 教育テレビ「なかよしリズム」にレギュラー出演 挿入歌「マ
マのキッス」「ぼくだってちゃんと」を作曲（作詩 / 山崎陽子）
はや

NHK「歌おう 世界のともよ」東京オリンピック番組レギュラー出演

オペラ「セヴィリャの理髪師」にフィガロ役で

昭和 42 年度文化庁芸術祭 奨励賞受賞
〈みちのくがたり〉第 1 作「津軽山唄やまがなし」
（花柳照奈さんと）

・創作ミュージカル「早太郎ものがたり」（君もまたあの犬のよう
に・・・）（脚本 / 吉永淳一、作曲 / 越部信義、演出 / 星野和彦、
振付 / 花柳瀧蔵）を制作・主演。以後 3 年間にわたり伝説発祥の地、
長野県駒ヶ根市・静岡県磐田市で公演、東京読売ホールで、両県
の合唱団 200 余名の協力を得て合同公演
1975 年（S.50 年） ・サカモト・ファミリー・ミュージカル第 2 作「らくだい天使ペン
キィ」を制作・初演・作曲・主演（脚本 / 山崎陽子、演出・振付
/ 坂上道之助）
（読売ホール）
その作曲と成果に対し、昭和 50 年度文化庁芸術祭 優秀賞受賞
1976 年（S.51 年） ・サカモト・ファミリー・ミュージカル「小鳥になったライオン」
「ら
くだい天使ペンキィ」を自主及び鑑賞団体により全国各地で公演
1977 年（S.52 年） ・九州芸術祭公演、創作オペラ「炎・この美しきもの」（脚本 / 吉
永淳一）を制作・初演・作曲・主演（九州文化協会主催）
・サカモト・ファミリー・ミュージカル第 3 作「パパの子守歌」制作・
作曲・初演・主演（脚本 / 山崎陽子、演出 / 中村哮夫、振付 /
坂上道之助）
（虎ノ門ホール）
1978 年（S.53 年） ・楽壇生活 25 周年記念リサイタルにおいてモノ・ミュージカル「ふ
たりぼっち」を制作・初演・作曲・主演（脚本 / 山崎陽子）
・NHK ＜みんなのうた＞に「星の子ペンキィ」を作曲（作詩 / 山
崎陽子）
1979 年（S.54 年） ・スクール創立 10 周年記念フェスティバルにおいて「炎・この美
しきもの」を上演
・映画「暮らしの中に効率を」に主演（関西電力制作）
・東宝ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」にトラップ
大佐役で出演 マリア / 安奈淳（名古屋中日劇場、東京日生劇場）
1980 年（S.55 年） ・サカモト・ミュージック・スクール鷺沼校を新設・開校、オー
プニングコンサート
1981 年（S.56 年） ・サカモト・ファミリー・ミュージカル第 4 作「ロン・ひとりぼ
っちのおおかみ」を制作・初演・作曲・主演（脚本 / 山崎陽子、
演出 / 中村哮夫、振付 / 坂上道之助、浅見捷二）（虎ノ門ホール）
1982 年（S.57 年） ・LP「ロン・ひとりぼっちのおおかみ」制作 キングレコード
・
「どうぶつたちおしゃべり」作曲（作詩 / 山崎陽子） 第 19 回クリ
スマス・ファミリー・コンサートで全曲発表・演出（イイノホール）
同作曲集を出版
1983 年（S.58 年） ・ファミリー・ミュージカル「ロン・ひとりぼっちのおおかみ」、
東京世田谷ロータリークラブ 20 周年記念として公演。また、テ
レビ愛知開局記念として公演、さらに、10 月「坂本博士楽壇生
活 30 周年記念」において公演するなど、各方面より好評を博す。
・長野県大鹿村中学校  校歌  作曲・発表
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昭和 45 年度文化庁芸術祭 昭和 46 年度文化庁芸術祭
優秀賞受賞
優秀賞受賞
＜みちのくがたり＞第 2 作 「白い川」
（森田克子さんと）
「鹿吠えは谷にこだまする」
（真帆志ぶきさんと）

