
た年カラオケ大会
プログラム

平成30年 12月 12日 (水 )

ホーム明星いこいの場

(送迎バス:郡津駅前ゆうゆうバス乗場 9時25分集合)

シエア松塚カラオケ同好会 (歌松会 )

会長 尾松 美智代

項 目 ラップタイム 司会

第 1部 独唱の部 10時～12時 10分 勝本

(昼食 ) 12時 10分～可2時40分

第2部 グループ歌唱の部 12時40分～14時 勝本

第3音F チャリティー歌唱の部 14時～14時50分 勝本

(集合写真) 14時 50分～15時 松本



第1部  独唱の部

‖頂 歌手名 曲  名 ケリジナル歌ヨ コメント

1 三宅 稀三郎 日豊本線 -2 池田輝郎 初めての旅は日豊本線でした。

2 安田 国男 港町ブルース 石原裕次郎 森進―も唄つていますが・ロ

3 梅田 勇 こばれ花 石原裕次郎 若い頃の思い出です。

4 岩田 悦子 伊良湖水道 野村美菜
軽快なリズムが歌いやすそうなので、この

歌にしました。      _

5 青田 和彦 ブルーロスカイブルー 西条秀樹 青春を思い出して、思い切り歌います。

6 笠井 良子 母なる海よ 大月みやこ 西川さんに連れられて初参加です。

7 西川 スエ子 奥飛騨慕情 -3 竜鉄也 主人との想い出の歌です。

8 上中 いつみ 友禅流し 牧村三枝子
初めての参加、ドキドキで～す。そして最

初に覚えたカラオケの曲です。 ____

9 中山 行穂 有明月夜 +3 水田竜子
九州はすべて「ふるさと」。なつかしい山と海で

す。              ___

10 大西 キヨ子 みちのく平泉 大沢桃子
カラオケを始めてすぐにいいなア～と思つ
f― 曲 です ^

山中 知鶴子 哀しみ本線日本海 森昌子
生まれも育ちも大阪なので、冬の海の景
仁に憧れます ^

12 右馬野ミチ子 いい日旅立ち 山口百恵
歌をみちずれに旅立つ叙僑歌。メロティ
が好きで決めました。

13 藤井 良子 水に咲く花・支笏湖ヘ 水森かおり
悲恋の女性になりきつて愛を込めて歌い
卜Iギます ^

14 新居 美代子 細雪 +4 五木ひろし あまり歌つたことがないので練習しました。

15 盛岡 重夫 酒の宿 香西かおり この歌が好きです。

16 高橋 昭二 大阪箕面しのび恋 -1 鏡五郎
若い頃、箕面の近くに住んでいたので、懐
かしくこの歌を選びました。   ____

17 北田 純三郎 百歳音頭 +2 守谷光司
百歳まで、あと5年足らず、大声で歌つて
長寿を保ちます。

18 室崎 厚宏 君は心の妻だから 鶴岡雅義
60Tも前、親の反対で婚約していた彼女

と男1れたことをして想い出して・口・ __

19 藤野 昌也 秋冬 原大輔
駅 松芸 の笛 さん にお云 いし tホ L口 茂い唄 W
懐かしい歌です。僕は季節の歌を歌うのが好
姜 率 十

20 森 宗人 津軽おとこ節 -1 北山たけし 北山たけしの歌が好きです。

21 松本 茂男 ありがとう感謝 小金沢昇司
歌松会の皆さんに、今日も仲間に入れて頂い
ている感謝の気持ちを込めて歌ぃます。__

22 尾松 美智代 哀しみのコンチエルト +1 秋元順子 歌つているとだんだん好きになりました。

23 津田 良蔵 雪椿 小林幸子 雪深い北国に咲く、花一輸のおもいで。

24 西尾 英爾 男の人生 -1 北島三郎 ♪振り向けば50年…・を、80年と歌います。

25 三好 虎雄 三度とない人生だから -2 大泉逸郎 三度とない人生を楽しく歌いませう。

26 五島 豊子 異邦人 久保田早紀
昔懐かしい由ですがテンポが速いので、つい

ていけるか…Ⅲ?頑張ります。_

27 石井 隆夫 演歌人生 -2 冠二郎 なかつた時代の冠さんの哀愁と決意が表されていま

28 勝本 幸子 肱川あらし 五代夏子 郷里近くの歌で、気に入りました。



第2部 グループ歌唱の部

