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●第１回（2000 年７月２３日）

ピアノ弾き語り 設楽幸嗣 めぐり逢い・他
歌 中島郁子・衛藤泰子（P） 赤とんぼ・お菓子と娘・城ヶ島の雨
踊り 渡辺智美・中村美佐子 当日をお楽しみに
アコーディオンと歌おう 井村強（アコーディオン） 荒城の月・ワルツ
みんなで歌おう 全員 浜辺の歌・めぐり逢い

●第２回（2000 年 8 月 20 日）

ギターとフルート、 
オカリナ、チェロ

中島・七海・阿部・増子 花・ある愛の歌・悲しい酒・青い山脈・シルクロード・舟歌・月の砂漠他

踊り 渡辺智美・水谷秀子 武田節・女のしぐれ
千川グリーアンサンブル 井村・宮川・島田・目黒 私の青空・森の小径・国境の町・哀愁列車・東京ラプソディー他
みんなで歌おう 全員・伴奏：上松康子 ふるさと・めぐり逢い

●第３回（2000 年９月１７日）

民謡 三味線の会（牛池富子他）　 黒田節・花笠音頭・斉太郎節・東京音頭・真室川音頭・九州炭鉱節
踊り みよし会・深沢・伊藤・中村 真室川音頭・長良川艶歌・二輪草・男ねぶた肌
ハーモニカ、マンドリン フレンドリーハーモニー（粟林他） カッコーワルツ・一杯のコーヒから・影をしたいて・支那の夜ほか
みんなで歌おう 全員・伴奏：上松　康子 赤とんぼ・めぐり逢い

●第４回（2000 年 10 月 22 日）

ヴァイオリンとピアノ 中一乃（ヴァイオリン）
岡本直子（ピアノ）

浜辺の歌・アヴェマリア・タイスの瞑想曲・オリエンタル 
メロディー・チャ－ルダッシュ

踊り 寺田・吉野・古菅・伊藤 当日をお楽しみに
歌と 
女声コーラス

中島郁子（独唱）
Donna luce（ピアノ：大野）

おぼろ月夜・椰子の実・夏の思い出
からたちの花・里の秋・落葉松・たき火・冬景色・早春賦・他

みんなで歌おう 全員 もみじ・めぐり逢い

●第５回（2000 年 11 月 19 日）

ギターとピアノ コスモス（五十嵐・狩野・浜口） 当日をお楽しみに
踊り 西村・中村・伊藤 影を慕いて・島田ブンブン・雪桜他
手作りパイプハーモニカ 川口弘 みかんの花咲く丘・知床旅情他
ピアノ 山崎里香 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 指導：野口佐和美 かえるの歌・ハロー

●第６回（2000 年 12 月 24 日）

ハンドベル マドンナの会 
指揮：佐藤数穂

三人の博士・神のみこは・きよしこの夜・ちょうちょ・冬の星座・七つの子 
夕焼けこやけ・さくらさくら

フルートとピアノ 上松康子・上松美和 もみの木・サンタが町にやってくる・Ｇ線上のアリア
ジングル ベル（ピアノ連弾）・賛美歌メドレー

フラメンコ 滝沢マコ 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 井村強（アコーディオン） クリスマスソング

●第７回（2001 年 1 月 21 日）

かっぽれ 梅后流江戸芸かっぽれ 伊勢音頭・深川・かっぽれ
端唄 稲邑粋有芙（いなむらすいゆう） 奴さん・木遣りくずし・瑞穂の実り・梅は咲いたか・お江戸日本橋・乱れ髪
踊り 小菅・渡辺智美 高砂他
落語 たのぶ家たの助 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 全員 たきび・箱根の山

●第８回（2001 年 2 月 18 日）

大正琴 鎌形錦暁 荒城の月、船頭小唄他
ウクレレ漫談 神尾守・増田浩一・林　久 当日をお楽しみに
踊り 小田島ヨキ・小田島幸子 南国土佐を後にして・人生祝川
民謡と三味線 牛池富子他 炭鉱節・東京音頭他
アコーディオンで歌おう 井村強（アコーディオン）・全員 春の歌・美空ひばりの歌・新しい歌も！

●第９回（2001 年 3 月 18 日）

ダルシマ演奏 高橋健二・佐々間千春
渡宏航平・相沢五郎

サリーガーデン・サウスウィンドウ・フランクスティアーウィ 
キャロランズドラフト

子供ミュージカル 磯部・渡邊佳菜 / 佳未 / 佳歩・湯田・
鈴木・川島・松本・鈴木

おむすびころりん

踊り 梶・水谷・渡邊・吉野 みだれ髪・君恋し・年輪・箱根八里の半次郎
アコーディオンで歌おう 井村強（アコーディオン）・全員 どじょっこふなっこ・幸せなら手をたたこう

●第１０回（2001 年 4 月 15 日）

コーラス 
（アカペラ） 

西条・梅原・斉藤・早川 
（元東京少年少女合唱隊）

ダニーボーイ・梨売りの歌・さとうきび畑・Let It Shine・あかとんぼ

オカリナ演奏 坂本　章他 リンゴ追分・明日があるさ・みあげてごらん夜の星を他
踊り 西村・中村・吉野・伊藤 天竜下れば・おしどり道中・孫・男新門辰五郎・女の夢
ハーモニカ演奏 目白ハーモニーメイツ ふるさと・童謡メドレー
アコーディオンで歌おう 井村強（アコーディオン）・全員 夏は来ぬ

●第１１回（2001 年 5 月 20 日）

ジャズ（ピアノと歌） ピアノ：田村博・歌：大塚安貴子 テネシーワルツ・月光値千金・My Blue Heaven・帰らざる河
踊り 梶裕季子・三鴨裕明・水谷秀子 みだれ髪・悲しい酒・女のしぐれ
腹話術と、お話 井澤　道夫 当日をお楽しみに
アコーディオンで歌おう 井村強（アコーディオン）・全員 茶摘

●第１２回（2001 年６月 17 日）

コンボスタイルジャズ 富張・伊藤・高橋・小野・曽根
国平・鈴木　

ローラ・ウナ セラ ディ東京・人の気も知らないで・あの日に帰りたい 
You’d be so nice to come home to・時の過ぎゆくまま・愛燦燦

踊り 坂上・鈴木・吉野・古管 昔の名前ででています・さざんかの宿・切られ与三・安来節
グリーンアンサンブル 宮川・井村・島田・目黒 小雨降る道・雨のオランダ坂・雨のブルース・船方さんよ・チャンチキおけさ
みんなで歌おう 井村強（アコーディオン）・全員 かたたたき

第１回に参加したメンバー

寺田さん

中島さん・衛藤さん　　設楽さん

ドリンクコーナー
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●第１３回（2001 年 7 月 15 日）

チェロとギター 阿部貴司・中島和志夫 青い山脈・あざみの歌・浜千鳥・船頭小唄・叱られて、他
踊り 渡辺・中村（秀）・美好会・中村（美） 橋・祝賀の舞・津軽の花・雪桜
歌と演奏 コスモスのみなさん 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 全員 うみ、明日があるさ

●第１４回（2002 年 2 月 17 日）

アコーディオンと歌 井村強志 ハワイの歌を選びました。
フラダンス ケアロハマイ（愛はここにの意味） フラオマキイ・タフワフワイ・ケカディネイアウ・プラリリレフア・花
ウクレレ 沢渡盛康 当日をお楽しみに
ジャズ 山崎里香・千石智子・山崎麗 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 全員 月の夜は・明日があるさ

●第１５回（2001 年 9 月 16 日）

演歌 雪美さくら 未練船他
踊り 古田島ヨキ / 幸子 / 照代 すばる・雪国恋人形・壺坂情話
踊り 常連のみなさん / 全員 東京音頭・花笠音頭・炭鉱節
みんなで歌おう 黒田要／全員 お楽しみに

●第１６回（2001 年 10 月 21 日）

エンジェルハープ 伊藤園美 ( 指導 )・上田・矢野・
鵜沢・高橋・植村・泉妻

It’s a small world・シューベルトの子守歌・グリッサンドワルツ
愛の喜び・浜辺の歌

踊り 佐々木・梶・藤森・渡辺・三浦 黒田節・君恋し・会津磐梯山・関東春雨傘
オカリナとギター 増子・中島・福岡 丘を越えて・鐘の鳴る丘・さくら貝の唄・コンドルは飛んでいく 