＜みちのくがたり＞第 3 作
「海から黒い蝶がくる」
「音楽の友」の表紙を飾る

サカモト・ファミリーミュージカル第 1 作
「小鳥になったライオン」

昭和 50 年度  文化庁芸術祭  優秀賞受賞
サカモト・ファミリーミュージカル第 2 作
「らくだい天使ペンキィ」

サカモト・ファミリーミュージカル第 3 作
「パパの子守歌」
（淀かおるさんと）

サカモト・ファミリーミュージカル第 4 作
「ロン・ひとりぼっちのおおかみ」
（友竹正則さんと）

1984 年（S.59 年） ・楽壇生活 30 周年記念リサイタルにおいてオペラファンタジー「陽
が昇るとき」（脚本 / 山崎陽子、演出 / 中村哮夫）を制作・作曲・
初演・主演。坂本秀明共演（新宿文化センター）
・ミュージカル「しっぺい太郎物語＝（早太郎ものがたり）」 静岡
県磐田青年会議所 20 周年記念公演に主演（磐田市民文化会館）
・
「薔薇ものがたり」作曲・演出（脚本 / 八坂裕子、出演 / 森田克子）
・第 21 回クリスマス・ファミリー・コンサートで「サンタクロー
スっているんでしょうか」
（脚本 / 山崎陽子）
「みんなのクリスマ
ス」作曲・演出・初演（作詩 / 八坂裕子）（イイノホール）
・
「権藤祐子リサイタル」愛と呼ぶにははやすぎるけど・・・ 作曲・
演出・発表・初演 （作詩 / 八坂裕子）（横浜山手ゲーテ座）
・「淀かおるリサイタル」 モノミュージカル〈24 ページのアルバ
ム〉（脚本 / 山崎陽子、演出 / 中村哮夫）作曲・発表（abc 会館）
1985 年（S.60 年） ・
「四つのミュージカルポエム」作曲・構成・出演、発表 「白鳥
のうかぶ海」（脚本 / 山崎陽子、演出 / 中村哮夫、振付 / 本田世
津子）権藤祐子出演
・ポエム・ファンタジー「ペガサスの翼にのって」を作曲 第 22
回クリスマス・ファミリー・コンサートで、歌と朗読でつづるポ
エムファンタジーとして（作詩・朗読 / 村松英子、ピアノ弾き
語り / 坂本博士）初演（イイノホール）
・第 8 回全日本おかあさんコーラス全国大会の審査員を務める
1986 年（S.61 年） ・マザー・テレサ・チャリティー・イベント「星がキラキラとま
たたくときは」に出演。（朗読 / 村松英子）
・第 2 回府中市青少年音楽祭審査員 （第 3 回・第 7 回・第 12 回・
第 13 回審査員を務める）（府中市市民会館・府中の森芸術劇場）
・淀かおるリサイタル 演出 （宝塚ベガホール）
1987 年（S.62 年） ・坂本博士指導による 8 つのコーラスグループ、240 名による
エイト
「8・コンサート」総監督・構成・演出・指揮 （銀座中央会館）
・ポエム・ファンタジー「ペガサスの翼にのって」を音楽之友社
より出版。祝賀コンサートを開催
・第 40 回 全日本合唱コンクール全国大会の審査員を務める
1988 年（S.63 年） ・サカモト・ミュージック・スクール三宿校を新設・開校、オー
プ二ング・コンサート開催
・「サカモト・ファミリー・ミュージカル テーマ曲集」を音楽之友社
より出版
・東京世田谷ロータリークラブ主催青少年フェアにおいて「らく
だい天使ペンキィ」公演。その成果に対し、国際ロータリーより
「意義ある業蹟賞」受賞。地区より「ガバナー特別賞」受賞
・
「花ごころ」作曲・演出・発表 （作詩 / 江口洸彗）（バリオホール）
・第 25 回クリスマス・ファミリー・コンサート「おおきな木」作
曲・演出・指揮・初演 （abc 会館）
・第 41 回 全日本合唱連盟中部合唱コンクールの審査員を務める
（四日市文化会館）
1989 年（H. 元年） ・スクール創立 20 周年記念フェスティバル開催、記念行事として
日墺親善ウィーン市デーブリング・コンサート「歌声よひびけ、
ウィーンの森に」をマリア・レギーナ女声合唱団と共演（ウィー
ン市ベートーヴェン・ザール）
・世田谷区民合唱団音楽監督に就任
・「年老いた女優とうさぎ」作曲・演出・発表（脚本 / 山崎陽子、
出演 / 木村聖子）
・「森園直子ピアノリサイタル」構成・演出 ピアノファンタジー
“どうぶつたちのおしゃべり“（編曲・なかにしあかね）初演
（abc 会館）
・歌曲集「わたしの愛の歌」を音楽之友社より出版
1990 年（H.02 年）・第 2 回日墺親善ウィーン市デーブリング・コンサート「歌声よ
ひびけ、ウィーンの森に」においてデーブリンガー混声合唱団と
共演（ウィーン市ベートーヴェン・ザール）
・楽壇生活 35 周年記念公演 サカモト・ファミリー・ミュージカ
ル「小鳥になったライオン」演出・主演 （新宿文化センター）
ナイン

・坂本博士指導による 9 つのコーラスグループ「9・コンサート」
総監督・構成・演出・指揮 （宮前市民会館）
・「鷺草讃歌」作曲・発表（作詩 / 柴田忠夫）（世田谷うたの広場）
・プラネタリウムとコンサートのコラボレーション「星空コンサ
ート」構成・演出・出演 （世田谷教育センタープラネタリウム
90 年～ 91 年）
1991 年（H.03 年）・
「森園直子ピアノリサイタル」構成・演出 （相模原南市民ホール）
・「飛べサラブレット」（作詩 / 柴田忠夫）「一枚の木の葉」（作詩 /
武田隆子）を作曲・発表 （世田谷うたの広場）
・
「４人の声楽家によるコンサート」構成・演出 権藤祐子 他出演
「8 月の庭」作曲・初演（短歌 / 中島宝城）（きゅりあん小ホール）
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創作ミュージカル「早太郎（はやたろう）ものがたり」
（小田清さんと）

