
第 34回 

 

福福生生市市民民音音楽楽祭祭  

 
 

みどりのハーモニー2016   

2016年6 月19 日 （日） 入場無料 
 

13：00 開場 13：30 開演   

福生市民会館公民館 大ホール（もくせいホール） 
              （ＪＲ青梅線 「牛浜駅」徒歩 5分） 

 

 
♪        ロビーコンサート 

♪ 第一部 ～聴こえてくる ゆたかな響き～ 

♪ 第二部 福生の創作民話 

『コーラスファンタジー 虹の村 part2』 

共 催◆福生市音楽愛好者連絡会 福生市公民館 

問合せ◆福生市公民館公民館係(さくら会館内) TEL 042-552-2118 

 



♪どんな時にも 

 神様に 

愛されている♪ 

            第 34回 福生市民音楽祭 
     みどりのハーモニー ２０１６  プログラム 
 

♪ ウエルカムコンサート （ロビー） フレンズ  １３：００～♪ 
 

♪ 第一部 ～聴こえてくる 豊かな響き～     １３：３０～♪ 
 

１．タムタムふぁみりーバンド                指揮：厚谷まゆみ  

                                 作曲              編曲     

プロモーション      ED・CHENETTE 

アフリカンシンフォニー           Ｖａｎ ＭｃＣａｙ        小島 里美 

ひまわりの約束                      秦 基博         佐藤 丈治 

ラジオ体操伴奏曲「第一」            服部 正          山下  国俊 

 

 

２．コール白梅                     指揮：山下 やよい  ピアノ：石川 慶子 

                                    作詞            作曲    

埴生の宿               里見 義          ＨＰビショップ 

故郷の廃家              犬童 球形渓         ヘイス 

ロンドンデリーの歌            アイルランド民謡     今村 康(編曲) 

 

 

３．コール野ばら                     指揮：瀬川 武     ピアノ：荒井 佳子 

     作詞            作曲    

愛されている        星野 富弘      なかにし あかね 

麦の唄                          中島 みゆき     中島 みゆき 

瀬尾 一三(編曲) 

 

 

４．福生市民コーラス                指揮：小林 光      ピアノ：山下 やよい 

                            作詞           作曲          編曲    

アヴェ・マリア                           Ｇ．Ｃａｃｃｉｎｉ      鈴木 憲夫 

マイ バラード              松井 孝夫      松井 孝夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．福生リコーダークラブ                     指揮：牛腸 達也 

                                             作曲  

ロンド                                Ｔ．スザート 

埴生の宿                                 ＨＰビショップ 

マーチ                                   チャイコフスキー 

花のワルツ                           チャイコフスキー 

 

６．コール・コスモス                 指揮：瀬川 武     ピアノ：藤波 和恵 

                                       作詞               作曲    

寂庵の祈り                       瀬戸内 寂聴       千原 英喜 

ある真夜中に                 瀬戸内 寂聴       千原 英喜 

 

 

７．コーラス虹                        指揮：荒木 誠     ピアノ：二瓶 充 

                                      作詞              作曲    

春の岬に来て                   三越 佐千夫        矢田部 宏 

きみ歌えよ                    谷川 俊太郎         信長 貴富 

 

 

 

８．ふっさ草笛サークル             指揮：細野 里奈   ピアノ：細野 里奈 

                                   作詞              作曲    

海                         林 柳波         井上 武士 

茶摘                         不詳             不詳 

東京音頭                     西条 八十        中山 晋平 

故郷         高野 辰之          岡野 貞一 

 

９．ラパス 

                                                 作曲     

コンドルは飛んで行く                        不詳 

リ キャルナ                          ボリビヤの伝承曲 

花まつり                           伝統的なお祭りの歌 

 

 

10. 福生吹奏楽団                           指揮：佐野 貴誠 

                                          作曲                  編曲       

日本民謡組曲 

サウス・ランパート・ストリート・パレード  ﾚｲ･ﾎﾞｰダック&ﾎﾞﾌﾞ・ﾊｶﾞｰﾄﾞ  高橋 宏樹 

                                           岩井 直博 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・  休憩 15分  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



♪ 第二部 市民音楽講座発表 演奏 １５:３０～♪ 
 

コーラスファンタジー    虹の村 part２    作詞  鳥羽 貞子   編曲 山上 陽美 

                                                       作曲  

１．わらべ歌             児童合唱                       佐藤 聖子 

２．春の朝               女声合唱と児童合唱           小泉 順子 

３．晩霜（おそじも）        男声合唱                       小林 光 

４．あぜ道               混声合唱                       岸田 鈴子 

５．夏雲                 混声合唱                    坂戸 美佐子 

６．宴（うたげ）            混声合唱                       小林 光 

７．おこんの手紙          ｿﾌﾟﾗﾉ独唱と女声合唱             小林 光 

８．ひとすじの道            ﾊﾞﾘﾄﾝ独唱と混声合唱             小林 光 

９．虹の村              児童合唱と混声合唱            小林 光 

合唱      ：市民音楽講座の皆さん   福生児童合唱団フレンズ 児童指導：小嶺 裕子 

指揮      ：小林 光              ピアノ  ：中山 佐和子  小田切 洋子 

ヴァイオリン ：竹内 章人            ヴィオラ ：井川 璃理    チェロ：花島 之彦 

フルート    ：長谷川 誠         パーカッション ：高橋 路子    山下 やよい 

ナレーション ：音訳の会・れもん 

 
 グループ紹介 メンバー募集中です。練習場所にてお待ちしております。 

グループ名 練   習  日 練習場所 

タムタムふぁみりーバンド 毎週 土曜日 10:00～16:00 福生第六小学校 

コール白梅 月３回 火曜日 9:45～11:45 白梅会館 

コーラス虹 月３回 木曜日 19:30～21:30 松林会館 

コール・コスモス 月３回 火曜日 10:00～12:00 松林会館 

ふっさ草笛サークル 第一、第三木曜日 18:30～20:00 公民館本館 

西東京合唱団 

 

月３回 

 

土曜日 

日曜日 

19:00～21:30 

13:30～16:00 

松林会館 

 

福生リコーダークラブ 月２～３回 日曜日 10:00～12:00 公民館本館ほか 

福生市民コーラス 月３回 土曜日 10:00～12:00 白梅会館 

コール野ばら 月３～４回 火曜日 19:15～21:30 公民館本館 

福生吹奏楽団 

 

毎週 

毎週 

水曜日 

日曜日 

19:00～21:30 

18:00～21:30 

さくら会館 

 

福生児童合唱団フレンズ 月３～４回 土曜日 14:00～16:00 さくら会館 

ラパス 月２回       日曜日      13:00～16:00 白梅会館 

福生市公民館公民館係   ５５２－２１１８    白梅会館   ５５３－３４５４ 

松林会館   ５５２－３６２４    さくら会館  ５５２－２１２３ 