竹田の子守唄・他
みんなで歌おう 全員 もみじ他

●第１７回（2001 年 11 月 18 日）

ピアノ連弾 岡田郁恵（プリモ）
宮崎菜穂（セカンド）

アイネクライネナハトムジーク・朝の気分（ペールギュントより）
ドレミの歌・ハンガリー舞曲第五番

歌 ミキとコットンキャンディーズ 当日をお楽しみに
踊り 三好会・中村・伊藤・町内有志 津軽の花・武田節・矢切の渡し・これから音頭
コーラス ゆうばえ・近喰晴子他 初秋の歌・やしの実・砂山・童謡メドレー・いちばんたいせつなもの
みんなで歌おう 全員 里の秋他

●第１８回（2001 年 12 月 23 日）

ハンドベル 豊島カリヨンハーモニー Toy Land・カノン・月の砂漠・きよしこの夜・いつも何度でも
ダンス アゼリアステップ 当日をお楽しみに
ピアノ連弾とベース 岡田・今野・磯松・生野・笹子 Ｇ線上のアリア・主よ人の望みの喜びよ・クリスマスメドレー
みんなで歌おう 全員 ジングルベル，蛍の光

●第１９回（2001 年 1 月 20 日）

かっぽれ 梅后流江戸芸かっぽれ 伊勢音頭・深川・かっぽれ
端唄 稲邑粋有芙（いなむらすいゆう） 奴さん・木遣りくずし・瑞穂の実り・梅は咲いたか・お江戸日本橋、乱れ髪
踊り 小菅・佐々木・渡辺 関東春雨傘・高砂・晴天の鶴
落語 たのぶ家たの助 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 井村強・全員 たきび、箱根の山

●第２０回（2002 年 2 月 17 日）

民　舞 川村学園のみなさん 中野七頭舞（岩手県宮古）・桃の娘踊り（宮城県仙台）・鬼剣舞（岩手県北上）
三味線と唄 芳友会（三味線）竹の内昌子（唄） 祇園小唄・天竜下れば・野崎小唄・東京音頭・花笠音頭・お江戸日本橋
踊り 三好会・藤森・中村・伊藤 水たまり・ほか
歌 伊藤萬利子（高松寿の家 / 所長） 夢路より・庭の千草・花
みんなで歌おう 伊藤萬利子・全員 ペティカ

●第２１回（2002 年 3 月 17 日）

琴 文化琴同好会 さくら・荒城の月・おぼろ月夜・ふるさと・バラが咲いた
踊り 梶・三鴨・他三名 ひばりの佐渡情話・恋小袖・他
太鼓と三味線 紅の会・唄（松下、松井） 隠岐祝音頭・秋田人形甚句・下町育ち・無法松の一生・尾鷲節
ハーモニカ合奏 目白ハーモニーメイツ（独奏佐藤） さくら・千曲川・童謡・浜辺の歌・ああ上野駅・湯の町エレジー
みんなで歌おう 佐藤昭・全員 ふるさと・おぼろ月夜

●第２２回（2002 年 5 月 19 日）

手品 井上　輝（てるし） 当日をお楽しみに
踊り 高井・中村・杉山・ 荒城の月・青葉の笛・春の琴・雪の長持歌
コーラス ドナ・ルーチェ・独奏　衛藤泰子 メドレー・四季の歌
みんなで歌おう 全員 幸せなら手をたたこう・山吹版明日があるさ

●第２３回（2002 年 5 月 19 日）

文化琴 新奏会 夏は来ぬ・ふる里・六段の調べから・荒城の月・茶摘
詩吟 三浦さん 「夜墨水を下る」服部南郭作
踊り 渡辺・佐々木・三鴨・梶 当日をお楽しみに
みんなで歌おう コスモス／全員 茶摘・肩たたき

●第２４回（2002 年 6 月 16 日）

アンサンブル 造幣局東京支局音楽部（小野・ 
斎藤・高橋・伊藤・富張・鈴木

すみれの花咲く頃・あの日に帰りたい・赤坂の夜は更けて
いつか王子さまが・マンハッタン・枯葉・アゲイン他

踊り 古田島よき / 幸子・小林益子
増田恭子他（水曜喫茶仲間）

折り鶴の舞・竹・紀伊の国文左衛門
21 世紀音頭

朗読劇 グループＤ . Ｉ . Ｌ .（芹川・玉川・
小野・與田・中村・本庄・土志田）

1. おぼえていろよ大きな木
2. かわいそうなぞう

みんなで歌おう 全員 大きな古時計他

いなせに

三味線に合わせて花笠音頭 アコーディオン伴奏で沢山の歌を歌い

ました。初期は毎回参加の井村さん。

喫茶コーナーも開店して、

お客様で賑わいます。
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●第２５回（2002 年 7 月 21 日）

混声合唱 混声合唱団みみずく（指揮：長井） 夏の思い出・遠くへ行きたい・どじょっこふなっこ・海・ふる里
踊り 美好会、中村美佐子・渡辺智美 当日をお楽しみに
三味線と踊り 牛池さん他・踊りのみなさん 炭鉱節・花笠音頭・東京音頭
弦楽三重奏 アンサンブルフリージアＪｒ ゴルターマンのアンダンテ・中国地方の子守歌・サウンドオヴミュージック
みんなで歌おう 全員 七つの子・他

●第２６回（2002 年 8 月 18 日）

ハワイアン演奏 ファミリーズ・ハワイアン マウイ チャイ ムス・ビヨン ザリーフ・テネシーワルツ・瀬戸の花嫁
宵待草・月の砂漠・アロハ オエ

フラダンス ケアロハマイ グリーンローズフラ・カプアウィ・コアリ・カイマナヒラ・フキラウソング
《みんなで踊ろう》

マリオネットダンス マリオダンス Group 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 全員 花ほか

●第２７回（2002 年 9 月 22 日）

お琴 新筝会 赤い花白い花・ふるさと・赤とんぼ・六段の調べ・里の秋・森へ行きましょう
踊り 知野・大沢・伊藤・鈴木・瀬賀 披露の舞・浮草の宿・宝船・なごり雨
ちんどん スマイル宅急便 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 全員 幸せなら…ほか

●第２８回（2002 年 10 月 20 日）

コント あびばっち（木村健治・相馬卓弥） 当日をお楽しみに
踊り 佐々木・三鴨・三浦・水谷・渡辺 瞼の母・晴天の鶴・美智也 都々逸・無法松の一生
詩吟（造幣局詩吟部） 大塚・中川・稲垣・石田・石黒

小林
富士山・石童丸物語・平家物語冒頭の一節・不識庵機山撃図に題す（川中島）

みんなで歌おう 全員・コスモス 赤い花白い花、ほか

●第２９回（2002 年 11 月 17 日）

ギター二重奏 中島和志夫・大柴秀夫 椰子の実・平城山・SAKURA・桜景・荒城の月
気功 気功クラブさくら会 乙女の祈りに合わせて…
ピアノ弾き語り 門井美樹 ( 利用者さんのお孫さん

)
里の秋・小さい秋・村祭り・もみじ・赤とんぼ・夕焼け

踊り 梅后流江戸芸かっぽれ・美好会 かっぽれ・松ノ木小唄
みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに

●第３０回（2002 年 12 月 22 日）

ハンドベル 豊島カリヨンハーモニー 鹿のように・ふるさと・大きな古時計・日本の四季・ホワイトクリスマス
弦楽三重奏 アンサンブルフリージアＪｒ

（全員）
アベマリア・ソナタ（サンマルティーニ )・冬の歌メドレー
クリスマスメドレー

フラメンコ 川嶋・布村・古谷 カラコレス・ガロティン・セビージャーナス
みんなで歌おう 全員・コスモス きよしこの夜・お正月

●第３１回（2003 年 1 月 19 日）

端唄 稲邑粋有芙（いなむらすいゆう） 梅は咲いたか・窓あかり・新土佐節・二上り甚句・乱れ髪・有明・ひろい猫
落語 虹色五郎（立教大落研） 長短
踊り 渡辺・野口・菅原・石田 