九州芸術祭公演、創作オペラ「炎・この美しきもの」

東宝ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」
トラップ大佐役（マリア／安奈淳）

東宝ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」
トラップ大佐役（加茂さくら・EH エリック）

楽壇生活 30 周年記念リサイタルにおいて
オペラ・ファンタジー「陽が昇るとき」
（新宿文化センター大ホール）

スクール創立 20 年周年記念フェスティバル
（日本青年館）

1992 年（H.04 年）・
「多摩川夢幻」を作曲・発表（作詩 / 柴田忠夫）
（世田谷うたの広場）
・富山県速川小学校校歌作曲・発表
・「森園直子ピアノリサイタル」構成・演出 （イエスタイヤーズ
ホール）
・坂本博士作曲による「江口洸彗作詩リサイタル」（セシオン杉並）
・ポエム・ファンタジー「歌時計」を作曲（作詩 / 八坂裕子） 第
29 回クリスマス・ファミリー・コンサートで構成・演出・初演 （銀
座中央会館）
1993 年（H.05 年）・エッセイ集「見果てぬ夢―はかせの音楽談義」を音楽之友社よ
り出版 出版記念祝賀会を開催（目黒雅叙園）
・
「名」
（作詩 / 新川和江）
「サケよ帰れ、ふるさとへ」
（作詩 / 柴田忠夫）
を作曲・発表（世田谷うたの広場）
・第 33 回久留島武彦文化賞受賞 受賞理由 ＜すぐれた人材の育
成に力を注ぎながら、数々の水準の高いファミリー・ミュージカ
ルを創作してきた業績に対して＞（授賞式、山の上ホテル）
・久留島武彦文化賞受賞記念「サマーコンサート」開催（フィリア
ホール）
・サカモト・ファミリー・ミュージカル「ロン・ひとりぼっちの
おおかみ」（渋谷公会堂他で公演）
・「権藤祐子ソプラノリサイタル」
“花詩集”構成・演出・作曲・初
演（作詩 / 柴田忠夫）（府中の森芸術劇場ウィーンホール）
・「４人のピアニストによるコンサート」構成・演出 森園直子 他
出演 （府中の森芸術劇場ウィーンホール）
・ポエム・ファンタジー「歌時計」CD 制作 録音・指揮（フィリ
アホール）
1994 年（H.06 年）・スクール創立 25 周年記念フェスティバル開催 式典及び「おお
きな木」「歌時計」他 （虎ノ門ホール）
・記念行事の一環として、日墺修好 125 周年記念事業、第 3 回日
墺親善交流コンサート「未来へのかけ橋」を公演 デブリンガー
混声合唱団と共演（ウィーン市ベートーヴェン・ザール）
・ポエム・ファンタジー「歌時計」の作曲集と CD 制作
・サカモト・レディース・コーラス「すずらん」25 周年記念コン
サート 構成・演出・指揮（フィリアホール）
・「あめのあしおと」作曲・発表（作詩 / 新川和江）（世田谷うた
の広場）
・厚木市文化会館事業協会・厚木市子ども会育成連絡協議会主催
により、オーディションによる市民参加ミュージカル「小鳥にな
ったライオン」を公演 総監督・演出・出演（5 回公演 厚木市
文化会館大ホール）
・「クリスマスをあなたと」で村松英子氏と共演 （倉敷市芸文館・
サロン劇場企画制作）
1995 年（H.07 年）・千葉県印西町西の原小学校校歌作曲・発表（作詩 / 中島宝城）
及び発表コンサート
・「アジアの子ども達のためのチャリティコンサート」出演
（横浜市栄公会堂）
・「こうえんのベンチ」作曲・発表（作詩 / 香山美子）（世田谷う
たの広場）
・1995 年度東京世田谷ロータリークラブ会長を務める
・サカモト・ファミリー・ミュージカル「小鳥になったライオン」
公演 朝日新聞社主催 福岡県教育委員会後援
（九州厚生年金会館グランドホール）
・厚木市市民ミュージカル第 2 弾「らくだい天使ペンキィ」公演
総監督・演出・出演 （6 回公演 厚木市文化会館大ホール）
・「スターライト・ミュージック・ファンタジー」（東京世田谷ロ
ータリークラブ主催、世田谷区教育委員会後援） 構成・演出・
出演 ガバナー特別賞受賞（世田谷区立教育センタープラネタリ
ウム）
・坂本博士指導によるレディース・コーラス 10 グループによる～
阪神・淡路大震災チャリティコンサート～「秋のコンチェルト
10」構成・演出・指揮 （銀座中央会館）
・楽壇生活 40 周年記念「第 32 回クリスマス・ファミリー・コン
サート」を開催 （2 回公演 フィリアホール）
＜ふるさと 3 楽章＞ 1. ふるさとのうた ～伊那谷の民謡をつづ
って～ 2. 村で 1 番大きな銀杏の木 3. 涙に海の味がする～戦
後 50 年～
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第 1 回日墺親善交流コンサート  マリアレギーナ合唱団と
（ウィーン市 ベートーヴェンザール）

