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第38回

江八幡市民音楽祭

月20日 (日 )

(開場13:00)

近江八幡市文化会館 大ホ‐ル

近江八幡市音楽連盟

近江八幡市・近江八幡市文化協会

近江八幡市教育委員会
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プログラム

1.近江八幡混声合唱団        指揮/大橋久子 ピアノ/寺嶋奈緒

長崎の鐘・・・・・・・・ ・ ●サトウハチロウ作詞 古関裕司作曲

辻 志郎編曲

春よ、来い・・・ ・ ・・ ・ ・・松任谷由実作詞・作曲 今村 康編曲

また逢う日まで・・・・・・・阿久 悠作詞 筒美京平作曲 石若雅弥編曲

2.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

糸・ ・ ・・ ・・・・ ・ ・ ・・・中島みゆき作詞・作曲

時代・・・・・ ●● ●●●●●中島みゆき作詞・作由 夏原明雀編曲

ほらね・ ・・ ・・ ● ●●●● ●ぃとぅけいし作詞 まつしたこう作曲

コスモス・・・・・・・・・・星野富弘作詞 なかにしあかね作曲

3.近江八幡北里女声コーラス             ピアノ/塚本治美

サッカーによせて・ ・・・・・ 谷
"I俊

太郎作詞 木下牧子作曲

めばえ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ●●●みずかみかずよ作詞 木下牧子作曲

リメンバー・ ミー・・・・・・ Kr stel Alderson Lopez&RoBert Lopez

作詞・作曲 日本語詞・竹本浩子 西條太貴編曲

4.近江八幡吹奏楽団                 指揮/二神浩子
夜に駆ける・ ・・・・ ●● ●●Ayase作曲 郷間幹男編曲

指揮/村北さやか
アルデバラン・・・・・ ●●●森山直太朗作曲 郷問幹男編由

5.大正琴・琴泉会

時の しお り・ ・・・ ・ ●● ●●日久保真見作詞 南乃星太作曲 西谷容―編曲

みんながみんな英雄・・・・・篠原 誠作詞 琴修会本部編曲 アメリカ民謡

世界の国か らこんにちは ,・ ・島田陽子作詞 中村八大作曲



休  憩

6.岡田琴千流大正琴 淡海ちぐさ会 指揮/岡田琴千香 ピアノ/岡田康子

フルー ト/岡田順子
コン ドルは飛んで行 く・・・・ Pa」 I smol作詞 Dan el Alo耐 os Robles作由

岡田琴千香編曲

オペラ 《カルメン》より r前奏曲」「闘牛士の歌」
ジョルジュ・ ビゼー作曲 岡田琴千香編曲

7.コ ールジョイ安土         指揮/磨谷真理  ピアノ/飯川弓恵
三つの汽車の歌・・・・・ ●●富原 薫 本居長世作詞

大和田黒羅・車川 信・本居長世作曲

岩川二郎編曲

竹とんぼ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ●岩田衿子作詞 木下牧子作曲

花 のか ず・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ 岩田衿子作詞 木下牧子作曲

秋 桜 「 コス モ ス 」 ・・ ・・ ・ ・さだまさし作詢・作曲 古寺七重編曲

8.コ ーラス みずぐき        指揮/大橋久子 ピアノ/寺嶋奈緒
Stand Alone・ ・・・・ ・ ● ●小山薫堂作詞 久石 譲作曲 山室紘―編由
にじいろ・ ・ ・・ :・ ・ ・ ・・絢 香 作詞・作由 佐藤文子編曲

瑠璃色の地球・・・・・・・・松本 隆作詞 平井夏美作曲 源田俊―郎編曲

9.滋賀市民ギターオーヶス トラ             指揮/小山 消
よるこびのうた・・・・・・・ L.V ベートーベン作曲 小山 清編曲

春の夜の雨の中で歌 う踊るかえるのうた

三好目1士作曲

琵琶湖周航の歌・・・・・・・ J、口太郎作詞 吉田千秋作曲 小山 清編由



新しιヽ仲間を待つています
近江八幡市音楽連盟

査1唇1種

Oコ ーラス よし笛

月 1回

代表 :釜田菜穂子

○ コーラス みず ぐき          代表 :中上照子

月 3回  岡山コミュニテ ィセンター

○女声合唱 ラ ‐フルール近江八幡    代表 :山 田信子

水曜日 13:30～ 桐原 コミュニティセンター

〇近江八幡混声合唱団          代表 :木村萩女

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団 スキ ップ     代表 :松本幸代

月 3～4回土曜日 14:00～  北里ふれあいホール

北里・八幡 コミュニテ ィセンタ=
〇近江八幡北里女声コーラス       代表 :中峯寿美

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≡工1琴

○岡田琴千流大正琴 淡海ちぐさ会    代表 :中江 しげ子

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:養1楽

〇近江八幡吹奏楽団

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

ギ1夕|■

O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～  アクティ近江八幡

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