伊藤・古菅・中村
さんさ恋しぐれ・二輪草・無法松の一生・槍さび

みんなで歌おう コスモス・えしゃき 一月一日・大きな古時計・東京ラプソディー他

●第３２回（2003 年 2 月 16 日）

バンドでダンス 造幣局東京支局音楽部 当日をお楽しみに
童謡・唱歌 鈴木美和子 たき火・雪・赤い靴・ゆりかご・富士山・その他
健康体操 野口雅子 当日をお楽しみに
みんなで歌おう 全員・コスモス 青い山脈・ふるさと・上を向いて歩こう・他

●第３３回（2003 年 3 月 16 日）

民謡 三味線の会（銭太鼓） 真室川音頭・祇園小唄・花笠音頭・東京音頭他
ピアノと歌おう 門井美樹 さくらさくら・ちょうちょ・春が来た・まちぼうけ・花嫁人形・おぼろ月夜
踊り 渡辺・佐々木・三浦・三鴨 影を慕いて・無法松の一生・さんさ恋しぐれ
みんなで歌おう 全員・コスモス 高校三年生・他

●第３４回（2003 年 4 月 20 日）

お琴 新筝会 ふるさと・古城・星影のワルツ・バラが咲いた・かわいいかくれんぼ
踊り 美好会・アゼリアダンス 当日をお楽しみに
歌 さがゆき こきりこ節・上を向いて歩こう・刈り干し切り歌・鉄腕アトム
みんなで歌おう 全員・コスモス 五月の歌メドレー・船頭小唄・黒田節

●第３５回（2003 年 5 月 18 日）

フォークロック 石井明夫と仲間たち 素晴らしき世界・なさい・Swing Load・Stand by me・聖者の行進
手品 井上輝（てるし） 当日をお楽しみに
踊り 美好会 当日をお楽しみに
コーラス やよい会 北国の春・ふるさと
演歌 當麻　強 やまぶき情話他
みんなで歌おう 全員 茶摘・肩たたき

●第３６回（2003 年６月１５日）

ギターとマンドリン 花畑マンドリンクラブ 影を慕いて・ゴンドラの歌・浜辺の歌・ミカンの花咲く丘・下町の太陽 
千曲川・悲しい酒・青い山脈

踊り 美佐穂会・美好会・伊藤栄子 これから音頭・ちゃっきり節
朗読 尾崎節子 宮沢賢治作「注文の多い料理店」
みんなで歌おう 全員・コスモス 上を向いて歩こう・他

ビデオの青木さん

ちゃい夢のかわいい皆さん。山吹で

の様子がテレビで放映されました。

造幣局音楽部の皆さんのバンド演奏 親子三代、すばらしい家族です。
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●第３７回（2003 年 7 月 20 日）

ディキシーランドジャズ 白子洋美とディキシーフレンズ 聖者の行進・Hallo Dolly・月光価千金・Swanee・Tennessee Waltz
郷土芸能 富士元囃子のみなさん 当日をお楽しみに
コーラス 混声合唱団みみずく としま未来へ・他
踊り 竹山・伊藤・中村・渡辺 瞼の母・がまん坂・情・他
みんなで歌おう 全員・コスモス 夏の歌メドレー

●第３８回（2003 年 8 月 17 日）

コーラス やよい会 真室川音頭・南国土佐を後にして
ハワイアン ファミリーズハワイアン 花・浜千鳥・里の秋・ふるさと・埴生の宿　他
フラダンス ケアロハマイ 当日をお楽しみに！
お琴 新筝会 ふるさと・お江戸日本橋・古城・荒城の月　他
詩吟 造幣局東京支局詩吟部 白虎隊・名槍日本号・富士山・桜花の唄　他
みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに

●第３９回（2003 年 9 月 21 日）

お話ー CD を聞きながら 宮本ルミ子（ミュージックジョイ） ねこふんじゃったのお話
踊り 佐々木・三浦・三鴨・渡辺 深川節・情（なさけ）・奴さん・我が物
ハーモニカ 目白ハーモニーメイツ・佐藤昭 花・ああ上野駅・丘を越えて・荒城の月・湖畔の宿・子供の世界・旅愁
みんなで歌おう 全員・コスモス ( 五十嵐・浜口） 荒城の月・黒田節・上を向いて歩こう・北国の春・ふるさと

●第４０回（2003 年 10 月 19 日）

ピアノ 関谷公仁子 いつも何度でも・秋桜・この広い野原いっぱい・アンダーシャングリラ
すべての山に登ろう

劇 ママス☆カカス おとうふさんとこんにゃくさん
踊り 五前・宮島・坂居・中村・泉

今泉・犬宮・菅原・伊藤
日本の夏ごよみ・おこさ節・はぐれコキリコ・白雲の城

みんなで歌おう 全員 明るい明日・里の秋・３６５歩のマーチ

●第４１回（2003 年 11 月 16 日）

人形狂言 ゆうかり人形狂言座 当日をお楽しみに
歌 田畑（歌）・村原（ピアノ） 涙そうそう・Best Friend・世界で一つだけの花・としま未来へ
踊り 梅后流江戸芸かっぽれ

竹山・伊藤・中村
かっぽれ
南部坂・はぐれコキリコ・ねぶた男肌

みんなで歌おう コスモス・全員 当日をお楽しみに！

●第４２回（2003 年 12 月 21 日）

ハンドベル 豊島カリヨンハーモニー 童謡メドレー・ジャズピッチカート・ハッピーバースデー・きよしこの夜
We Wish You a Merry Christmas・リフレクションズ オン クリスマス

弦楽三重奏 アンサンブルフリージアＪｒ ツィゴイネルワイゼン・白鳥・歓喜の歌・クリスマスメドレー
みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに

●第４３回（2004 年 1 月 18 日）

獅子舞 富士元囃子 当日をお楽しみに
端唄 稲邑粋有芙 梅と松とや・木遣りくづし・梅は咲いたか・祇園小唄・うつぼ猿

ギッチョンチョン・有明・黒田節
踊り 瀬賀・伊藤・中村・渡辺 宝船・祝賀の舞・槍さび・住吉
みんなで歌おう 全員・コスモス ふるさと・黒田節・北国の春・見上げてごらん夜の星を

●第４４回（2004 年 3 月 21 日）

歌とピアノ 関谷公仁子（ピアノ） 
ジョーイ坂本（歌）

春の歌メドレー・いつも何度でも・なごり雪・約束・愛は限りなく
懐かしの歌メドレー・トップオブザワールド・アンダーシャングリラ

合唱 やよい会 春の小川・古城
踊り 美好会・三浦・伊藤・中村 寿ぎの舞・おしどり道中・他
みんなで歌おう 全員・関谷公仁子 春の歌をいっぱい歌いましょう

●第４５回（2004 年 4 月 18 日）

エンジェルハープ エンジェルハープ・
アンサンブル・アダージョ（７名）

イッツ ア スモールワールド・いつも何度でも・星に願いを
天使のセレナード・さくらさくら・ふるさと

踊り 美好会・伊藤・中村 真室川音頭・女の時雨・花と龍・女の夢
長唄 稀音家佐千世 元禄花見踊り・越後獅子
みんなで歌おう 全員・コスモス 春の歌をいっぱい歌いましょう

●第４６回（2004 年 5 月 16 日）

フォークソング 野口・島野・溝手 鉄腕アトム・この広い野原いっぱい・ＰＵＦＦ・七つの水仙
見上げてごらん夜の星を・風に吹かれて・故郷に帰りたい

踊り 渡辺智美他 当日をお楽しみに
落語 たのぶ家たの助 替わり目
みんなで歌おう 全員・コスモス 茶摘・朧月夜・上を向いて歩こう・船頭小唄

●第４７回（2004 年 6 月 20 日）

歌と演奏 ＯＷＳふくしの会 元気に笑え・月の砂漠・青い目の人形・ローレライ・ノクターン・浜辺の歌
高原列車は行く・肩たたき・埴生の宿

踊り 美好会・伊藤栄子・中村美佐子 松ノ木小唄・雪桜
ギターとマンドリン 花畑ギターマンドリンクラブ 水色のワルツ・知床旅情・北国の春・南国土佐を後にして・ゴンドラの歌
みんなで歌おう 全員・コスモス 影を慕いて・りんごの唄他