1996 年（H.08 年）・チャリティコンサート「東南アジアの子どもたちを救おう」
（国際ロータリー世界社会奉仕委員会主催）構成・演出・指揮・
出演（ペギー葉山、児童合唱、バレエ）（虎ノ門ホール）
・「権藤祐子サロンコンサート」構成・演出 （ホテルオークラ）
・
「かぜのはなし」作曲・発表（作詩 / 香山美子）
（世田谷うたの広場）
・サカモト・ファミリー・ミュージカル「らくだい天使ペンキィ」
公演（中野サンプラザ、厚木市文化会館、佐賀市文化会館 他）
・第 33 回クリスマス・ファミリー・コンサートで朗読ファンタジ
ー「にわか雨」作曲・演出（脚本 / 山崎陽子） 坂本博士、坂本秀明、
坂本教子により初演（紀尾井ホール）
しらとり

「見はてぬ夢」出版記念祝賀会で恩師 水谷達夫氏と
談笑する夫妻（目黒雅叙園）

田北志のぶ キエフバレエ団プリンシパルダンサー
ウクライナ功労芸術家の称号授与（サカモトを飛翔して）

「カナダとの友好親善コンサート」
（ウィニペグ市にて）

レディース・コーラス 10 グループによるコンサート
「Forever 輝いて」
（東京芸術劇場大ホール）

「坂本秀明バリトンリサイタル リーダークライス /
ふたりぼっち」
（津田ホール）

あまかけ

・短歌連作「白鳥は天翔り舞ふ」作曲・初演（短歌 / 中島宝城）
（紀尾井ホール）
・第 20 回バレエ科「バレエのつどい」
（昭和女子大学人見記念講堂）
・千葉県富里町立七栄小学校  校歌  作曲・発表
1997 年（H.09 年）・「ウィーン市デーブリンガー混声合唱団来日記念、サカモト・レ
ディース・コーラス交流コンサート」構成・演出・指揮 （世田
谷美術館ホール）
・
「Stop, the いじめっ子」
（作詩 / 小田島明子）
「虹色のほほえみ」
（作
詩 / 羽根田佳子）作曲・発表
・「権藤祐子サロンコンサート」構成・演出 （ホテルオークラ）
・
「夏雲のうた」作曲・発表（作詩 / 磯村英樹）
（せたがやうたの広場）
・「サカモト・ミュージック・スクールが贈る楽しい音楽週間」開
催 講師による春のミニコンサート / Viva ! オペラ、Enjoy ! オペ
レッタ Amore ! カンツォーネ / コンクール受賞者によるコンサ
ート / 母の日コンサート～地球のハーモニー
・厚木市市民ミュージカル第 3 弾、「パパの子守歌」公演（厚木市
文化会館事業協会・厚木市子ども会育成連絡協議会主催） 総監
督・演出（2 回公演 厚木市文化会館大ホール）
・施設のこどもたちを励ます会 25 周年記念チャリティ「パパの子
守歌」公演 世田谷区、東京世田谷ロータリークラブ、東京世田
谷中央ロータリークラブ後援 （世田谷区民会館）
1998 年（H.10 年）・サカモト・ミュージック・スクール鷺沼校をリニューアル。
ファミリースタジオ第 1 及び第 2 を増設
・リニューアルオープニング記念「ソプラノ・ピアノジョイント
コンサート」を皮切りに、以後、毎月様々な企画＜ファミリース
タジオコンサート＞を開催 構成・演出
・東京世田谷ロータリークラブ 35 周年記念歌 「友」を作曲・発
表（作詩 / 能仲ヤツヲ）
・1998 年度 山の手西グループ、ガバナー補佐として活動
・ロータリー米山記念館新館落成記念として「東遊吟情」（作詩 /
幾田裕男）
「梅吉ごころ」
（作詩 / 姜容慈）を作曲 落成式で発表
CD 録音
・
「ペレ―の家」作曲・発表（作詩 / 江間章子）
（せたがやうたの広場）
・「素晴らしき人生」作曲・発表（作詩 / 権藤祐子）
・「親と子のフォーラム」コンサート （東京世田谷中央ロータリ
ークラブ主催、坂本旦子会長年度） 構成・演出（世田谷パブリ
ックシアター）
1999 年（H.11 年）・スクール創立 30 周年記念フェスティバル開催 記念行事として
サカモト・ファミリー・ミュージカル「パパの子守歌’99」公
演 総指揮・作曲・演出 （昭和女子大学人見記念講堂）
・記念行事「カナダとの友好親善コンサート」をウィニペグ市で
開催、ウィニペグシンガーズと共演、バンクーバーでサロンコン
サート開催
・女声コーラス 10 グループと指導者によるコンサート「幸せの輪
を歌声にのせて」開催 （ファミリースタジオ） 以後毎年開催
2004 年以降は、めぐろパーシモン小ホール、けやきホールで
・苫小牧駒沢大学客員教授として、市民講座に出演
（苫小牧アイビープラザホール）
・
「ふるさと」作曲・発表（作詩 / 宮本むつみ）
（せたがやうたの広場）
・「柿の実ひとつ」作曲・発表（作詩 / 柴田忠夫）
（せたがやうたの広場 10 周年記念コンサート）
・
「権藤祐子ソプラノリサイタル」構成・演出 モノミュージカル「白
鳥のうかぶ海」改訂版再演 （府中の森芸術劇場ウィーンホール）
・女声コーラス「フラウエンコール南」20 周年記念コンサート特
別出演
・第 36 回クリスマス・ファミリー・コンサート＜クリスマスをあ
たたかく ～カナダの思い出〜＞構成・演出・出演 日本の響きカ
ナダにこだましてー満天の星― 他（フィリアホール）
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日中国交正常化 30 周年記念交流コンサート
「Harmony in 北京」
（北京 世紀劇院で開催）

