文化会館フェスタ 2022
舞台の部

2022 年 5 月 29 日（日）10：00 開場／10：30 開演
亀山市文化会館大ホール

主催：公益財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）
助成：公益財団法人岡田文化財団

企画の部
１、亀山軽音楽サークル（K-LMC）
NO-LINE（ノ― ライン）
・まちがいさがし 作詞・曲：米津玄師
・木蓮の涙 作詞：山田ひろし 作曲：柿沼清史
・瑠璃色の地球 作詞：松本 隆 作曲：平井夏美

ハルツゲドリ
・黄昏のビギン

作詞：永 六輔・中村八大

作曲：中村八大

・星影の小径 作詞：矢野 亮 作曲：利根一郎
・セロ弾きのゴーシュ 作詞・曲：さだ まさし
・ジェネレ 作詞・曲：K.K

ミヤちゃん’z
・Winding Road 作詞・曲：綾香・小渕健太郎・黒田俊介
・横浜ホンキートンクブルース 作詞：藤 竜也 作曲：エディ藩
・星のかけらを探しに行こう 作詞：杏子 作曲：馬場一嘉

Club Phuman（クラブ ピューマン）

・Ob-La-Di, Ob-La-Da

作詞・曲：レノン＝マッカートニー

・Let It Be 作詞・曲：レノン＝マッカートニー
・Please Mr. Postman 作詞・曲：ウィリアム・ギャレット
・Hey Jude 作詞・曲：レノン＝マッカートニー
～ 換気タイム ～

舞台の部
2、コールみか
・若葉

指揮：宮井美歌子

作詩：松永宮雄

ピアノ：別所正子

作曲：平岡均之

・あなたとわたしと花たちと

編曲：平吉毅州

作詩：峯 陽

作曲：小林秀雄

高橋重媄、小菅保子、北村圭子、服部冨美子、吉田京子、豊田ます子、
山田多恵子、今西 操、伊藤得子、前納幸代、宮崎みつ子、山内綾子、
柴田節子、豊田あや、渡瀬千恵、佐野安子、岸 宣江、石川光子

3、女声合唱団エコ・ソアーベ 指揮：碓井士郎
・女声合唱組曲「沙羅」
（さら）より

ピアノ：北川裕子

作詞：清水重道 作曲：信時 潔 編曲：福永陽一郎

Ⅰ 丹澤（たんざわ）
Ⅴ 鴉（からす）
Ⅶ 占ふと（うらのうと）
石井朋子、石井禮子、上田 栄、川島朋子、辻 千鶴代、古市祥子、
平井多佳子、武藤文恵、大井小百合、大泉順子、小亀啓子、豊田みち子、
西村芙美子、小林紀子、杉浦美幸、石川教子、坂岡志以子、原 博子、
福島千賀子、前川恭子、若松博子

4、コーラスみずほ
・夕顔

指揮：宮井美歌子 ピアノ：服部正貴子

作詩：金子みすゞ

・ねこぜんまい

作曲：木下牧子

作詩：武鹿悦子

・心の中にきらめいて

作曲：木下牧子

作詞：田崎はるか

作曲：橋本祥路

大井弓子、佐野ゆかり、波田由美子、冬柴比佐衣、紀藤美津子、
木村敦子、栗本節子、大島えり子、鈴木正江、藤本徳子

5、藤森要&髙橋有紀

～ピアノ&尺八の兄妹デュオ～

・日本民謡メドレー
・On The Sunny Side Of the Street 作曲：ジミー・マクヒュー 編曲：秋山さやか
ピアノ 藤森 要
尺 八 髙橋有紀

6、混声合唱を楽しむ会
・Tomorrow
・瑠璃色の地球

指揮：宮井美歌子 ピアノ：桜井育子

作詞・作曲：杉本竜一
作詞：松本 隆

編曲：橋本祥路

作曲：平井夏美

編曲：源田俊一郎

河野照代、小菅保子、高橋重媄、内藤千枝子、飯尾加代子、
寺嶋千枝子、宮村美恵子、山川絹子
井崎能孝、楢原 蓁、山脇 博、今井康雄、河野好陽、
三田静男、高山 鎮、宮井正治、櫻井利憲

7、二胡アンサンブル
・いのちの歌

胡素里（コソリ）

作詞：Miyabi

作曲：村松崇継

編曲：前嶋康明

・L－O－V－E 作曲：Bert Kaempfert
ピアノ 上杉伊都子
二胡 藤本順子、山下まき、小川竜司

8、野村ハーモニカクラブ「春風」
・川の流れのように
作詞：秋元康 作曲：見岳章 編曲：斎藤寿孝
・丘を越えて
作詞：島田芳文 作曲：古賀政男
中村 健、西村榮二、栗本節子、西村芙美子、栗本 薫、笹山 霞、
今西康隆、黒坂加代子、今西 操、池村敏子

9、ギターソロ

廣田武司

・おもいで酒 作詞：高田直和 作曲：梅谷忠洋
・ブルーライトヨコハマ 作詞：橋本 淳 作曲：筒美京平
廣田武司

10、亀山二胡サークル

蒼弓（あゆみ）

・春景（しゅんけい） 作曲：京田誠一
桶田羊香、岸田みのり、北村さゆり、山田恵子、渡部朱美、西村敏弘、
川原恵美、船木真貴子、近澤陽子、西川憲行、小川竜司

11、亀山市ハーモニカ元気クラブ
・孫

作曲：大泉逸郎

・しゃぼん玉

編曲：宇佐美 進

作曲：中山晋平

編曲：間中 勘

佐野嘉和、西村てるみ、原 智代子、渡瀬春子、堀部笑子、
服部陽子、蒲田 博、廣田武司

12、二胡 幸鷹会（こうようかい）
・ドナウ川のさざなみ
作曲：イヴァノヴィチ
・パプリカ
作詞・作曲：米津玄師
高島幸鷹、赤城雅子、河原由里、高山孝子、辻 朱実、
細渕清子、山嵜眞代、武内貴子、周 寧寧
～ 休 憩 ～