フラダンスは、いくつものグループが出演してくださいました。

尚美の学生さん。太田先生が山吹の里への出演を授業に取り入れてくださいました。

誰でしょう？
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●第４８回（2004 年 7 月 18 日）

コーラス 混声合唱団「みみずく」 春がきた・こいのぼり・赤とんぼ・たなばたさま・しゃぼん玉・夕焼小焼 
海・夏の思い出・浜辺の歌・茶摘・ふるさと・としま未来へ

踊り 竹山・伊藤・中村・渡辺 だんじり・武田節・宝船・鳥取砂丘
歌 ちゃい夢 当日をお楽しみに！
みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに！

●第４９回（2004 年 8 月 15 日）

ハワイアンと 
フラダンス

ファミリーハワイアン（演奏）
ケアロハマイ（フラダンス）

ブルーハワイ・浜辺の歌・ここに幸あり・南国土佐をあとにして
瀬戸の花嫁・ビヨンザリーフ・青い山脈・悲しい酒・恋のしずく

弦楽合奏 アンサンブルフリージア JR ヘンデル：ラルゴ・グリーンスリーブス・モルダウ・モーツァルト：ロンド
みんなで歌おう 全員 当日をお楽しみに！

●第５０回（2004 年 9 月 26 日）

民謡 芳友会 野崎小唄・のんのこ節・佐渡おけさ・江刺馬子唄・外山節・東京音頭 
真室川音頭・花笠音頭

太鼓 新宿太鼓 曲打ち（東京音頭・八木節・りんご節）
組太鼓（祭り太鼓・下ろし太鼓・みだれ打ち・〆太鼓）

みんなで歌おう コーロ リーナ・全員 ふるさと・村まつり・荒城の月・もみじ・水戸黄門
みんなで踊ろう 山吹ダンシングチーム 真室川音頭・きよしのズンドコ

●第５１回（2004 年 10 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 赤とんぼ・瀬戸の花嫁
踊り 渡辺・伊藤・鈴木・中村・美好会 祝富士・紫雨情・ねぶた男肌・はぐれこきりこ
歌 ケン・バルガス ベッサメムーチョ・その名はフジヤマ・シェリト リンド

ラ マラゲニーヤ・ラテン メロディ（ボンゴ・コンガ）
ハーモニカ 目白ハーモニーメイツ

佐藤　昭
赤とんぼ・夕焼けこやけ・もみじ・里の秋・故郷・長崎の鐘・影をしたいて
さざんかの宿・船頭小唄

みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに

●第５２回（2004 年 11 月 28 日）

コーラス 山吹コーラス隊 紅葉・りんごの唄
南京玉すだれ 青木 当日をお楽しみに
歌とタイコ 石井（歌）・よしたけ（タイコ） 小さな花よ・親が親なら・ガンダーラ・お祭りマンボ
踊り 佐々木・美好会・鈴木 祝富士・島のブルース・やくざ太鼓
みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに

●第５３回（2004 年 12 月 19 日）

コーラス（大正琴） やよい会（新藤・島村） 上を向いて歩こう・証城寺の狸ばやし他
ハンドベル 豊島カリヨンハーモニー We Wish You a Merry Christmas・ママがサンタにキスをした

きよしこの夜・ドレミ・童謡メドレー・ふるさと
スパニッシュギター 立教大学スペインギタークラブ 野いちご・黄金の心・ラ クンパルシータ
弦楽合奏 アンサンブルフリージアジュニア 雪の降る街を・想い出の陽・チェロ協奏曲（サンサーンス）

クリスマスメドレー・ラデツキーマーチ
みんなで歌おう＆踊ろう ダンシングチーム＆コーラス隊 銀座カンカン娘・赤鼻のトナカイ、星の界

●第５４回（2005 年 1 月 16 日）

かっぽれ 梅后流江戸芸かっぽれ かっぽれ
踊り 伊藤・中村・渡辺 華燭の宴・宝船・梅にも春
端唄 稲邑粋有芙・他一名（小学２年生） 梅と松とや・数え唄・猫じゃ猫じゃ・雪のだるま・瑞穂の実り
踊り 立方 / 花柳寿太臣・義太夫 / 野澤 はなくらべしきのことぶき・花競四季寿・萬歳
歌 山吹コーラス隊 焚き火・月光値千金
みんなで歌おう コスモス・全員 当日をお楽しみに！

●第５５回（2005 年 2 月 20 日）

歌 山吹コーラス隊 雪・月光価千金
踊り 滝・瀬賀 よさこいおどり、他
カンツォーネ 能田省吾 なつかしの歌　メドレー
演歌 後山節子・小松成美 逢瀬橋・１３夜・ベサメムーチョ・紅葉伝説
みんなで歌おう コスモス・全員 当日をお楽しみに！

●第５６回（2005 年 3 月 20 日）

歌 山吹コーラス隊 どじょっこふなっこ・月光価千金
コーラス みみずく 花・童謡メドレー・童神・早春賦・朧月夜・ふるさと
劇 ママス☆カカス 当日をお楽しみに！
コーラス やよい会（伴奏大正琴） ちゃんちきおけさ・朧月夜
踊り 渡辺智美他 当日をお楽しみに！
みんなで歌おう コスモス・全員 当日をお楽しみに！

●第５７回（2005 年 4 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 花・箱根八里
歌とピアノ さがゆき（歌）・林正樹（ピアノ） 当日をお楽しみに！
踊り 藤越流家元　藤越美代重 望郷新相馬・りんとして・岸壁の母・黒田節
みんなで歌おう コスモス・全員 当日をお楽しみに！

●第５８回（2005 年 5 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 リンゴの唄・瀬戸の花嫁
踊り 福島亨枝 / 由季・宮寺・長野 聚楽舞・春雨・菖蒲浴衣・紙人形・可愛い舞扇・舞妓・潮来出島
歌のアンサンブル 
グループなつこ

Nats ☆ Go（石川・山田・丹所・
宮内・海老根・中村・ピアノ / 秦）

イン ザ ムード・上を向いて歩こう・リンゴの唄・東京ブギウギ 
虹の彼方へ・Sing Sing Sing・ぶどう摘み・中世風・壁きえた・旅愁

みんなで歌おう 全員 当日をお楽しみに！

●第５９回（2005 年 6 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 みかんの咲く丘・雨ふり
バンド演奏
造幣局東京支局音楽部

高橋・中島・斉藤・国平・富張 
絵野沢

Cuming Home Baby・枯葉・かえり船・青い山脈・丘を越えて
北国の春・鈴懸の路

踊り 鈴木さん　　　　　　　　　            当日をお楽しみに！
歌 山崎みさを（ソプラノ） 宵待草・オーソレミオ・カタリカタリ・赤とんぼ・ゆりかご・仲よし小道
みんなで歌おう 全員 当日をお楽しみに！

ベラームの皆さんのバレエと、みみずくさんのコラボ ふくしの会の皆さんの、素晴らしい笑顔

舞台作りと受付
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●第６０回（2005 年 7 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 You are my sunshine・フニクリフニクラ
コーラス みみずく 夏の思い出・七夕・海・童神・大きな古時計・ふる里・我は海の子

夏は来ぬ・豊島未来へ
踊り 中村・伊藤・渡辺・鈴木 男の夜明け・女鬼龍院・白雲の城・慶（よろこび）
銭太鼓と民謡 紅の会 当日をお楽しみに！
みんなで踊ろう 山吹ダンシングチーム 東京パラダイス
みんなで歌おう 全員・コスモス 当日をお楽しみに！

●第６１回（2005 年 8 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 鉄腕アトム・花
ハワイアン ファミリーズハワイアン 悲しい酒・ここに幸あり・浜辺の歌・宵待草・花・埴生の宿
フラダンス ケアロハマイ ナカプエオ・ワイカロア・パーリーシェルズ・カーフマヌ・フキラウソング
歌とピアノ 前田千晶（ソプラノ）

