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2018年 3月 18日回
13:00開演 (12:30開場)

一 会場―

津アミカホール



Pronle

1957年 9月 に 37名の団員でスター トした京都木曜会は、去年の 9月 で 60歳を迎えました。

「歌うこと 。遊ぶこと・飲むこと」が大好きな気質は 60年を超えてなお受け継がれ、18歳～ 82歳

までの個性豊かな約 70名が、毎週木曜日、京都御所のそばの練習場に集つて歌つています。

毎年夏に演奏会を行つている私達ですが、今年は京都コンサー トホールで開催 します。祗園祭宵山

の 7月 16日 (月・祝)です。

オーケス トラとの共演あり、皆さんからの人気投票で構成されるステージありとWAKUWAKU企画

が沢山 !

演奏会と宵山を同時に楽 しめるお得な 1日、ぜひ京都までお越 しくださいませ。

今日はそのステージの一部をちよこつと披露させていただきます。

どうぞお楽 しみください。

うたえバンバン

草津女声含唱回

タンポポ
女声合唱とピアノのための 2つの歌「森のお客さま」より

満天の星のもとで

コーラス「かざはな」

エーデルワイス

シャル・ウイ・ダンス

翼

女声合唱バンジー

花～すべての人の心に花を

少年時代

メ ロ デ イ ー キ ツズ・ ビ ツ コ ロ

大切なもの
ハ
7

タッタ

指揮 :木村

J響≒1子
1‐

ビアノ:大西善子、山本惇加

作詞 :坂田寛夫 作曲 :山本直純

員理子 ピアノ :大塚 千草

Program

作詞 :小野山千鶴 作・編曲 :磯村 由紀子

作詩・作曲 :なかにしあかね

指揮 :田中 万里  ピアノ :上垣 満子

作詞 :0.ハマースタイン2世 訳詩 :坂田寛夫 作曲 :R.ロ ジヤース

作詞 :0.ハマースタイン2世 訳詩 :岩谷時子 作曲 :R.ロ ジヤース

作詞・作曲 :武満徹 編曲 :ヘニング・ブラウエル

指揮 :平田 美音子 ピアノ :武田 可奈美

作詩・作曲 :喜納昌吉 編曲 :森 友紀

作詩 :井上陽水 作曲 :丼上陽水・平丼夏美 編曲 :池辺晋吉

指揮 :田村 由美子 ビアノ :大西 善子

作詞・作曲 :山崎 朋子

作詞・作曲 :akra nise

作詞 :北川 悠仁 作曲 :北川 悠仁・ JIN



草津エコー

「白いうた 青いうた」より

ぶどう摘み
ぼくという名のひとり
女声合唱とピアノのための組曲「花の風」よリ

美しい今

草津中央少年少女合唱団
合唱組曲「チコタン」よリ

なんでかな ?

カラー・オブ・ザ・ウィンド

神々の詩

コール・ ソーレ

星に願いを

なぎさ道

もののけ姫

混 声 含 唱 レ ッツ・ ハ ー モ ニ

素晴らしきものすべてを

混声合唱のための愛唱曲集「うたの街のうた」より

すみれの花咲く頃

指揮 :中根 典子  ピアノ :佐野 直子

作詞 :谷り|1雁 作曲 :新実徳英

作詞 :星野富弘 作曲 :なかにしあかね

指揮 :木村  員理子 ビアノ :杉下 純子

作詩 :蓬莱泰三 作曲 :南 安雄

日本語詞 :湯川れい子 作曲 :アラン 0メ ンケン

縄文語 :崎山理 作曲 :星 吉昭

指揮 :釣 美津子  ピアノ :奥村 利恵

作言司:Ned Washington 作曲 :Leigh Ha‖ ine

作詞 :谷り|1雁 作曲 :新実徳英

作詞 :宮崎駿 作曲 :久石譲

―       指揮 :中島 愛子  ピアノ :川口 知江

作詩 :C.F.ア レキサンダー 日本語訳 :ヘルビック貴子 作曲 :John Rutter

作詞 :Fritz Rotter 訳詩 :白井鐵造 作曲 :Franz Doelle 編曲 :信長貴富

混声合唱回草津カンタービレ
2011年 3月の東日本大震災と津波による犠牲者の方々への追悼の為に

故郷 (ふるさと)

鴎 (かもめ)

アンサンブル・フィアート
女声合唱とピアノのための組曲「花の風」より

木を―本
支えられて

逢えてよかつたね

星の子 FAM
「ゆうがたクインテット」アラカル トより

歩く歩く歩く
練習だいきらい
おやつだよ
へんしんするぞ

指揮 :福嶋 あかね

作詞 :高野辰之 作曲 :岡野貞一 編曲 :Bob⊂hilcott

作詩 :三好達治 作曲 :木下牧子

指揮 :浜田 明美  ピアノ :奥村 利恵

作詩 :星野富弘 作曲 :なかにしあかね

作詞・作曲 :小原孝

指揮 :矢守 渚奈子 ピアノ :原野 智子

作詞 :下山啓 作曲 :宮川 彬良 編曲 :高椅宏幸



コーラスあざみ
女声合唱のための「平田あゆみ小品集」より

みいちやつた
童声 (女声)合唱組曲「あめつちのうた」より

樹のうた
風の歌

レ・ クレアーレ

ポーリュシカポーレ

ともしび

カリンカ

はも―る・ フェリーチェ

V市a la Musica(音楽ばんざい)

同声合唱組曲「四季」より

春

永遠の花

革津市含唱連盟加盟団体

【児 童】メロディーキッズ・ピッコロ、革津中央少年少女合唱団、星の子FAM
【女 声】革津女声合唱団、女声含0昌バンジー、革津エコー

コール・ソーレ、アンサンブル・フィアート、コーラスあざみ

はも―る・フェリーチェ

【混 声】混声含0昌 レッツ・ハーモ三‐

一般参加団体

【混 声】コーラス「かざはな」、混声合]昌団草津カンタービレ、レ・クレアーレ

【男 声】立命館大学メンネルコール

立命館大学メンネルコール

梅雨の晴れ間

ヒスイ

ほらね、
混声合唱曲集「海鳥の詩」より

エトピリカ

喝采

大都会

混声合唱団京都木曜会オリジナルソング

歌声を世界に

指揮 :高内 知子  ピアノ :中根 典子

作詩 :高丸もと子 作曲 :平田あゆみ

作詩 :林 望 作曲 :上田真樹

指揮 :平田 美音子 ピアノ :武田 可奈美

作詞 :橋本淳 作曲 :ク ニツペル 編曲 :小山章三

訳詞 :劇団カチユーシヤ ロシア民謡

訳詞 :音楽舞踊団カチユーシヤ ロシア民謡 編曲 :伊藤辰雄

指揮 :中島 愛子  ビアノ :川口 知江

作曲 :プレトリウス

作詞 :中 山知子 原由 :A.ビバルディ 編曲 :森重行敏

作詞・作曲 :John Ruter 訳詞 :ヘルビック貴子

指揮 :稲垣 憲司

作詞 :北原 白秋 作曲 :多田武彦

作詞 :寺山修二 作曲 :信長貴富

慶太 ビアノ:伊吹元子

作詞 :いとうけいし 作曲 :まつした こう

作詞 :更級 源蔵 作曲 :廣瀬 量平

作詞 :吉田 旺 作曲 :中村 泰士 編曲 :増田 真結

作詞 :田中昌之、山下三智夫、友永ゆかり 作曲 :山下三智夫 編曲 :増田真結

作詞 :熊崎 まゆみ 作曲 :熊崎傑秀 編曲 :村上 果


