
三階ホール催しのご案内 

５月２６日（土） 

１０：５０～１１：００ 

  ◇キッズチアダンス               （秋津オールスターチア） 

   はじめまして！秋津オールスターチアです。 

私達は、４才から１１才までのメンバーで、 

構成されているキッズチアチームです。 

隔週木曜日秋津公民館で練習をしています。 

メンバー募集中です。今日は、観てくださる 

皆様に笑顔と元気をお届けできるよう精一杯 

頑張ります‼ 

    ジッパディードゥーダ     

 ホールニューワールド（エレクトロニック） 

ホールニューワールド（ユーロビート）    

ユーガッタフレンドオブミー 

     

１１：００～１１：３５ 

  ◇ベリーダンス                           （ Arabian Dream ） 

   ベリーダンスは、お腹の動きが特徴的な中東の踊りです。 

   初めて見る方も、そうでない方も、皆様に楽しんでいただけるように、心を込めて踊り

ます。オリエンタルな世界をどうぞ、お楽しみください。 

        １ ヒア アイ アム   ２ ニュー アラビック   ３ オホスアシー 

       ４ ヤ ワダ ヤ アグナビ    ５ セハディ   ６ セレナズ ヒップ  

７ ディスコ タイム     ８ マシャール 

 

 

１１：３５～１２：０５ 

  ◇中国保健健康体操「中国体操」        （すわスポーツクラブ） 
   すわスポーツクラブは東村山市地域型スポーツです。市内のどなたでも入会できます。 

中国体操の他、ユニカール・テニスバット・社交ダンス・車いすバスケットボールを、

行っています。健康づくり、友だちづくりを目的として楽しんでいます。 

「皆さん」一緒に楽しんで元気になりましょう‼ 化成小学校でお待ちしていまーす。 

    中国体操      １．前段       ２．益気功 

 
１２：０５～１２：１５ 

  ◇創作新舞踊 無我夢中                  （胡桜舞踊協会） 

   恋する女性の心の強さとやさしさを、神野美伽さんの歌声と心を打つ旋律にのせて、精 

   いっぱい踊ります。短い時間で仕上げましたので、不安でもあり固くなっております。 

   どうぞ、あたたかいご声援をよろしくお願いいたします。 

 

♢♢♢ 休  憩 ♢♢♢ 

 

〈 ５ 〉 



１２：４５～１４：１５ 

◇フラダンス                  （有山光子東村山フラグループ） 
美しいハワイアンにのせて踊るフラ・・・皆様に常夏の島ハワイへ、ご案内いたします。 

リラックスして、楽しんで御覧下さいませ。 

   ①オープニング曲 ②カプアエ ③マノワイ オプナ ④渚にて ⑤プアリリ.レフア 

 ⑥モキハナ メドレー  ⑦カプア アノラニ  ⑧？  ⑨クウヴァ・リィリィ  

 ⑩マヒナ.オ.ホク ⑪マプアナ  ⑫ビョンザ.リーフ  ⑬クウ.ホメ.オ.ケアウカハ 

⑭ビューティフル.カウアイ  ⑮ワイカフリ  ⑯？  ⑰ワイキキ ⑱？  

⑲トーユー.スイトハートアロハ              ～アロハ オエ  

 

 
１４：１５～１４：２５ 

  ◇創作新舞踊 風ゆらら                  （胡桜舞踊協会） 

   若者になって風のにおいを感じた時、子どものころ父と母と両手でブランコをして、 

   風の中にふわっと浮いて幸せを感じたことを思い出させてくれます。 

   初心者もあり、不安でいっぱいです。どうぞ、ご声援のほどよろしくお願いいたします。 

 
 
 

１４：２５～１４：５０                  

  ◇仕舞と謡      （謡と仕舞の会）    
   日本の伝統文化の能楽は、世界無形文化遺産 

です。能は、謡に合わせて仕舞を舞います。 

私達は楽しみながら稽古をしています。    

◇仕舞：１．羽衣   ２．経正  ３．蝉丸    

         ４．東北   ５．巴 

  

１４：５０～１５：５５ 

  ◇日本舞踊                      （白芽会 はくがかい） 

   日本舞踊の受け継がれてきた伝統を大切に重んじながら、また、楽しむことも大切に、

お稽古をしています。是非 ご覧下さいませ。 

     一、長唄小曲 千代の寿    一、長唄 汐波   一、長唄  静と知盛 

 