第 39 回クリスマスコンサート ポエム・ファンタジー
「歌時計」 日本画家布施伸介氏の絵のスライドと
ともに（フィリアホール）

権藤祐子・森園直子ジョイントコンサート Vol.5
〜時がどんなに流れても〜 （HARAJUKU HALL）

スクール創立 35 周年記念
第5 回 日墺親善コンサート
（シューベルト少年合唱団と）
（コンツェルトハウス・シューベルトザール）

坂本博士作曲作品による合唱コンサート
「心に生きる美しき日本」
（横浜みなとみらい大ホール）

中村教子・秋野淳子 ジョイントコンサート
（サカモト・ファミリースタジオ）

2000 年（H.12 年）・美しい清里でみんなで歌おう会 （清里音楽堂）
・「果樹園のクロアリが嘆いてうたった詩」作曲・発表（作詩 / 新
川和江）（せたがやうたの広場）
・坂本博士指導によるレディース・コーラス 10 グループによるコ
ンサート「Forever 輝いて」 ～幸せの輪を歌声にのせて・21 世
紀に向かって～ を開催 総監督・構成・演出・指導・指揮 （東
京芸術劇場大ホール）
・第 22 回バレエ科発表会バレエのつどい「くるみ割り人形 全幕」
他（ゆうぽうと簡易保険ホール）
2001 年（H.13 年）・「毛利さんへの手紙」作曲・発表
・「坂本秀明バリトン リサイタル リーダークライス / ふたりぼっ
ち」他 構成・演出 （津田ホール） 同ライブ CD 制作・発表
・
「写生」作曲・発表 （作詩 / 宮本むつみ）（せたがやうたの広場）
・「16 篇の詩による薔薇色の風」ローズエコーコンサート 作曲・
構成・演出
・組曲「いのちの七楽章」Nature is Divine ～自然こそ偉大な神～
作曲（作詩 / 加藤安里） 第 38 回クリスマス・ファミリー・コ
ンサート「地球のハーモニー平和への祈り」にて全曲初演
（フィリアホール）
「日中国交正常化 30 周年記念交流コンサート・Harmony in 北京」
2002 年（H.14 年）・
北京世紀劇院で開催 構成・演出・指揮
・「夕焼けに歌おう」作曲・発表（作詩 / 宮本むつみ）
（せたがやうたの広場）
・「ロータリーの友」創刊 50 周年記念「ROTARY SONGS」曲
集及び CD 制作・録音・監修
・組曲「いのちの七楽章」Nature is Divine ～自然こそ偉大な神～
作曲集及び CD 制作
・女声コーラス「ローズシャンテ」25 周年記念ミニコンサート構成・
演出・指揮 「羽ばたけ地の果てへ」
（作詩 / 内山アサ子）
「しづく」
（作詩 / 橋本侑子）を作曲・発表 （埼玉市民会館）
・第 39 回クリスマス・ファミリー・コンサート ～ポエム・ファ
ンタジー  ～「歌時計」 日本画家布施伸介氏の 12 ヶ月の絵とと
もに全曲再演（フィリアホール）
2003 年（H.15 年）・東京世田谷ロータリークラブ 40 周年記念コンサート 構成・演
出・出演（キャピトル東急ホテル）
・
「青空に想いを寄せて」
（作詩 / 福永倫子）
「我が人生の夢舞台」
（作
詩 / 田村幸子）を作曲・発表
・
「日の丸」作曲・発表（作詩 / 柴田忠夫 遺作）
（せたがやうたの広場）
・柴田忠夫作詩・坂本博士作曲によるコンサート（柴田忠夫氏追
悼演奏会、さくら幻想）を開催 構成・演出・指揮 「あなたに」
（作詩 / 柴田敏子）初演（府中の森芸術劇場ウィーンホール）
・女声コーラス ローズエコー 作曲集「薔薇色の風にふかれて」
～独唱と女声合唱のために～ 完成記念コンサート 構成・演
出・指揮（2 回公演 オリエンタルホテル横濱 開洋亭）
・女声コーラス「クレール」コンサート開催 「心のかけ橋七つの歌」
作曲 初演 構成・演出・指揮 （四谷区民ホール）
・第 40 回クリスマス・ファミリー・コンサート ～ポエム・ファ
ンタジー  ～「おおきな木」他 再演 構成・演出・指揮
（フィリアホール）
2004 年（H.16 年）・スクール創立 35 周年記念フェスティバル 第 1 部 「音楽と映
像につつまれた記念式典」 第 2 部 記念公演 サカモト・ファミ
リー・ミュージカル「ロン・ひとりっぼちのおおかみ」  総指揮・
作曲・演出 （昭和女子大学 人見記念講堂）
・「ふるさとの春」作曲・発表 （作詩 / 宮本むつみ）（せたがやう
たの広場）
・
「もしかしたら」
（作詩 / 堀静子）
「ある日の私」
（作詩 / 神野紀子）
「ワイン色の夕焼け」（作詩 / 望月登美子）を作曲・発表
・
「権藤祐子・森園直子ジョイントコンサート Vol.5 ～時がどん
なに流れても～構成・演出「時がどんなに流れても」作曲・発表・
初演（HAKUJU HALL）
・第 41 回「クリスマス・ファミリー・コンサート坂本博士と共に」
～新潟中越地震チャリティコンサート～ 構成・演出 「心のと
びら」作曲・発表（作詩 / 大久保ナガ子）（フィリアホール）
・「クリスマスサロンコンサート シェ・松尾」構成・演出
2005 年（H.17 年）・第１回「三宿校ホームコンサート」を開催 以降クラスコンサ
ートを中心に毎年開催
・東京世田谷ロータリークラブ例会において、卓話、「北原白秋生
誕 120 年記念 白秋に拍手を！～語りと演奏による～」構成・
演出が好評を博す 以後世田谷中央、川崎北、成城新、三鷹、西南、
山の手、城西、成城ロータリー 他で卓話
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楽壇生活 55 周年記念リサイタル“思い出に感謝”
（浜離宮朝日ホール）