押田茂子（ピアノ）
小さい空・見知らぬ国より・童謡メドレー　日本の四季（さくらさくら～遥
かな友に）

●第６２回（2005 年 9 月 25 日）

歌と演奏 ＯＷＳふくしの会 おおシャンゼリゼ・青い目の人形・村まつり・魅惑のワルツ
幸せなら手をたたこう・歌劇「アドリア―ナルクヴルール」より
野菊・歌のつばさ・上を向いて歩こう

踊り 古田島ヨキ・他 当日をお楽しみに！
ピアノデュオ デュオ・プロスペクティヴ２００５

（指導：太田、尚美ピアノ学科２年）
エンターティナー・見上げてごらん夜の星を・川の流れのように 
アシタカせっき・ドビュッシーの小組曲・美女と野獣

みんなで歌おう 山吹コーラス隊・全員 虫のこえ・二人は若い・他

●第６３回（2005 年 10 月 16 日）

コーラス 山吹コーラス隊 紅葉・証勝寺の狸囃子
歌と演奏 寿円・竹生・安藤 美しき天然・りんごの歌・津軽のふるさと・小さな秋・遥かなる影

すずかけの径・東京ラプソディー
踊り 三浦・三鴨 白雲の城・柳の雨
スパニッシュギター 立教大学スペインギタークラブ 東京音頭・さくら変奏曲

●第６４回（2005 年 11 月 27 日）

コーラス 山吹コーラス隊 虫の声・里の秋・紅葉・上を向いて歩こう
ギターとマンドリン演奏 花畑ギター・マンドリンクラブ 船頭小唄・青い山脈・湖畔の宿・悲しい酒・ここに幸あり・ラバウル小唄
踊り 瀬賀・近江・伊藤・鈴木 はなむけ・祝唄・玄海情話・滝の白糸・夢舞台
フォークソング 為貞・嶋野・野口 鉄腕アトム・Goodnight Irene・バラが咲いた 

君とめぐり会った思い出の国・Last Farewell

●第６５回（2005 年 12 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 赤鼻のトナカイ・焚き火
ハンドベル 豊島カリヨンハーモニー 

指揮：佐藤数穂
荒野のはてに・知床旅情・夜明けのスキャット・ペチカ 
愛の讃歌・ホワイトクリスマス

フラダンス プアマリエ フラグループ カプアウィ・ナビリビリ・プアママネ・クーホァ（プィリ）
弦楽合奏 アンサンブル 

フリージアＪｒ
愛の喜び・トロイメライ・赤鼻のトナカイさん 
ベートーベン第九交響曲より・クリスマスメドレー・ユーモレスク

●第６６回（2006 年 1 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 一月一日・三つの歌・鞠と殿様
獅子舞 富士元囃子のみなさん 当日をお楽しみに！
歌と楽器演奏 長田（G）・金子（B） 

井田・安藤（P &Vo）
チャンチキおけさ・銀色の道・白い恋人達・たきび（指体操） 
東京ラプソディー

●第６７回（2006 年 2 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・鞠と殿様・喜びも悲しみも幾年月
かっぽれ他 桜川梅壽壽さんと門下生 壽獅子・玉すだれ・伊勢音頭・銭太鼓・奴さん・安来節・かっぽれ
踊り 杉山・高井・中村 門出の酒・花の舞扇・鳥取砂丘・貴船の宿
ジャズ（歌とピアノ） きしゆうこ（歌）・坂本千恵（P） As Time Goes By・ずいずいずっころばし・椰子の実・Moon River 

My Favorite Songs・早春賦他

●第６８回（2006 年 3 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・早春賦・花
踊り 滝他 よさこい
歌 木島 初恋・早春賦
オカリナ演奏 増子・青木（オカリナ）・高橋・

国平・富張・中島
涙・そうそう・冬景色・おぼろ月夜・月の砂漠・幸せの黄色いリボン

●第６９回（2006 年 4 月 16 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・背くらべ・鯉のぼり・箱根八里
歌とギター 渡辺（歌）・中野（ピアノ） いつもの小道で・旅愁・浜辺の歌・花
みんなで踊ろう 山吹ダンシングチーム 東京パラダイス

●第７０回（2006 年 5 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・浜辺の歌・丘を越えて
踊り 美好会・中村美佐子・伊藤栄子・

藤井由美子・渡辺智美
真室川音頭・男の夜明け・二人の大漁節・涙船

ハーモニカ演奏 目白ハーモニーメイツ・田中 ソーラン節・キラキラ星・故郷・星影のワルツ・他

●第７１回（2006 年 6 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・夏は来ぬ・かえるの合唱・田舎のバス
フラダンス フラ・グループ カプリナ・ブルーハワイ・アロハカウアイ・ハレヤカラ・バリバリの浜辺
落語 酔水亭珍太 寿限無
流しの歌 村井しげる リクエスト、どんとこい！　懐かしい歌を、いっぱい歌いましょう。

新宿のコマ劇場で踊る、同じ踊りを踊ってくださいました。みごと！ お弟子さんともども最多出場の中村・渡辺のご両人。

名司会の東さん、休憩

に ド リ ン ク を く ば る

佐々木さん
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●第７２回（2006 年 7 月 16 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・かえるの合唱・かたつむり・しゃぼん玉
コーラス みみずく おぼろ月夜・しゃぼん玉・夕やけ小やけ・砂山・海・我は海の子・富士山 

童神・豊島未来へ・茶摘・青い山脈・ふるさと
踊り 三浦・三鴨・古田島ユキ / 照代 / 幸子 雪燃えて・黒田節・さくらさくら・恋もみじ・夫婦花火

●第７３回（2006 年 8 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 海（ウミハ…）・海（松原遠く…）憧れのハワイ航路
フラダンス 津川・内山 カワイ レデ オ ヌウアウ・カノホナ ピリカイ　他
歌 高木克彦・福岡良（P） 帰れソレントへ・見上げてごらん夜の星を
ハワイアン 塩田武男と 

マウイ・アイランダーズ
花祭り・鈴懸の径・真珠貝の歌・瀬戸の花嫁・浜千鳥・新妻に捧げる歌 
この世の果て迄・黒いオルフェ・真夜中のギター・アロハオエ

●第７４回（2006 年 9 月 24 日）

コーラス 山吹コーラス隊 村祭・虫の声・あざみの歌
ピアノデュオ デュオ・プロスペク 

ティヴ 2006
ディズニー・ファンティリュージョン・枯葉・タラのテーマ 
こんぺい糖の精の踊り・アイネ・クライネ・ナハトムジーク・○○のテーマ 
上を向いて歩こう・ちいさい秋みつけた・故郷

歌 木島 からたちの花・浜辺の歌
民謡（歌と三味線） 牛池さんとお弟子さん 黒田節・武田節・ソーラン節・東京音頭・炭坑節・花笠音頭
歌おう、踊ろう 全員 東京パラダイス他

●第７５回（2006 年 10 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・ツキ・山寺の和尚さん
歌と演奏 ＯＷＳふくしの会 当日をお楽しみに！
踊り 美好会・池田・三浦・渡辺・三鴨 君影草・紅の舟歌・黒田節・雪燃えて・絆
みんなで歌おう 全員 山寺の和尚さん・明るい明日（山吹バージョン）

●第７６回（2006 年 11 月 26 日）

コーラス 山吹コーラス隊 You Are My Sunshine・かえるの合唱・紅葉
チェロ演奏 プレリュード（バッハ）・白鳥（サンサーンス）

コーラス バンブーエコー 砂山・鞠と殿様・ゴンドラの唄・波浮の港
踊り 小田島ヨキ・照代・幸子 民謡　謙良節・恋もみじ・初孫
ギターとマンドリン 河合勝彦夫妻・中島和志夫 影を慕いて・月の砂漠・水色のワルツ・悲しい酒・四季の歌・ふるさと他

●第７７回（2006 年 12 月 17 日）

ハンドベル 豊島カリヨン ハーモニー 荒野のはてに・涙のアリア・涙そうそう・清しこの夜・グリーンスリーブス
フラダンス ナホクオリノリノ ブルーハワイ・カノホナピリカイ・ハレヤカラ・月の夜は・バリバリの浜辺・