 
１５：５５～１７：３５ 

  ◇日本舞踊 春千穂会              （春千穂会 はるちほかい） 

     日本舞踊の楽しさを見ていただきたく参加いたしました。 

楽しんで下さいませ。         

        長唄 やぐら三番叟      長唄小曲 千代の松    

大和楽 春の弥生       筝曲 八千代獅子     

清元 梅の春         文楽 尚武 

長唄 君ヶ代 松竹梅     長唄 旅      

小曲 お江戸日本橋     

 

〈 ６ 〉 

 



５月２７日（日） 
１０：００～１１：００ 
 ◇第３８回 合 唱 祭（前半）          （東村山市合唱連盟） 
   東村山市合唱連盟に加盟する団体のうち１３団体が合唱を披露します。 

★プログラムは当日会場の受付にて配布いたします。 
 
１１：００～１２：００  

◇文化協会創立４０周年記念セレモニー        

※別紙セレモニーちらしもご覧ください。 
多くの皆様にご支援、ご協力をいただき「NPO法人東村 

山市文化協会」は、４０周年を迎えることとなりました。 

厚く御礼申し上げます。 
   クラシックコンサート 

Ⅰ サクソフォーン独奏 
アダージョとアレグロ   R.シューマン作曲  

サクソフォーン独奏 関根結菜    

ピアノ       原田 愛 

  

 Ⅱ バリトン独唱  
      1 .献呈      F.リュッケルト詩  R.シューマン作曲    

2 .五月の夜   L.Ch.H.ヘルティ詩 J.ブラームス作曲 

3 .日曜日     L.ウーラント詩    J.ブラームス作曲 

4 .献身       H.v.ギルム詩    R.シュトラウス作曲 

         バリトン独唱  西 義一 

        ピアノ        遊間郁子 

 
文化協会創立４０周年記念式典： 

 1   開会    （司会者）  

２   挨拶    東村山市文化協会会長     山川 昌子 

       3   ご来賓祝辞 東村山市長          渡部  尚    

              東村山市議会議長       伊藤 真一 

                           東村山市議会生活文教委員長  石橋  博 

              東村山市教育委員会教育長   森   純 

          ４  感謝状授与（文化協会役員功労者） 

      ５  ご来賓紹介   

６  閉会   （司会者）  
 
 
１２：００～１３：４０ 
  ◇第３８回 合 唱 祭（後半）          （東村山市合唱連盟） 
   東村山市合唱連盟に加盟する団体のうち１３団体が合唱を披露します。 

★プログラムは当日会場の受付にて配布いたします。 

 

♢♢♢ 休  憩 ♢♢♢ 
〈 ７ 〉 

 

 



１４：１０～１５：２０ 

  ◇ザ・ビートルズ ５０周年          （東村山ギター合奏団） 
      ビートルズ「ホワイト・アルバム」５０周年。最大の問題作「革命第９番」も 

      演奏します。 

革命第９番       オブラディ・オブラダ  

 レディ・マドンナ    ヘイ・ジュード  

 
１５：２０～１５：４０ 

  ◇二 胡 合 奏                （二胡サークル 好听
はおてぃん

） 
    ニ胡は素朴な楽器ですが、その音色は哀愁を帯び、どこか懐かしく感じます。 

    二胡合奏をお楽しみください。    

 １．牧羊曲   ２．リング オブ ライフ   ３．浜辺の歌   ４．蘇州夜曲 

 

     

 

 

 

 

 

 
１５：４０～１６：００                       

  ◇男声合唱   （エベレスト 合唱団）    
      心温まる（？）表情 

絶妙な（？）ハーモニー 

      オヤジが集まり楽しく歌います。 

１．高校三年生   ２．夏は来ぬ  

    ３．春の小川  ４．花の街   ５．母 

   
 
１６：００～１６：４０ 
  ◇フルート合奏          （フルートアンサンブル “ふろいで”） 

    クラシック曲から唄歌、歌謡曲、タンゴなど幅広い曲から選んで演奏します。 

どうぞ、お楽しみください。 

１．花  ２．中国地方の子守唄  ３．ライムライト  ４．春（Ａ ヴィヴァルディ）  

５．美しきロスマリン・・藤原先生独奏   ６．みかんの花咲く丘  ７．つぐない  

８．少年時代   ９．八甲田山より「終焉」  １０．薔薇のタンゴ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 ８ 〉 

 

 

 



６月２日（土） 
１１：００～１１：３０ 

  ◇カルテット演奏              （東村山交響楽団） 
            ハイドンの弦楽四重奏曲を演奏いたします。                

            ハイドン 弦楽四重奏曲７８番 変ロ長調  

              「日の出」  １楽章  ２楽章 

  

