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プログラム

オープニング 全員合唱        指揮/大橋久子 ピアノ/寺嶋奈緒

わがまち近江八幡・・・・・・南 英市作詞 池田ノヽ声作曲

1.コ ーラス よし笛         指揮/大橋久子 ピアノ/尾崎敦子

霧と話した・・・・・・・・・鎌田忠良作詞 中田喜直作由・編由
ハバネラ・・・・・ ●●●●●ォスカ_ ハマースタイン2世作詞

堀内敬三訳詩 ジョルジュ・ビゼー作由
2.室内アンサンブル ノアノア

ラルゴー四季の冬より・・・・Aヴィヴァルディ作由

デイベル トメント K138・ ・・‖Aモーツァルト作由

3.近江人幡児童合唱団 スキップ   指揮/松岡安美 ピアノ/塚本治美

夢をかなえて ドラえもん・・黒須克彦作詞・作曲 桜田直子編由
エスペランサ ～希望～・・・ミマス作詞・作由 富澤 裕籠曲

勇気 100% ・ ・・・ ・ ・ ● ●●松井五郎作詞 罵飼野康二作曲 富澤 幡領曲

4.コーラス ハー トランドレディース 指揮/大橋久子 ピアノ/尾崎敦子

水色のワルツ・・・・・・・・藤浦 洸作詞 高木東六作曲

映画『美女と野獣」より・・・日本語訳詞 湯川れい子

For ever・ ・ ・ ・ ・・・ ・・ ●杉本竜―作詞・作曲

5.女声合唱 ラ・フルール近江八幡  指揮/磨谷真理 ピアノ/飯川弓恵
コスモス・・・・・・・・・ ●星野富弘作詞 なかにしあかね作曲

ス′くイス・・・・・ ●●●●●茨木のり子作詞 大熊崇子作曲

世界に一つだけの花・・・・・槙原敬之作嗣・作曲

6.近江八幡北里女声コーラス     指揮/松岡安美 ピアノ/塚本治美
Sing・ シング ・・・・・・・ J Raposo作飼・作曲 源田俊―郎編曲

虹の彼方に・・・・・・・・・E Y HarbJrg作詞 H Aren作 曲 山梨童―郎編曲

踊 りあかそう・・・・・・ ●●A J Lerner作詞 F Loewe作 曲 源田俊―郎編由

7.滋賀市民ギターオーケス トラ            指揮/小山 清

ボ レロ・・・・・・・・・ ●●モーリス・ラヴェル作曲 小山秋子編由

ワンダフルモーニング・・・・新堀寛己作曲



休 憩

8.岡田琴千流大正琴 淡海ちぐさ会 指揮/岡田琴千香 ピアノ/岡田順子
まつり・・・・・ ●●●●●●なかにし礼作飼 原 譲二作由 岡田琴千香編曲

太鼓/桜宮天勝

北の国から 遥かなる大地より・・さだまさし作詞・作曲 岡田琴千捕 曲

9.大正琴 琴泉会

津軽海峡冬景色・・・・・・・阿久 悠作詞
=木

たかし作曲

ブルーシャトウ・・・・・・・橋本 津作詞 井上忠夫作出

10.コーラス みずぐき        指揮/大橋久子 ピアノ/寺嶋奈緒

春よ、来い・・・・・・・ ・ ・松任谷由美作詞・作由 源口俊―郎編曲

昴・・・ ・ ・ ・・・・ ・ ・・・谷村新司作嗣 作由 池辺晋―郎編曲

11.コ ールジョイ安土         指揮/磨谷真理 ピアノ/飯川弓恵

春・・・・・ ● ●●●●● ● ●新
"l和

江作詞 信長貴富作曲

愛は勝つ・・・・・・・・・・ KAN作詞・作曲 今村 康編曲

12.近江人幡混声合唱団        指揮/大橋久子 ピアノ/寺疇奈緒
生きるものの歌・・・・・ ●●永 六輔作詞 中村ノヽ大作曲 吉田桂子編曲

メドレー 宇宙戦艦ヤマ ト ・・ 阿久 悠作詞 宮11 泰作由 猪間道明編曲

13.近江入幡吹奏楽団                 指揮/田村圭太朗

西郷どん メインテーマ・・・ 富貴晴美作曲 福島弘和編由

365日 の紙飛行機・・・・・ 角野寿和・青葉篠季作曲 郷間幹男編曲

フィナー レ 音楽連盟加盟団体による合同演奏       指揮/小山 清

琵琶湖周航の歌・・・・・・・」ヽ日太郎作詞 吉田千秋作曲

六 、

琵琶湖周航の歌
作詞 4ヽ 口太郎 作由 吉田千秋

われは湖の子 さすらいの 旅にしあれば しみじみと
昇る狭霧(さぎり)や さざなみの 滋賀の都よ いざさらば

西国札所(ふだしょ)長命寺 汚れ (けがれ)の現世(うつしよ)遠く去りて
黄金の波にいざ漕がん 語れ我が友 熱き心

*六番の歌詞で「西国札所」と書いておりますが、原作は「西国十番」です。
長命寺は第二十一番の札所ですが、小口氏は、それを承知の上で語呂を
よくする為に十番としました。当音楽連盟では、長命寺さんの意向もあり、
更に「本L所」と読み替えて演奏しております。



新しい仲間を待つています
近江八幡市音楽連盟

:

金1瑠1轟

○コーラス よし笛

月 1回  マナ ビィ (旧南中 )

代表 :釜 田菜穂子

○コーラス みずぐき          代表 :中止照子

月 3回 岡山コミュニティセンター

○コーラス ハー トランドレデ ィース   代表 :中 江 しげ子

第 1 3土曜 日 20:00～  マナ ビィ (旧 南中 )

○女声合1昌 ラ フルール近江八幡    代表 :高垣晴美

水曜日 13:00～  桐原コミュニティセンター

〇近江八幡混声合1目団          代表 :古閑友士

第 1 2・ 3水曜日 19:00～  近江八幡市文化会館オーケス トラ練習室

〇近江八幡児童合唱回 スキップ     代表 :鶴 田幸子

月 3～4回土曜日 14:00～  北里ら、れあいホール、

北里・八幡・金田コミュニティセンター

〇近江八幡北里女声コーラス       代表 :土肥あゆみ

木曜 日 9:30～ 北里 コミュニティセンター

○コールジョイ安土           代表 :寺 田光子

本曜 日 15:00～  安土コミュニティセンター

太 IEI琴

○岡田琴千流大正琴 淡海ちぐさ会    代表 :熊谷多恵子

随時 桐原 コミュニテ ィセンター

○大正琴 琴泉会

随時 塚本楽器他

代表 :木村萩女

吹奏薬■管楽器

〇近江八幡吹奏楽回

土曜日 18:00～

団長 :森 大之

近江八幡市文化会館オーケストラ練習室

〇近江八幡フルー トアンサンブル     代表 :立花初美

第 2・ 4日 曜 日 14:00～  近江八幡市文化会館他

ギ|夕|■

○滋賀市民ギターオーケス トラ      団長 :中尾彰宏

第 2・ 4土曜日 18:30～  滋賀県婦人会館

藍■1楽

○室内アンサンブル ノアノア      代表 :佐野州生

土曜日 18:30～ 八幡コミュニティセンター

お問い合わせ 近江八幡市音楽連盟事務局 370865 まで

または、各練習会場へ