13、ラウレア
・ワイカロア
作詞・作曲：John Pi’ilani Watkins
酒井裕子、谷口聡理、西口美穂、平井よつえ、堀田真央、杉本しげ子、
永井恵子、山口香絵
・パウオア・リコ・カ・レフア
作詞・作曲：Emma Bush
伊藤敦子
・レイ・ホオヘノ
作詞・作曲：Kainani Kahaunaele
酒井裕子、谷口聡理、西口美穂、平井よつえ、堀田真央、杉本しげ子、
永井恵子、山口香絵

14、peeps（ピープス）
・ピープスオリジナル曲
真川愛結、瀬古奈美花、中村優那、佐竹 望、児玉紬稀、方田幸来、
伊藤こころ、中嶋月彩、伊藤瑠那

15、Liberty（リバティー）
・メロディー ～亀山文化会館バージョン～
鈴木康之、井上悦子、今村征二郎、太田奈緒美、尾上遥菜

16、ユニット～アイ～
・Happy Not Knowing
・Pick Me(IZ＊ONE Ver.)
小林由依、髙月美桜、南川おと、山本明奈、三木蒼衣、秦 かなえ
・Rain On Me
市川 雫、棒手咲心、前川由芽、伊藤百香、伊藤留花、外山心結、
古川聖也、山口妃莉、豊田伊織、那須千愛葵、森 未来
・Call It Whatever
福永花音、岩本宇月、岩本利鈴、保坂 潤、綾野こと葉、下 綾那、岩永萌那、
岩﨑莉陽、岡 愛菜、野島愛心、原口穂花、野島陽愛、髙橋夏衣、太利心優、
山田結月、福永絆星、田辺佑都
・IDOL
小林里央、外山仁菜、樋口アンナ、日比彩菜、山本桃歌、伊藤乃亜、伊藤祢々、
伊藤鈴徠、三木更紗、山口茉姫

17、井田川太極友の会
・陳式 18 式太極拳（ちんしきじゅはっしき たいきょくけん）
牧野菊江、松井秋枝、三木直子、辻野由紀子、倉敷俊郎、金沢裕幸、
栗本 薫、栗本節子、前田順子、城 知恵子、渡辺貴美子、
櫻井温信、櫻井禎子

・四十二式太極扇（よんじゅうにしき たいきょくおうぎ）
牧野菊江、松井秋枝、三木直子、辻野由紀子、倉敷俊郎、金沢裕幸、
栗本 薫、栗本節子、櫻井温信、櫻井禎子

18、アサヒスポーツクラブ千里
・Dynamite
内村咲音、濱野苺花、松谷愛結、飯田来娃、濵口千桜、濵口史桜、
野島愛心、森川莉奈、辻 楓華、原口穂花、野島陽愛、山崎神那、
瀧本ゆう、森川華菜、塩澤花梨、塩澤結羽莉、太田和輝、
好光紗希、藤野 凜、小田彩乃

・A Nothing Like a Heart(Don Diablo Remix)
・SOS
市川 楓、藤牧柚璃、内田菜々美、小島るい
・Black Swan

・One More Night
田澤実侑、吉田結香、中西絢夢、森川莉奈、辻 楓華、野島愛心、袋瀨妃夏

19、楽羅（かぐら）
・風雅（ふうが）
石川恭子、國井淑子、花井ゆか、田川逸夫、野間典子、
南川弘一、大橋一輝、南川美紗

20、DAI-ICHI バレエスクール
・キャンディーボンボン
佐野藍梨、橋爪千歌、益川志織、近藤伊桜里
・コッペリアより 友人の踊り
河村朱浬、松本英里子、小林 葵、矢田海音、小林叶実、金﨑りお
・パキータより パドトロワ
馬場琴野、新堂彩羽、平田 有

21、亀山ダンススポーツ連盟
・水色のワルツ
竹下博之、渡辺重和、赤瀬平八郎、中野 直、中根美智子、五百野房子、
金谷章子、牛尾弘子、浜野美輪子、落合かづ枝
・黒ネコのタンゴ
竹下博之、渡辺重和、中村 実、赤瀬平八郎、中野 直、中根美智子、
五百野房子、金谷章子、牛尾弘子、落合かづ枝、浜野美輪子
・愛のフィナーレ
竹下博之、渡辺重和、中村 実、赤瀬平八郎、中野 直、中根美智子、
五百野房子、金谷章子、落合かづ枝、浜野美輪子

22、M.D.S（エムディーエス）
・Déjà vu（デジャブ） グループ B
・Pretty savage（プリティーサベージ） グループ A
・Ain't Your Mama（エインチュアママ） グループ B
・Rollin’（ローリン） グループ A
・Levitating（レヴィテイティング） グループ A・B
グループ A／青木玲咲、市川茉莉香、市川莉愛菜、岩間心春、
神谷愛結、神谷柑那、神谷結夢、北川來実、小林芽生、小林 蒼、
櫻井近楽、櫻井咲楽、竹田佑奈、永島 梛、橋本 明、早川亜香里、
本郷由珠華、山中茉希杏
グループ B／川原田愛梨、栗山莉子、川村彩乃、岡田萌加、田島綾夏

※演奏、出演内容については予告なく変更となる場合がございます。

文化会館
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2022