 
１１：３０～１２：００ 

  ◇ギター アンサンブル        （アンダンテ ギター アンサンブル） 
   ふる里、日本の抒情歌、昭和のヒット曲、歌詞をご用意します。 

どうぞ、客席からつどいにご参加ください。 

オープニング ～小さな世界～  

①椰子の実 ②タンゴ 小雨降る径 ③タンゴ ジェラシー ④時の流れに身をまかせ 

⑤タンゴ 真珠採りのタンゴ  ⑥ラグリマ  ⑦アデリータ  ⑧さくら変奏曲  

                        エンディング  ～今日の日はさよなら～  
 

♢♢♢ 休  憩 ♢♢♢ 

 
１２：３０～１３：１０ 
  ◇バロック音楽の演奏        （バロックアンサンブル フローラ） 

   今回は、後期バロック音楽の巨匠テレマンと、大バッハの作品を演奏いたします。 

     どうぞ、お聴きください。 

 １．ゲオルク＝フィリップ テレマン作曲  

    「トリオ・ ソナタ ト長調」 

～食卓の音楽 第２集より  

   ２．ヨハン・セバスチャン・バッハ 

    「トリオ・ ソナタ ト長調」ＢＷＶ１０３９     
 

 
 
 
１３：１０～１４：１０ 

  ◇筝コンサート  （東村山邦楽友の会） 

     箏（こと）・十七絃（じゅうしちげん）・ 

三絃（さんげん）・尺八（しゃくはち）、 

それぞれの楽器の音色を楽しみながら、 

素敵なひとときをお過ごしいただけたら 

とても幸せです。お聴きください。 

１．幻想的ソナタ          

２．ＴＵＲＵＫＡＭＥ    

 ３．浪漫舞流（ロマンブルー）  

４．海の見える街・君をのせて・いつも何度でも 

 

〈 ９ 〉 

 

 



１４：１０～１４：４０ 

  ◇マンドリンとギター合奏でエンジョイ・ダンス曲      （泉の会） 
   今回はいろいろなダンスの曲をお楽しみください。 

１．東京音頭（盆踊り）  ２．オクラホマ・ミキサー（フォークダンス）  

３．夜霧のしのび逢い（ブルース）  ４．テネシーワルツ（ワルツ） 

５．黒猫のタンゴ（タンゴ）   ６．おもちゃのチャチャチャ（チャチャチャ） 

７．コーヒールンバ（ルンバ） 
 
１４：４０～１５：００ 

  ◇バイオリン アンサンブル      （バイオリンサークル クレモナ） 
   前半の曲は、心にしみ入るメロディーを！そして、後半は元気にロックンロールで！！ 

           １．メンデルスゾーン バイオリンコンチェルト ２楽章        

２．エストレリータ（メキシカンセレナーデ）  

         ３．ヴィヴァルディ 四季より「春」2018   
 
 

 

  

６月３日（日） 
１０：２０～１０：３０ 

  ◇ダンス                         （Sunny Clap） 

       文化のつどいは、初めて出演しますが、一生懸命踊ります。 

       よろしくお願いします。 

プログラム ： サニクラ Ｒｅｍｉｘ Ｖｏｌ．６ 
 
１０：３０～１１：００ 

  ◇キッズ チアダンス （ Ａmy’s  Cheer  Club エイミーズ チア クラブ）  

    幼児～小学校高学年までのチアガール達が、 

笑顔と元気いっぱいで踊ります‼ 

皆様、手拍子・応援よろしくお願いします！！  

１．Show  time    ２．Bad  Reputation  

３．ごめんなさいの Kissing  you  

４．Love  &  Girls    ５．Jelly  Jelly 

６．Shake  it  off    

７．パーフェクト ボーイ～ Mickey 

８．MINT    ９．One  More  Time 

10．FLYERS    11.  infinity     

 
 
１１：００～１１：１０ 

  ◇創作舞踊                         （ グランジュテ舞踊研究所 ） 

        ゆったりした気分でご覧ください。 

          １．激 愛        ２．祝い酒       

 

〈 １０ 〉 

 



１１：１０～１１：５０ 

◇ハワイアンフラ       （レイ・オハナ） 
レイ・オハナは、２グループの合同チームですが、 

常にやさしさ、調和、思いやり、謙虚さ、研鑽の 

アロハの心をモットーに楽しくレッスンしています。 

   ①マプ・マウ・ケアラ ②マウナレオ           

③アロハ・タワー ④ヘイ・イティ・ヴァイヒ 

⑤ノ・ルナ ⑥カネオヘ  ⑦クープア・サクラ 

⑧カア・アヒ・カフルイ ⑨ヘ・メレ・ノ・リロ   

⑩パ・アヘアヘ  
  

 
１１：５０～１２：２０ 
  ◇和太鼓演奏              （和太鼓 Ｔｅｒｒａ（てら）） 

   和太鼓Terraは保育園児から大人まで、仲良く活動している地域の和太鼓チームです。 

今日も楽しく叩きます！  

    １．イチの太鼓    ２．山呼（さんこ）    ３．夏まつり    

４．龍道（りゅうどう）      ５．巴（ともえ）    ６．どんちゃか舞 

         