東京都教育功労賞を石原慎太郎知事より受賞

日韓親善交流コンサート（ソウル・ノウォン少年少女
合唱団と）
（ソウルノウォン文化芸術会館）

権藤祐子 ソプラノリサイタル 〜私は歌いたい 愛と祈り
の物語〜 「花詩集」（府中の森芸術劇場ウィーンホール）

東日本大震災復興支援慰問コンサート 音楽で愛と希
望と勇気を！（岩手県普代村社会体育館）

2005 年（H.17 年）・スクール創立 35 周年記念事業 / 世田谷区・デーブリング区姉妹
都市 提携 20 周年記念公演 ～ 2005 年日・EU 市民交流年公式
行事～ 「坂本博士と共に 第 5 回 日墺親善ウィーン市デブリン
グ交流コンサート」総監督・構成・演出・指揮 デブリンが―混
声合唱団（5/31 ベトーヴェンザール）シューベルト少年合唱団
（6/1 コンツェルトハウス・シューベルトザール）との各演奏会
が好評を博す。日本大使公邸でウィーンの名士を招待してサロン
コンサートが開催された。長年にわたる国際交流への尽力に対し
ウィーン市 DOBLING より賞杯を受ける
・「権藤祐子・森園直子ジョイントコンサート Vol.6」構成・演出
（HAKUJU HALL）
・「せりざわの森」作曲・発表（作詩 / 小作久美子）
（せたがやうたの広場）
・
「クール・ド・メールコンサート～我が人生の夢舞台〜」 構成・
演出・指揮・初演（フィリアホール）
・「コスモスのように」作曲・初演（作詩 / 濱野ノリ子）
・「シェ松尾クリスマスコンサート」杉村八重とプリティーズ
構成・演出
2006 年（H.18 年）・女声コーラス「あじさいリサイタル」構成・演出・指揮・出演
ミュージカル仕立ての「フォスター物語」（けやきホール）（後
6 回公演）
・女声コーラス「ローズエコー 25 周年コンサート～薔薇の心をし
らべにのせて～」構成・演出・指揮 （横浜みなとみらい小ホール）
・「権藤祐子・森園直子ジョイントコンサート Vol.7 ～時がどんな
に流れても～」構成・演出 （HAKUJU HALL）
・2750 地区ロータリー混声合唱団発足に伴ない指導にあたる。
・第 43 回クリスマス・ファミリー・コンサート 坂本博士と共に
～クリスマスが奏でる愛の調べ～ （フィリアホール）
2007 年（H.19 年）・
「ささやかな願い」作曲・発表（作詩 / 坂本旦子）（JICA 地球広場）
「識字シンポジウム～いま、なぜ識字か！」坂本旦子講演 女性
のための識字率向上支援プロジェクトによせて本作品を発表
・坂本博士作曲作品による合唱コンサート「心に生きる美しき日本」
幸せの輪を歌声にのせて Vol.4 開催 総監督・構成・演出・指揮  
指導にあたるスクール声楽、器楽科講師を始め、レディース・コ
ーラス 12 グループ、サカモト児童合唱団、プリティーズ、男声
合唱、ロータリー合唱団 2750、クラッシックバレエ科 他 200
余名によるコンサート（世田谷区教育委員会、東京世田谷ロータ
リークラブ、tvk・テレビ神奈川後援）
（横浜みなとみらいホール大ホール）
・「国立女性教育会館開館 30 周年記念企画コンサート」
2008 年（H.20 年）・「楽壇生活 55 周年記念リサイタル”思い出に感謝”
」 創作オペ
ラ「炎・この美しきもの」より ハイライト 他（浜離宮朝日ホール）
・「権藤祐子・森園直子ジョイントコンサート」構成・演出
（シェ松尾青山サロン）
・第 73 回ファミリースタジオコンサート 中村教子・秋野淳子ジ
ョイントコンサート構成・演出
（サカモト・ファミリースタジオ）
・東京都教育功労賞を石原慎太郎都知事より受賞
2009 年（H.21 年）・スクール創立 40 周年記念フェスティバル（銀座ブロッサム中央
会館）
第 1 式典 第 2 記念コンサート 構成・演出・出演
・創立 40 周年記念事業「日韓友好親善交流コンサート」構成・演出・
指揮 ソウル・ノウォン少年少女合唱団（ノウォン文化芸術会館）
・クリスマスファミリーコンサート第 46 回 坂本博士と共に ～
クリスマスに奏でる名曲の数々～ 構成・演出・指揮（フィリア
ホール）
・国際ロータリークラブ 2750 地区大会（グアム）
2010 年（H.22 年）・創立 41 周年記念 サカモト・ファミリー・ミュージカル 「ら
くだい天使ペンキィ」公演 総監督・構成・演出・出演
（銀座ブロッサム中央会館）
・「日韓親善交流コンサート」構成・演出・指揮 ノウォン女声合
唱団（ノウォン文化芸術会館）
・
「岩手県普代村小学校三校統合記念事業コンサート」構成・演出・
出演
・全日本ロータリークラブ合唱祭（広島）
・「権藤祐子ソプラノリサイタル ～私は歌いたい愛と祈りの物語～
“花詩集”」他 構成・演出 （府中の森芸術劇場ウィーンホール）
・等々力共愛ホーム慰問コンサート 構成・演出・指揮
2011 年（H.23 年）・東日本大震災復興のために「絆・三部作」絆・希望の道・ふる
さとにおくる愛の歌 作詩・作曲・発表
・
「希望と絆を音楽にのせて」地域の人々のためのコンサート（等々力校）
・スクール創立 42 周年記念サマーコンサート 構成・演出・指揮
「東日本大震災チャリティー公演」～音楽で愛と希望と勇気を～
（サカモト・ ファミリースタジオ）
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東日本大震災慰問コンサート

