
受講者・曲目 当日の変更、または時間の都合により今曲できない場合もございます。予めご了承ください。
著作権の問題 卜、当日は資料の配付はございません。楽譜等は各自ご持参ください。
*印 のついている曲は全音楽譜出版社 「日本名歌 110曲 集」1,2巻 に収められております。

7月 25日 (木 )

宮 富江/近藤陽子  *富 士山見たら (橋 本国彦)茉 莉花 (信 時潔)忍 路高島 (山 田耕搾)

武澤佳絵/原  なぎさ *お 菓子と娘 (橋 本国彦)悲 歌 あなた (猪 本隆)

杉山知勢子/込 山今日子 *松 島音頭 (山 田耕搾) 『五つの断章』(国 伊玖磨)よ り 野辺 舟唄 朝明

前田ヒロミツ/小 島裕子 *か やの木山の (山 田耕梓)旅 上 (圏 伊玖磨)小 さな空 (武 満徹)

辻 弘子/田 中直子  *母 のこえ (山 田耕搾)

『秋の瞳』(石 桁員證生)よ り ゆふやけ あめの日・雨 白い雲 秋の空

間庭小枝/原 田康子  *出 船 (杉 山長谷夫) トルコ桔梗 夜想 (大 中恩)

7月 26日 (金 )

冨田美穂/杉 下純子   *平 城山 甲斐の峡 *九 十九里浜 (平 井康三郎)

目崎ちひろ/田 中悠一郎 *さ くら横ちょう (中 田喜直) 『抒情小曲集』(三 善晃)よ り

佐藤恵利/平 田雅子   *し ぐれに寄する抒情 (大 中恩)

『九つの童謡』(増 本伎共子)よ り ちいちやな風  お月夜

西田智朱子/広 瀬靖子  *早 春賦 (中 国章) 『わがうた』(国 伊玖磨)よ り ひぐらし

三神博子/石 井みか   *野 薔薇 (山 田耕律)た んぽぽ サル ビア (中 田喜直)

『わがうた』(国 伊玖磨)よ り 紫陽花

大森詩子/小 林美智   *信 田の藪 (藤 井清水)

ほほづ き 雨のふ る日 五月

『東京小景』(圏 伊玖磨)よ り 駿河台 日比谷 銀座 人形町

7月 29日 (月 )

後藤 桂/鈴 木ゆみ  *林 檎の花が降りそそぐ (宅 孝二) 『雪のふるころ』(菅 野浩和)

丹羽京子/山 崎範子   *丹 澤 (信 時潔) 『聖三稜破璃』(三 善晃)よ り いのり ほんねん

佐伯洋子/今 川寿美  *花 の街 (圏 伊玖磨)

『八木重吉による五つの歌』(畑 中良輔)よ り *秋 の空 素朴な琴 *秋  雨 *夕 焼

小林祥子/寺 本沙綾香  *白 鳥の歌 (古 関裕而) 『萩原朔太郎に依る四つの詩』(国 伊玖磨)よ り 雲雀料理 笛

照井咲枝/平 田雅子   *野 の羊 (服 部上)

『秋の瞳』(石 桁員稽生)よ り ゆふやけ 本当のもの 白い雲 秋の空

加藤木起司子/片 岡和子 *白 月 (本 居長世)お んがく (木 下牧子) 『花のかず』(木 下牧子)よ り 竹とんばに

7月 30日 (火 )

柴田えい子/都 築彩子

ズイズイズッコロ橋

紫陽花

中島恵美/徳 富香恵

氏家和歌子/片 岡和子

大畑理博/尾 崎風磨

*ち んちん千鳥 (近 衛秀麿)小 さな部屋で (武 満徹)

『六つの浪漫』(木 下牧子)よ り ほのかにひとつ

*少 年 (諸 井二郎) 『風に寄せてうたへる春のうた』(山 田耕律)

*黒 き落葉 (松 本民之助)

『立原道造による四つのうた』(別 宮貞雄)よ り 浅 き春によせて 甘たるく感傷的な歌

*来 るか来るか (山 田耕搾)茉 莉花の (平 井康二郎) *浅 き春に寄せて (高 木東六)

*市 の花屋 (高 田二郎) 『五つの華の歌』(小 林秀雄)よ リ フリージア

*六 騎 (山 田耕律)汚 れた掌 (石 桁員稽生) 『四つの詩』(石 桁員稽生)よ り 祈T壽 歌
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聴講チケッ トのお申し込み
。電話またはフアツクス 04-2928-7851<メ ヌエット>

。Eメ ール          csnlenuet@yahoo.co.jp
お申し込み確認後チケッ トを郵送いたします。氏名・住所・電話番号をご記入ください。
聴講チケッ ト料金は当日受付にてお支払いお願いいたします。

空席がある場合、当日券も承ります。当日券についてはHPに て発表しますので事前にご確認下さい。

瑞穂の会HPは こちら→mizuhonokai.blog.fc2.com

山本久代/石 田瑞枝

中村よし子/押 田真澄
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