ワイカロア・ホワイトクリスマス
弦楽三重奏 アンサンブル フリージア Jr シチリアーノ（フォーレ）・クリスマスメドレー・他
コーラス 
みんなで歌おう

山吹コーラス隊 
アンサンブルフリージア Jr

赤鼻のトナカイ・きよしこの夜・よろこびの歌（第九交響曲）・お正月

●第７８回（2007 年 1 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 一月一日・三つの歌・焚き火・雪
獅子舞 富士元囃子のみなさん 当日をお楽しみに！
踊り 堀田・寺田 二人の大漁節・かぶら橋恋唄
踊り 吉野・古菅・坂上 まぶたの母・大川くづし・女のしぐれ
かっぽれ等 桜川梅壽壽さんと門下生 かっぽれ、獅子舞など

●第７９回（2007 年 2 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 早春賦・花・鞠と殿様
ギターと歌 青木 うみ・われは海の子・海・しゃぼん玉・母よ・イムジン川・戦争は知らない
踊り いび沢ほか よさこい踊りほか
踊り 滝・大石 無法松・大器晩成・よさこい踊
かっぽれ等 花畑ギターマンドリンクラブ ゴンドラの唄・船頭小唄・東京ラプソディー・夜来香 

江ノ島悲歌・大阪ラプソディー・青い山脈

●第８０回（2007 年 3 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 みかんの花咲く丘・浜辺の歌・ミネソタの卵売り
バンド演奏 造幣局音楽部 夜霧のしのび逢い・東京ナイトクラブ・俺はお前に弱いんだ 

鈴懸けの路・憧れのハワイ航路・ムーンライト・セレナード
踊り 佐藤・三村・今井 女の流転・気まぐれ道中・関東一本〆
歌 木島・高木 からたちの花・早春賦・花・森の水車・カチューシャ 

ひょっこりひょうたん島

●第８１回（2007 年 4 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 鉄腕アトム・丘を越えて・背くらべ
バレエ 多胡寿伯子とベラーム・ 

ステージ・クリエイト
オープニング（眠れる森の美女より　パノラマ）・ティンカーベル 
子ねずみたち・きのこ・マダム ボンボンとキャンディ ケーキ 
フィナーレ（カンカン）

手遊び唄 全員 ずいずいずっころばし・茶摘
コーラス みみずく（豊島区民生委員） 背くらべ・富士山等

●第８２回（2007 年 5 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 森の水車・二人は若い・山寺の和尚さん
ハーモニカ 目白ハーモニーメイツ 月・どんぐりころころ・ハト・千曲川・星影のワルツ・故郷
踊り 桜木会（桜木紫生・海老沢君枝・

桜木紫秀・桜木双葉）
黒田節・十三夜・恋椿（島の娘 / アンコ椿は恋の花） 
女二人（みだれ髪～車屋さん）・木遣り祭・長崎物語（じゃがたらお春） 
島田のブンブン・浪花節だよ人生は（春団治の世界）

みんなで歌おう 全員 ドレミの歌ほか

●第８３回（2007 年 6 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・牧場の朝・あめふり
歌と演奏 Birth 

（桑原・鈴木・安藤・渋谷・開 ）
浜辺の歌・蘇州夜曲・早口言葉・クロス トゥー ユー・上を向いて歩こう

踊り 池田・三浦・三鴨 梅にも春・住吉・高瀬舟

コンサートから生まれた山吹コーラス隊。月に何回か練習して、舞台にたちます。 中島さん。親子で参加。

手遊びも



●第８４回（2007 年 7 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 海・憧れのハワイ航路・埴生の宿
コーラス 混声合唱団　みみずく 夏は来ぬ・みかんの花咲く丘・海・砂山・ドレミのうた 

見上げてごらん夜の星を・千の風になって・ふるさと
歌 伊藤（歌）・別府（伴奏） レ ヴィオレッテ・わかば・ソーニョ・ローレライ・朧月夜 

夏のメドレー・デスピーナのアリア
歌と演奏 テンプラーズ バラが咲いた・星に祈りを・埴生の宿・友よ・花
みんなで踊ろう 全員 炭坑節・東京音頭

●第８５回（2007 年 8 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 海・埴生の宿・月の夜は・千の風になって
ハワイアン演奏 塩田武男と 

マウイアイランダーズ
ユーアーマイサンシャイン・森の小径メドレー・マウイチャイムス 
埴生の宿・涙そうそう・青い山脈・湖畔の宿・寒い朝・君恋し 
アカシアの雨が止む時・知床旅情

フラダンス プアマリエ　フラグループ 別れの磯千鳥・夢誘うハワイ・ワヒネイリケア・ハメハメハ大王 
ダヒルサヨ

●第８６回（2007 年 9 月 23 日）

コーラス 山吹コーラス隊 里の秋・三つの歌・花
コーラス 赤い鳥 童謡
歌と演奏 テンプラーズ 上を向いて歩こう・花・涙君さよなら他
沖縄エイサー かりゆし会 当日をお楽しみに！

●第８７回（2007 年 10 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 もみじ・野菊・村祭
ピアノデュオ デュオ・プロスぺクティブ

2007
ジョイフル・ジョイフル・Rainey days and Mondays 
巡る季節～『魔女の宅急便』より～ 
Cantata No.147『主よ、人の望みの喜びよ』 
私のお気に入り・Over The Rainbow・星に願いを・初秋から秋へ 
A Dream Is A Wish Your Heart Makes ～ Bibbidi-Bobbidi-Boo

●第８８回（2007 年 11 月 25 日）

コーラス 山吹コーラス隊 蘇州夜曲・りんごの歌・三百六十五歩のマーチ
歌と朗読 柴田・原田（P）（Ｓ＆Ｓエンタ

ーテイメントスクール）
朗読「大きな木」・雨だれ（ピアノソロ）・Send in the clowns 
The light in the piazza・Somewhere・You Raise me up・強がり

みんなで踊ろう 山吹ダンシングチーム 銀座かんかん娘・パラダイス東京
みんなで歌おう 全員 ドレミの歌・ふるさと

●第８９回（2007 年 12 月 16 日）

ハンドベル 豊島カリヨンハーモニー クリスマスメドレー・慕情・埴生の宿・千の風になって 
ホワイトクリスマス

歌 陽田桐恵（歌） 
石島たけのり（ピアノ）

星にねがいを・クリスマスメドレー・津軽海峡冬景色・みんなで合奏 
雪山賛歌・たき火・ふるさと

コーラス みみずく クリスマスソング等
みんなで歌おう 山吹コーラス隊・全員 赤鼻のトナカイ・きよしこの夜・よろこびの歌・お正月

●第９０回（2008 年 1 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 一月一日・三つの歌・パラダイス東京
民謡 山水会のみなさん 花笠音頭・コキリコ節・祇園小唄・武田節・秋田大黒舞・黒田節

灘の酒造の祝歌・秋田節・東京音頭
踊り 中村美佐子・渡辺智美 男の夜明け他
歌って踊ろう 全員 パラダイス東京他

●第９１回（2008 年 2 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 焚き火・早春賦・うれしいひな祭り
歌と演奏 テンプラーズ イムジン河・遠い世界に・初恋の人に似ている・光進丸・星に祈りを・他
歌・語りと踊り 劇団「ムジカフォンテ」 

大人 = ７、子供 = ４、母 = ２
トトロのうた・嵐の夜に（語り）・赤オニと青オニのタンゴ（子供） 
川（語り）・わっしょい（大人の踊り）・アイスクリーム（子供達の踊り） 
ふるさと・いつでも誰かが（歌）

●第９２回（2008 年 3 月 16 日）

コーラス 山吹コーラス隊 みかんの花咲く丘・浜辺の歌・ミネソタの卵売り
踊り 桜木会 隅田川・夜桜お七・湯島・ねこじゃねこじゃ・他
昔話と歌 高木克彦 当日をお楽しみに！

●第９３回（2008 年 4 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 花・朧月夜・鞠と殿様
ギターとマンドリン 花畑ギター・マンドリンクラブ ラバウル小唄・丘をこえて・ゴンドラの唄・りんごの歌 

高原列車は行くよ・悲しき口笛・青い山脈・月がとっても青いから
踊り 渡辺・池田・三浦・三鴨 思い桜・我がものどうぞ叶えて・無法松の一生・辰巳育ち
ハーモニカ 鈴木猛夫 青春のパラダイス・月の沙漠・山寺の和尚さん・青葉の笛他