♢♢♢ 休  憩 ♢♢♢ 

 

１２：５０～１３：１０ 

  ◇ギター二重奏      （アルジーロ） 
    ギターでポピュラー曲を中心に演奏します。 

１．ララルー    ２．見上げてごらん夜の星を   

３．二つのギター  ４．夏の思い出    

５．イエスタディ・ワンス・モア 

６．また君に恋している  ７．ワルツ・ピカピカ 

 

 

１３：１０～１３：３５ 

  ◇複音ハーモニカの合奏            
   ハーモニカの懐かしい合奏をお聴きくだ 

さい。 （ハーモニーメイツひまわり） 
     ①演歌風童謡    ②ああ上野駅   

③青い山脈     ④高校三年生 

⑤港町十三番地   ⑥水色のワルツ  

 ⑦夏の歌メドレー   

 
１３：３５～１３：５５ 

  ◇ギターの小さな音楽会    （二葉ギターの歩（アユミ））        
       ギターの二重奏とソロでお楽しみください。 

二重奏 １．ランクラージュマン   Ｆ・ソル 作曲     

独奏  ２．船歌     メンデルスゾーン 作曲  

 

〈 １１ 〉 
 

 

 

 

 



 １３：５５～１４：１５ 

  ◇子どもたちによる日本舞踊（菊の会 東村山グループ（カルチャー サークル）） 

   幼稚園から中学生まで、総勢１９名が、この日の為に一生懸命練習を重ねてきました。 

   明るく元気に踊りますので、温かい拍手をお願いします。 

     ①花笠音頭   ②飾山囃子～秋田音頭   ③紅花摘みの唄     

④伊勢音頭   ⑤よへほ節   ⑥ふるさと囃子   ⑦豊年こいこい 

 
１４：１５～１４：３５ 

  ◇手話ダンス                     （手話ダンス 虹） 

    手話ダンスは歌の内容を手話で表現し、足でリズムをとって踊ります。 

    障害のある方々にも楽しんでいただける様ボランティア活動を行っています。 

    ①そして想い出    ②一人の手   ③夜明けの歌   ④あなたにありがとう 
 

 
１４：３５～１４：５５ 

  ◇詩舞って何？    （詩
し

舞
ぶ

 藤
ふじ

の会
かい

） 

     無地の紋付に袴という装いで、扇を 
使って、風景・心情を表わす舞踊です。   

    １．不識
ふ し き

庵
あん

 幾山
き ざ ん

を 撃つの図に題
だい

す。 

     （川中島における上杉氏・武田氏の戦い）     

２．天草
あまくさ

洋
なだ

に泊
はく

す （外洋の広々とした、 

すばらしさ、雄大なさまを表現している。） 

３．武田節          
 

 
１４：５５～１５：２５ 

◇越中おわら風の盆踊り        （越中おわら風の華東村山社中）      
   「越中おわら風の盆踊り」は富山県八尾に 

   江戸時代初期から伝わる盆踊りです。 

   毎年二百十日にあたる９月１日から３日間 

   風害をしずめ五穀豊穣を願って八尾町１１ 

   地区がそれぞれ趣向をこらして、三味線、 

   太鼓、胡弓に合わせた歌と共に昼夜をかけ 

   て踊り明かします。 

男踊り ～ 女踊り ～ 流し踊り 

 

１５：２５～１６：２５ 
  ◇和太鼓 Performance！            （ドドーン稲妻ボンバーズ） 

   今年も、大好きな家族、仲間と、舞台に立つ事が出来ます。最高の幸せです。 

   「Let’s enjoy！」  

    １．寄せ太鼓・元気打ち   

—さる、かに話—   

２．どん囃子 Ⅰ ３．どん囃子 Ⅱ ４．どん囃子 Ⅲ  ５．どん囃子 Ⅳ ６．空かける   

—さる・かに話、終了— 

７．くぬぎ囃子   ８．「Masquerade」Hey！Say！Showa！Jump。     

９．土太鼓      １０．一騎打ち 

〈 １２ 〉 

 

 


