
チャリティー・コンサート
 第３回東日本大震災支援

ピアノ：平原誠之
フルート：谷則安（ゲスト）

The 3rd Charity Concert
for Tsunami Victims

Piano: Masayuki Hirahara
Flute: Nori Tani (guest)

Suggested donation : $20

復活ルーテル教会アーバイン　ヤマハ　 ミュー ジックセンター

for the victims of March 11th , 2011 Tsunami in Japan

Lutheran Church of the Resurrection

(Sun)
Huntington Beach

4620 Barranca Pkwy, Irvine, CA 92604 9812 Hamilton Ave., Huntington Beach, CA 92646

March 12th March 13th

Irvine Yamaha Music Center

Open
Start

: 6:30 PM
: 7:00 PM

Open
Start

: 3:00 PM
: 3:30 PM(Sat)

Irvine

共催：Irvine Yamaha Music center

後援：

協力：南加岩手県人会　南加福島県人会　南加宮城県人会

　　　Lutheran Church of the Resurrection会場準備のため、お手数ながら事前申し込みをお願いします。
ご希望のコンサート日（会場名）、お名前と人数を以下のアドレスまでお送りください。
For the preparation, it would be appreciated if you could send us an e-mail with preferred
 date (or place), your name and number of attendees to the following address in advance.
 to : hiraharalaconcert@gmail.com

Masayuki Hirahara

Nori Tani

アメイジング・グレイス　　スコットランド民謡
Amazing Grace    Olney Hymns

Program

梅たたずむ思い　　平原誠之
UME Blossoms    Masayuki Hirahara

演奏曲目

etc.他



今も多くの人が仮設住宅で生活している
42000 still living in temporary housing in Tohoku disaster area

第３回 東日本大震災支援
チャリティー・コンサート

the 3rd Charity Concert for Tsunami Victims

 2011年3月11日14時46分に宮城県沖で発生した地震は、死者・
行方不明者は18,483人、建築物の全壊・半壊は合わせて401,567戸
という甚大な被害をもたらしました。震災による直接的な被害額は
16兆円から25兆円と試算され、自然災害による経済損失額として
は史上1位とされている。今まで、1000億円以上の義援金が寄せら
れるが、被害の規模があまりにも大きく、2015年12月25日時点の
避難者等の数は182,000人となっており、避難が長期化している。
 An undersea megathrust earthquake off the coast of Japan  
occurred at 14:46 JST (05:46 UTC) on Friday, March 11, 2011. 
The number of dead and missing was 18,483; the number of 
collapsed buildings was 401,567. Some analysts were predict-
ing that the total recovery costs could reach ¥25 trillion ($300 
billion). The Japanese Red Cross had received over $1 billion 
in donations in response to the disaster, and yet there were still 
182,000 refugees as of December 25 2015.

Suggested Donation: $20. Please make your check payable 
to "LCR" and indicate "Charity Concert" in the memo. 

震災から５年 Five years after the disaster

平原 誠之 (ひらはら まさゆき)
作曲家／ピアニスト
日本・エルサルバドル音楽親善大使

Born in Tokyo, Japan, Nori studied classical flute from age 9 and 
started playing alto sax during high school when he taught himself 
Jazz. He became a studio and back up musician for many famous 
singers in Japan during his collage years. Nori came to Los Angeles 
in 1980 where he studied flute with Janet Ferguson (LA 
Philharmonic principal), James Newton and Jim Walker. He became 
friends and played with jazz legends including Ray Brown, Gene 
Harris, Sam Most and many other great players. As a producer, Nori 
co-produced an album for Love Notes ( Hiro Kawashima and Maki 
Inouye ) and he also played flute on this album.

Nori Tani
Flutist / Composer

 8歳よりピアノを始め、基本的な手
ほどきを受けた後、演奏・作曲を独
学。99年に阪神・淡路大震災復興
記念クラシックフェスティバル音楽
コンクール作曲部門に参加し、財団
法人兵庫県芸術文化協会賞並びに
金賞を受賞。2003年より本格的に
演奏活動を開始。10年エディンバラ
にて行われたショパン生誕200周
年記念ソロ・コンサートに日本代表
として招聘され、エディンバラ日本国総領事より「在外公館長表彰
」を授与される。12年に式年遷宮記念「せんぐう館」奉祝記念行事
で伊勢神宮創建以来初となるピアノ演奏を披露。同年、ロサンゼル
スで東日本大震災１周年記念チャリティーコンサートを行う。14
年、日本・エルサルバドル音楽親善大使に任命され、翌年にはエル
サルバドルで行われた外交関係樹立80周年記念コンサートで演
奏を行う。１５年1１月、故本田美奈子が病床で遺した歌声にピア
ノ伴奏・編曲を施したアルバム『AGAIN』がリリース

Masayuki Hirahara

 In 1999 he participated in the music competition of the Great 
Hanshin earthquake Reconstruction Memorial Classic Festival and 
he won a golden award in the composition section. In 2010, he was 
invited to play at the Chopin 200th anniversary concert. In 2012, he 
was invited to perform at charity concerts in Los Angeles for the 
2011 Tōhoku earthquake and tsunami. In the same year, he 
performed at the Ise Grand Shrine, becoming the very first person 
who played the piano in the Shrine. In 2014, he was designated to 
be the Japan-El Salvador goodwill ambassador of music. In March 
of 2015, he played at the Japan-El Salvador Diplomatic 
establishment's 80th anniversary concert in San Salvador. In 
November, he held the anniversary charity concert in Tokyo and it 
was honored with the presence of the Princess Mako of Akishino. 

Composer / Pianist / Japan - El Salvador -goodwill ambassador of music

谷 則安 (たに のりやす)
フルート奏者／作曲家 
東京生まれ。９歳よりクラ
シックフルートをはじめる
。高校生の頃アルト・サッ
クスにてジャズを独学。大
学の頃には、有名アーテ
ィストのバックミュージシ
ャンとして活躍。1980年
よりLAに移住。ジャネッ
ト・ファーガソン（LAフィルハーモニー主席）、ジェームス・ニュー
トン、ジム・ウォーカーに、クラシックフルートを師事。その後、レ
イ・ブラウン、ジーン・ハリス、サム・モースト等の伝説的なジャズ
ミュージシャンと共演し、友人関係となる。プロデューサーとし
ては、Hiro川島と井上真紀のアルバム『Love Notes』を共同で
プロデュース。また、フルート演奏でも参加。