●第９４回（2008 年 5 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 茶摘・肩たたき・証城寺の狸囃子
ダンス チェリーブロッサムラインダン

サーズ（市川・岩波・志田・浅井・
石井）

ウェスタンカントリーダンス

踊り 豊宏会 ほととぎす・熊野古道・おかめひょっとこ・炭坑節・八木節
指笛 野火止倶楽部（村山・小林・多

胡一樹 / 大樹 / 友里杏・余越（P）
みかんの花咲く丘・朧月夜・上を向いて歩こう・アメージンググレース 
雨ふりくまの子・知床旅情・北国の春　他

●第９５回（2008 年 6 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 東京ラプソディ・あめふり・リンゴの歌
バレエ 多胡寿伯子とベラーム・ 

ステージ・クリエイト
パノラマ・ティンカーベル・４羽の白鳥・子ねずみ達・きのこの踊り
キャンディ ケーキ・カンカン・ドレミのうた

歌 戸川朱美 月がとっても青いから・湖畔の宿・憧れは馬車に乗って・みかんの花咲く丘 9

コーラス隊のキラキラ衣装！

素敵な写真をいっ

ぱい撮ってくれる

永峰さん。

ドジョウすくいに笑いが！　　



●第９６回（2008 年 7 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 牧場の朝・埴生の宿・パラダイス東京
チェロとピアノ フルート アンサンブル・ダブルムーンズ ヘンデルのソナタ・月の砂漠・サンタ・ルチア　他
コーラス 混声合唱団　みみずく 茶摘・夏は来ぬ・たなばたさま・海・小さな世界・子守歌・ドレミのうた
ピアノデュオ デュオ・プロスぺクティブ 

２００８
聖者の行進・Ｇ線上のアリア・星に願いを・ハンガリー舞曲集第５番 
時の流れに身を任せ・時代劇メドレー・上を向いて歩こう・ラデツキーマーチ

●第９７回（2008 年 8 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 憧れのハワイ航路・海・365 歩のマーチ
ハワイアン演奏 塩田武男とマウイ 

アイランダーズ
知床旅情・加茂の流れに・泣かないで・好きだった・銀座の恋の物語 
君恋し・月がとっても青いから・青い山脈・別れの浜千鳥

マジックショー 紅アキ 当日をお楽しみに！
フラダンス ハラウカマカナオナマヌレア クウレイアバプヒ・ハワイアンウェディングソング 

マイレスウィング・カイマナヒラ・ハレヤカラ・南国の夜・他

●第９８回（2008 年 9 月 28 日）

コーラス 山吹コーラス隊 野菊・村祭り・月の砂漠
踊り 藤越会 さくらさくら・黒田節・おりょう・千の風になって
歌とピアノ 多賀礼子 もしもピアノが弾けたなら・蘇州夜曲・さくら・千の風になって
吹奏楽 駒澤大学吹奏楽部 エチュード・聖者の行進・赤とんぼ・もみじ・小さな世界・涙そうそう 

ホールニューワールド・となりのトトロ・さんぽ・大きな古時計

●第９９回（2008 年 10 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 もみじ・証城寺の狸囃子・故郷の空
踊り 渡辺・三浦・三鴨裕明 不忍の恋・トドが崎・金曜の女
コーラス 三菱電機菱風会合唱団有志 

指揮　太田・P　濱田竜司
ちょうちょ・大きな古時計・リンゴの唄・青い山脈・小さい秋 
いざ起て戦人よ・赤とんぼ・待ちぼうけ・「Kyrie」

指笛 野火止倶楽部（村山・一樹・大樹・
友里杏・余越）

波浮の港・影を慕いて・とんび・夕焼小焼・雪やこんこ 
希望のささやき・東京ラプソディ・人生の並木道他

沖縄エイサー かりゆし会・全員 てぃんさぐぬ花・他

●第１００回（2008 年 11 月 16 日）

歌と演奏 全員 よろこびの歌
弦楽三重奏 アンサンブルフリージア Jr ユーモレスク・チェロ協奏曲第一楽章（シューマン）・里の秋・カヴァティーナ
コーラス 混声合唱団 みみずく もみじ・夕焼け小焼け・赤とんぼ・里の秋・ドレミの歌・旅愁・埴生の宿他
踊り 渡辺智美 深川節
太鼓 太鼓の会 当日をお楽しみに！
みんなで歌おう 全員 + 謎のお二人 当日をお楽しみに！

●第１０１回（2008 年 12 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 きよしこの夜・赤鼻のトナカイ・焚き火
フラダンス プアマリエ　フラグループ 別れの磯千鳥・プアリリレフア・ワヒネイリケア・ヒイラベ・プアマナ・他
ピアノソロ ジャヤティラカ・順子　井上 戦場のメリークリスマス・サンタが街にやってくる

ホワイト・クリスマス・アヴェ ヴェルム コルプス他
歌とマジック 戸川朱美・紅　アキ 月がとっても青いから・瀬戸の花嫁・湖畔の宿・おまえに・マジック

●第１０２回（2009 年 1 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 雪・冬の夜・鞠と殿様
踊り 吉見・滝・大石・中村・渡辺 白扇・かっぽれ・新門辰五郎・男の夜明け・金曜日の女
歌 高木克彦 早春賦・雪の降るまちを
ミュージカル 劇団　ムジカフォンテ 一月一日・うさぎとかめ・双子の星・星めぐりのうた・ファンダンス・ 

アトムの子・Winding road（歌とダンス）

●第１０３回（2009 年 2 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 早春賦・どじょっこふなっこ・嬉しいひなまつり
踊り 石田・高石・福島・長野・松橋・

室橋・藤間
かぐや姫・紅日傘・お月見・ゴンドラの唄・緋鹿の子・まりと殿様

端唄 豊島端唄同好会 春雨・奴さん・嬉しいひなまつり・茶切節・東京音頭
オカリナとギター 造幣局音楽部 ゴンドラの唄・ラバウル小唄・港町十三番地・ここに幸あり・他

●第１０４回（2009 年 3 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 花・朧月夜・三つの歌
歌とギター 渡辺潤（歌）・矢野敏広（G） 老人と海・よいとまけの唄
ピアノ 佐藤優子 花・みかんの花咲く丘・ゴンドラの唄・お江戸日本橋・さくらさくら 

夕焼け小焼け・見上げてごらん夜の星を・千の風になって
バンド演奏 バンビーズ 銀座カンカン娘・虹色の湖・夜明けのスキャット・恋の季節・恋のフーガ

●第１０５回（2009 年 4 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 みかんの花咲く丘・緑のそよ風・二人は若い
ハンドベル カリヨンハーモニー 赤いスイートピー・こきりこ節・金比羅船々・愛のオルゴール・愛の賛歌 

見上げてごらん夜の星を
朗読 瀧澤正隆 東京の民話から　「ダイダラボッチ」・「御用」　
踊り 野沢・飯田・天沼・飯塚・穴見・瀬賀 祝酒・越前しぐれ・高瀬舟・風の坂道・おてもやん・雪桜・みちのく哀愁

●第１０６回（2009 年 5 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 三つの歌・森の水車・鯉のぼり
踊り 渡辺智美・三鴨裕明 雪つばき・乱れ髪
バレエ 多胡寿伯子とベラーム・ステー

ジ・クリエイト
パノラマ・ティンカーベル・４羽の白鳥・子ねずみ達・きのこの踊り 
キャンディ / ケーキ・カンカン・ドレミの歌

昔話と歌 高木克彦 当日をお楽しみに！
みんなで歌おう 全員 めだかの学校・他

●第１０７回（2009 年 6 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 牧場の朝・埴生の宿・夏は来ぬ
踊り 海老沢・平井・今井・佐藤・戸田山 舟唄・大江戸喧嘩花・佐渡の恋唄
コーラス みみずく かえるの合唱・たなばたさま・村のかじや・われは海の子・隣組・お山の杉

の子・鉄道唱歌・上を向いて歩こう・すみれの花咲く頃・ふるさと
歌 野バラの会 まりと殿様・ふるさと（手話つき）・エーデルワイス・野バラ
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民生委員のコーラスぐるーぷ「みみずく」の皆さん最高齢出演者、木島さん