岩手県普代村にて

日野原先生の 100 歳 「日野原重明 100 歳誕生日記念
チャリティー公演」（ロータリー
の誕生日を祝って
“フェローシップ合唱団”を指揮）
（銀座ブロッサム中央会館）

国際ロータリー第 2750 地区 地区大会
7 カ国国歌を指揮（ザ・プリンスパークタワー）

森園直子 ピアノサロンコンサート 〜旅の思い出を
ピアノにのせて〜 （シェ松尾青山サロン）

杉村八重 ソプラノリサイタル
（サカモト・ファミリースタジオ）

楽壇生活 60 周年記念リサイタル GP

2011 年（H.23 年）・「東日本大震災復興支援慰問コンサート“絆・三部作”音楽で愛
と希望と勇気を！」構成・演出・指揮（森園、権藤、杉村、サカ
モト・レディースコーラス、普代村 ライオット 風、小・中学生、
村人）（岩手県普代村  社会体育館）
・第 48 回クリスマスファミリーコンサート「クリスマスに愛と希
望と祈りを」～東日本大震災復興支援チャリティーコンサート～
構成・演出・指揮 （サカモト・ファミリースタジオ）
・「森園直子ピアノサロンコンサート」 構成・演出
（シェ松尾青山サロン）
・日野原重明 100 歳誕生日記念チャリティー公演・ロータリー合
唱団 指揮（銀座ブロッサム中央会館）
2012 年（H.24 年）・創立 43 周年記念コンサート 東日本大震災復興支援チャリティ
ーコンサート ～春風に未来をのせて～ 構成・演出・指揮
被災地普代村より合唱団を招待して（銀座ブロッサム中央会館）
・東日本大震災復興のために子どもたちの思い願い祈りをこめて
５つの詩によせて「子どもオペラ」～未来に生きる子どもたちの
ために～ 作曲・発表
・岩手県普代村からの詩によせて「おかえりなさい」（作詩 / 森田
眞奈子）
「海と空と人と」
（作詩 / 熊坂伸子）
「ふたたび風を」
（作
詩 / 白鳥道子）を作曲・発表
・国際ロータリー第 2750 地区 地区大会 第 3650 地区韓国歓迎
昼食会 歓迎演奏 構成・演出・指揮
（ザ・プリンスパークタワー東京）
・日韓親善会議 両国国歌斉唱・ウエルカムコンサート・ミニコ
ンサート構成・演出・指揮（グランドプリンスホテル新高輪）
・
「第 17 回全日本ロータリークラブ 親睦合唱祭」大会会長 指揮・
審査・講評（横浜みなとみらい大ホール）
・「せたがや歌の広場コンサート」、「船出」作曲・発表（作詩 / 宮
本むつみ （成城ホール）
・「杉村八重ソプラノリサイタル」 構成・演出
（サカモト・ファミリースタジオ）
・「森園直子ピアノサロンコンサート」 ～旅の思い出をピアノに
のせて～ 構成・演出 （シェ松尾 青山サロン）
・「権藤祐子ソプラノリサイタル」構成・演出 ～愛と祈りと希望
を調べにのせて～ たいせつなあなたへ（けやきホール）
2013 年（H.25 年）・新春研究・ジュニア発表会（川崎市民プラザ・玉川区民会館）
1/14、20、26
・RC 新入会員セミナーにてロータリーソング指導
（センチュリーハイアット）2/8
・オペレッタ「ベニスの一夜」日本オペレッタ協会（演出 / 寺崎
裕則 出演 / 坂本秀明）（北とぴあ）2/9、10
・R1 第 2750 地区大会（ザ・プリンスパークタワー東京）2/22
国歌・ロータリーソング（坂本博士、坂本秀明、権藤、森園、杉村、
小笠原、R 合唱団、坂本旦子）
・東京世田谷 RC 創立 50 周年記念式典（ザ・プリンスパークタワ
ー東京）3/15（坂本博士、権藤、森園、杉村、小笠原、児童合唱団、
児童声楽＋ OB・OG）
・日独親善演奏会  ドイツの合唱団を迎えて  フォーレ「レクイエム」
（坂本秀明 バリトン独唱）
（小金井市民交流センター）4/15
・創立 44 周年記念コンサート（宮前市民館）4/28
・第 18 回全日本 RC 親睦合唱祭（神戸ポートピアホール）（坂本
秀明、秋野、R 合唱団、坂本旦子）5/25
・世田谷区民合唱団ウィーン演奏旅行（金川明裕、坂本秀明）6/6 〜 13
・ファミリースタジオコンサート第 92 回 父の日コンサート 6/16
・宮前文化協会バレエ公演（バレエ科）（宮前市民館）6/22
・女声合唱あじさい ミニコンサート（坂本博士、権藤、森園）（銀
座おとな塾）6/29
・第 27 回教養セミナー「あの時、ぼくらは 13 歳だった」寒河江正
（ファミリースタジオ）10/20
・麻布区民ふれあい祭り（権藤、小笠原、秋野、R 合唱団、坂本旦子）
（麻布区民センター）10/26
・ローズエコー・コンサート（坂本博士、杉村、森園）（横浜）
・「絆・三部作」楽譜  出版
・坂本博士楽壇生活 60 周年記念リサイタル（浜離宮朝日ホール）12/6
声楽家として、またサカモト・ミュージック・スクール校長として音楽
教育にあたり、作曲、指揮、演出、プロデュース、奉仕活動にと、
夢と輝きと情熱を失うことなく幅広い活動を続けている。
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2014 年