―組のグループで2曲を歌唱します。曲の構成は、グループで工夫して発表してください。

テーマ メン′`一 曲  名 オリジナル歌手 コ メ ン ト

女

三宅 稀二郎
安田 國男
石井 隆夫
津田 良蔵

女の道 宮 史郎
男ばかりのグループで、女の歌を唄い
ます。

噂の女 前川 清 来年はメンバーを変えて欲しいなあ～

男

尾松 美智代
大西 キヨ子
三好 虎雄
藤野 昌也

男の流儀 -1 三山 ひろし 三好さんから男らしい歌と聞き決めました。

倖せ花 -1 千葉 ―夫
男の人のやさしさがよくでているので決
めました。

色

勝本 幸子
山中 知鶴子
盛岡 重夫

松本 茂男

黄色いサクランボ スリーロキヤッリ
黄色は注意信号の色ですが、ここでは
明るい可愛い色なのです。若いでしょ :

人生いろいろ 島倉 千代子
今までの人生は男も女も色々あつたはずで
す。何色というより全ての色、それが人生で
す。

人

名

中山 行穂
高橋 昭二

新居 美代子
五島 豊子

圭子の夢は夜開く 藤 圭子
今年の夢と歌い納め、来年の夢を大き
く明るく開かせます。

北の旅人 石原 裕次郎 旅人の名は何なのかなあ～

春
夏
秋
冬

青田 和彦
梅田  勇
岩田 悦子

上中 いつみ

四季の歌 芹 洋子 花吹雪に注目してくださいネ !

津軽海峡冬景色 石川 さゆり 吹雪に注目してくださいネ :

動

物

西尾 英爾
室崎 厚宏
西川 スエ子
笠井 良子

およげ !たいやきくん 子門真人 たい焼きは動物かなあ :

夜の恋 (鯉)の物語
増位山大志郎
長澤 薫

盛り場毎に名前が変わります。

東
西
南
北

右馬野ミチ子

藤井 良子
北田 純三郎

森 宗人

北空港
桂

浜
銀淑
圭介

北海道には幾つも空港があるのに札幌
ばかり歌つて、たの空港から文旬はな
いのかなあ～

南国土佐を後にして ペギー葉山
昔、高知県出身の友人が、酒を飲んだ

らこの歌を歌つていました。 (北 田)



第3部  チャリティー歌唱の部

―曲500円で、本日のお菓子代に使わせていただきます。

‖贋 歌手名 曲  名 キー コメント

青田 和彦

尾松 美智代

クリスマス・イブ

(山下達郎)

クリスマスソングを一曲入れたいと無
理矢理難しい歌を覚えてもらうことに
なりました。 (忘年会幹事)

2 新居 美代子 カスパの女 (エト邦枝)
想い出のある歌です。今、この歌を歌
えるのは倖せです。

3 高橋 昭二 男松 (北島三郎 )
…1

東北の力強い一本松を想い出させる
ような歌です。

4
西尾 英爾

笠井 良子

みちのくしぐれ

(鳥羽―郎口村上幸子)

今年入会の新入会員を回説いて、普

段歌えないド演歌のデュエット曲をお

願いしました。

5
五島 豊子

西尾 英爾

おもいでの岬

(ペギー葉山)

(本名、小鷹狩繁子)の最後の歌で
す。五島さんに合つた歌と思いリクエ
ストしました。少しコラボします。(西

6 森 宗人
港です女です涙です

(増位山大志郎)

lヨ ′0平り/‖~ア4フ VJ隠イした嘔利
の名曲を、2018年渋い甘い声の増位
山がカバーしました。ぴつたりと思いま
十

7
藤井 良子

森 宗人

秘やかに華やかに

(増位山大志郎・松居直美)

松塚の歌うま二人がデュエットを歌い

ます。

8
藤野 昌也

中山 行穂

暖簾 (のれん )

(五木ひろし)

今年も藤野さんと一緒に、歌えること
に感謝します。 (中山)

9

美智代
キヨ子
虎雄
昌也

聯
麺
朝
鰐

天竜流し

(福田こうへい)

「男」グループは結東力が固く、今年
歌唱指導で習つたこの曲を皆で発表
します。特に「ヨイショ!」が気に入り
ました。 ご一緒にどうぞ |

10
三宅 稀二郎

勝本 幸子

ヒットメドレー 忘年会名物の組み合わせ。今年は何
が出るか、お楽しみください。

最後に今日の扮装のまま集合写真を撮り、お開きにしましょう。