いい表情

リラックスできる場で

おしゃべり



●第１０８回（2009 年 7 月 19 日）

コーラス 山吹コーラス隊 どじょっこふなっこ・You are my sunshine・千の風になって
朗読 銀杏の会（三井・岡田・大島 

篠原・山崎・大久保・林・村田）
宮沢賢治作「セロ弾きのゴーシュ」

歌 Moon & Stars ふるさと・ドレミの歌・おさななじみ・明るい明日（山吹版）
踊り 全員 東京音頭ほか
みんなで歌おう 全員 お山の杉の子ほか

●第１０９回（2009 年 8 月 16 日）

コーラス 山吹コーラス隊 海・憧れのハワイ航路・田舎のバス
ハワイアン演奏 塩田武男とマウイアイランダー

ス＆菊池和子（フラダンス）
浜辺の歌・埴生の宿・別れの磯千鳥・知床旅情・青い山脈・月の砂漠 
ヒロ - マーチ・鈴かけの径・マウイチャイムス　他

フラダンス プアマリエ・フラグループ ワヒネイリケア・ヒイラベ・南国の夜・カイマナヒラ
ハーモニカ 滝澤正隆 当日をお楽しみに！

●第１１０回（2009 年 9 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 村祭・虫の声・証城寺の狸囃子
ブラスバンド演奏 駒沢大学吹奏楽部（藤瀬・福富・

佐野・玉井・村上・高橋）
みかんの花咲く丘・ハイホー・北風小僧の寒太郎・赤とんぼ 
見上げてごらん夜の星を・海の見える街・虹の彼方に　他

室内楽 アンサンブル・フリージア Jr 夢のワルツ・虹の彼方に・巨人の星・鉄腕アトム・月光仮面 
ウルトラセブン・瀬戸の花嫁・ユーモレスク・ディズニーメドレー

豊島こども大学 立教大学学生・豊島区の子供達 当日をお楽しみに！

●第１１１回（2009 年 10 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 里の秋　他
ハーモニカ 目白ハーモニーメイツ 童謡・希望のささやき　他
歌 「ショコラ」目白のグランキャン・

ミュージック
オーシャンゼリゼ・エーデルワイス・サウンド オブ ミュージック 
ラルゴ・乾杯の歌　他

クラリネット 薗田加奈子 鈴懸の径・チムチムチェリー 他
４手６手８手による 
ピアノ連弾

デュオ・プロスペクティヴ
2009

メドレー（民謡ピカピカ・時代劇 / アニメ・テーマ曲）・風になりたい 
エデンの東・ラジオ体操・クラシックの連弾オリジナル作品

●第１１２回（2009 年 11 月 15 日）

コーラス 山吹コーラス隊 野菊・森のくまさん・旅愁
オーボエ 小林恵 「あすか」のテーマ・枯葉・私のお気に入り・りんごの唄・小さい秋見つけた
混声合唱 三菱電機菱風会合唱団 

ピアノ／指揮　太田由美子
赤とんぼ・ちょうちょ・通りゃんせ・大きな古時計 
アヴェ ヴェルム コルプス・いざたて戦人よ・村祭り　他

踊り 小田島キヨ／照代／幸子、首藤 冬ぼたん・熊野古道・恋もみじ・荒城の月
民謡（三味線） 民謡の会 花笠音頭・真室川音頭・炭坑節・武田節・舟こぎ流し唄・東京音頭

●第１１３回（2009 年 12 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 きよしこの夜・赤鼻のトナカイ・焚き火
弦楽合奏 アンサンブル・フリージア Jr 

（みみずく・全員）
赤鼻のトナカイさん・アレルヤ（モーツァルト）主よ、人の望みの喜びよ 
サザエさん・三分間クッキング・アンパンマン・X’mas メドレー 
きよしこの夜・第九より「歓喜の歌」・川の流れのように

コーラス みみずく 冬のメドレー・なつかしの歌・クリスマスソング・ふるさと

●第１１４回（2010 年 1 月 17 日）

コーラス 山吹コーラス隊 雪・冬の夜・どじょっこふなっこ
踊り 吉見博子 鶴亀・奴さん
歌 高木克彦 鉄道唱歌（で京都観光）・桜井の訣別・まりと殿様・雪の降る街を
踊り 古田島ヨキ / 照代 / 幸子・広岡・

首藤
初孫・望郷佐渡情話・黒田節・望郷新相馬・おりょう・千の風になって

●第１１５回（2010 年 2 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 早春賦・銀座カンカン娘・朧月夜
踊り 三浦・渡辺・三鴨 白雲の城・みだれ髪・女舞　松の緑
歌 カブスカウト（豊島 14 団） 当日をお楽しみに！
日本昔話と歌 高木（歌）・東（話）・福岡（P） 桃太郎・一寸法師・おさるのかごや・３６５歩のマーチ

●第１１６回（2010 年 3 月 21 日）

コーラス 山吹コーラス隊 高原列車は行く・花・東京ラプソディー
踊り 石田・千葉・松橋・室橋・高石・

鈴木・長野佑・藤間
さくらさくら・豆まき・桜道城寺・白虎隊・せせらぎ・神楽面・秋田音頭

フォークソング The Merry Makers 
（為貞・野口・嶋野）

七つの水仙・Today・君にめぐり逢った想い出の国 
Island in the Sun・鉄腕アトム・今日の日はさようなら

コーラス コール・マグノリア ビリーブ・ぼくにできること・夕焼けこやけ・心の中にきらめいて他

●第１１７回（2010 年 4 月 18 日）

コーラス 山吹コーラス隊 牧場の朝・埴生の宿・夏は来ぬ
ハンドベル 豊島カリヨン ハーモニー バラ色の人世・ケセラセラ・日曜はダメよ・愛の讃歌・浜辺の歌
わらべうた 比留川・野田・工藤・加藤・駒木根・

中野・飯田
あんたがたどこさ・いちれつらんぱん・いちもんめのいーすけさん 
茶摘・ずいずいずっころばし他

バレエ ベラームのみなさん ファンシー パレード・パノラマ・ティンカーベル・小ねずみさん 
きの子の踊り・キャンディ ケーキ達・カンカン・フィナーレ

●第１１８回（2010 年 5 月 16 日）

コーラス 山吹コーラス隊 夏は来ぬ・森のくまさん・東京ラプソディ
指笛 村山壮人・坂田泰行・横田恵子 浜辺の歌・五木の子守唄・ラストダンスは私と・愛のままで・知床旅情
お話 高木・東・福岡 さるかに合戦・傘地蔵（さるかに・見てござる）
民謡 民謡の会 花笠音頭・武田節・真室川音頭・船こぎ流し唄・炭坑節・東京音頭

●第１１９回（2010 年 6 月 20 日）

コーラス 山吹コーラス隊 恋のバカンス・雨降りお月さん・ひょっこりひょうたん島
フラダンス ポハイ ケ アロハ 瀬戸の花嫁・ホメカパカ・エピリマイ・涙そうそう・アロハオエ
フォークソング The Merry Makers 

（為貞・野口・嶋野）
Beautiful Brown Eyes・Puff・Danny Boy・Tell Me Why 
500 Miles・I’m Going Home

歌の旅 高木・一柳 当日をお楽しみに！
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アンサンブルフリージア Jr さんの伴奏で全員で「歓喜の歌」豊島カリヨン・ハーモニーのハンドベル

誕生日のプレゼントは、

工藤さん製のマスコット。

喫茶コーナーの棚には、

季節にふさわしい作品も。



楽しいから、 続けてこられた。 仲間も増えた。

　山吹の里のコンサートが１０周年を迎え

たのを機に、今までのプログラムをまとめ

てみました。全部を載せたくて、虫メガネ

で見なくてはならないほど、小さな字になっ

てしまいましたが、本当に多くの方、グルー

プに助けていただいて続けてこられたこと

がわかります。

　このライブコンサートを続けることで、

多くの仲間ができ、生活にも張りができ、

大きな夢をみることもできました。

　楽しみにしてくださる方、自由にやらせ

てくださった施設の方々、出演して下さっ

た方々、そしてスタッフとして協力してく

ださったすべての方に、感謝を込めて。