日墺親善交流コンサートの旅

ウィーン市ドゥーブリング区と世田谷区姉妹都市提携
30 周年記念式典・調印式

2014 年（H26 年） ・2013 − 2014 年度国際口一タリー 2750 地区地区大会 2/26、
27
大会音楽プロデュース（グランドプリンスホテル新高輪・飛天）
・創立 45 周年記念フェスティバル 記念式典・記念コンサート
銀座ブロッサム中央会館 4/20
・創立 45 周年記念 世田谷区・ドゥーブリング区姉妹提携 30 周
年記念式典
第 6 回日墺親善交流コンサート芸術週間 一日本の夕ベー
カルメリータ教会
アルテスハイム慰問コンサート
ウィーン〜ザルツブルグ〜チェコの旅 6/23 〜 7/2
・坂本博士の名盤 2 作品が四十有余年の時を経て甦る
完全複刻盤 CD としてキングレコードより発売
日本の旅情を歌う ミュージカルス・グレート ヒット・チュー
ン・ハイライツ
・第 95 回ファミリーコンサート サマーコンサート 鷺沼校ファ
ミリースタジオ 8/2
・大庭照子ありがとうコンサート 坂本博士先生に感謝をこめて
鷺沼校ファミリーススタジオ 9/21
・第 96 回ファミリーコンサート 日本の美を舞うそして歌う
構成・演出：坂本博士
出演：若柳祐次（舞踊）権藤祐子（司会・歌）森園直子（ピアノ）
鷺沼校ファミリーススタジオ 10/12
・第 50 回 坂本博士とともに クリスマスファミリーコンサート
12/14
2015 年（H27 年） ・創立 46 周年記念コンサート 春風にのせて
銀座ブロッサム中央会館 4/12

サカモト・ミュージック・スクール
創立記念コンサート

44 回 （第 1 回 1970 年以降毎年開催）

新春研究、ジュニア発表会

（第 1 回 1970 年以降毎年開催
45 回 1977 年より「研究科」と「ジュニア
科」に分かれ、現在は合同）

サカモト・ファミリー・ミュージカル
第 1 作「小鳥になったライオン」
サカモト・ファミリー・ミュージカル
第 2 作「らくだい天使ペンキィ」

サカモト・ファミリー・ミュージカル
第 3 作「パパの子守歌」
サカモト・ファミリー・ミュージカル
第 4 作「ロン・ひとりぼっちのおおかみ」
ファミリー・スタジオコンサート
クリスマス・ファミリー・コンサート
幸せの輪を歌声にのせて
教養セミナー

216 回
121 回
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44 回
70 回
92 回
49 回 （第 1 回 1963 年以降毎年開催）
14 回 （第 1 回 1999 年以降毎年開催）
27 回

