ドレミの歌 手のひらを太陽に バラが咲いた
私の城下町 瀬戸の花嫁 マイウエイ シクラ
高校三年生 学園広場 ああ・青春の胸の血は
翼をください 昴 乾杯 サボテンの花 心の
メンのかほり 霧の摩周湖 おもいで 恋 愛
我が青春
17才のこの胸に
令和３年
度 自 主 事 業 プ涙くんさよなら
ログラム
旅 22才の別れ 風 さすらい人の子守唄 い
の園 初恋のひと 夕べの秘密 恋のしずく
明日があるさ 若いってすばらしい 女学生
い日旅立ち 秋桜 大空と大地の中で 長い夜
小指の想い出 天使の誘惑 虹色の湖 愛の奇
青春の城下町 霧の中の少女 湖愁 若いふた
遠い世界へ さよならをするために 希望 あ
跡 ガンダーラ ダンシングオールナイト 未
り 泣かないで これが青春だ 霧にむせぶ夜
の素晴しい愛をもう一度 少年時代青葉城恋唄
来へ 真夜中のギター 恋のバカンス 太陽が
雨に咲く花 友だち 青い世界 愛に生き平和
贈る言葉 四季の歌 旅人よお嫁においで 遠
くれた季節 雨のバラード 学生街の喫茶店
に生きる201. 川の流れのように お祭りマン
くへ行きたい 喝采 終着駅 学生時代 青春
ふれあい 虹と雪のバラー 下町の太陽 虹に
ボ 越後獅子の歌 旅姿三人男 勘太郎月夜唄
時代 なごり雪 イチゴ白書 花のメルヘン
つづく道 岬めぐり 神田川 白い色は恋人の
大利根月夜 人生劇場 君恋し 鐘の鳴る丘
今日も夢みる 会いたい ＰＲＩＤＥ 今日の
色 京都の恋 幸せなら手をたたこう 世界は
リンゴの唄 古城 武田節 星屑の街 リンゴ
日はさようなら 異邦人 恋人よ 白いブラン
二人の為に あなたの心に もしも明日が お
村から 南国土佐を後にして アカシヤの雨が
コ 帰らざる日々 君に捧げるほろ苦いブルー
よげたいやきくん 知床旅情 日立の木 どこ
止むとき 月がとっても青いから ここに幸あ
ス 万里の河 上を向いて歩こう 小さな日記
までもゆこう さくら 365歩 のマーチ タ
り 新妻に捧げる歌 つぐない 別れの予感
精霊流し 案山子 北の国から 夜明けのスキ
フ・ワ フ・ワイ カイマナヒラ アロハオエ
女の意地 昭和枯れすすき 抱擁 酒よ 君に
ヤット 時代 糸 わかれうた 地上の星 私
小さな竹の橋 森の小径 幸せはここに 別れ
あいたい 白いサンゴ礁 青い山脈 憧れのハ
の城下町 瀬戸の花嫁 マイウエイ シクラメ
の磯千鳥 島唄 涙そうそう 花 花はどこへ
ワイ航路 高原列車は行く 誰か故郷を想わざ
ンのかほり 霧の摩周湖 おもいで 恋 愛の
行った おお牧場はみどり いとしのクレメン
る 東京ラプソディ 旅の夜風 山小舎の灯
園 初恋のひと 夕べの秘密 恋のしずく 小
タイン レッドリバーの谷 谷間のともしび
緑の地平線 湖畔の宿 森の水車 長崎の鐘
指の想い出 天使の誘惑 虹色の湖 愛の奇跡
故郷の人々 故郷の廃家 ウォルシング・マチ
異国の丘 丘を越えて 湯の町エレジー 緑の
ガンダーラ ダンシングオールナイト 未来へ
ルダ カチューシャ 久しき昔 ローレライ
牧場 アルプスの牧場 青春のパラダイス 私
真夜中のギター 恋のバカンス 太陽がくれた
思い出のグリーングラス 愛の讃歌 枯葉 百
は街の子 あこがれの郵便馬車 山の人気者
季節 雨のバラード 学生街の喫茶店 ふれあ
万本のバラ 恋心 想い出のソレンツァラ ラ
白い花の咲く頃 丘は花ざかり あの丘越えて
い 虹と雪のバラード 下町の太陽 虹につづ
ストダンスは私に サントワマミー ラ・ノビ
荒城の月 桜貝の歌 あざみの歌 惜別の歌
く道 岬めぐり 神田川 白い色は恋人の色
ア ケセラセラ エーデルワイス オブラ
心の窓に灯を 真白き富士の嶺 忘れな草をあ
京都の恋 幸せなら手をたたこう 世界は二人
ディ・オブラダ 遥かなる山の呼び声 カント
なたに 北上夜曲 石狩川悲歌 月の砂漠 み
の為に あなたの心に もしも明日が およげ
リーロード Ａｍａｚｉｎｇ Ｇｒａｃｅ 高
かんの花咲く丘 おもいでのアルバム 鉄腕ア
たいやきくん 知床旅情 日立の木 どこまで
校三年生 学園広場 ああ・青春の胸の血は
トム あしたのジョー 宇宙戦艦ヤマト 箱根
もゆこう さくら
365歩のマーチ タフ・ワ
我が青春 17才のこの胸に 涙くんさよなら
八里 鉄道唱歌 うさぎとかめ 一寸法師 浦
ウクレレの優しい音色に合わせて
フ・ワイ カイマナヒラ アロハオエ 小さな
明日があるさ 若いってすばらしい 女学生
島太郎あおげば尊し 心の世界 月光値千金
竹の橋 森の小径愛唱歌を楽しく歌いましょう♪
幸せはここに 別れの磯千
青春の城下町 霧の中の少女 湖愁 若いふた
洒落(しゃれ)男 関白宣言 海の底で歌う唄
鳥 島唄 涙そうそう 花 花はどこへ行った
り 泣かないで これが青春だ 霧にむせぶ夜
悲しみは駆け足でやって来る だいせんじがけ
おお牧場はみどり懐かしい歌を歌ってみたい！
いとしのクレメンタイン
雨に咲く花 友だち 青い世界 愛に生き平和
だらなよさ ふりむかないで 何故に二人はこ
レッドリバーの谷 谷間のともしび 故郷の
に生きる201. 川の流れのように お祭りマン
こに 二人の世界 花 春の唄 牧場の朝 夏
人々 故郷の廃家 ウォルシング・マチルダ
は来ぬ 夏の思い出 浜辺の歌 里の秋 もみ
声を出してみたい！ボ 越後獅子の歌 旅姿三人男 勘太郎月夜唄
カチューシャ 久しき昔 ローレライ 思い出
大利根月夜 人生劇場 君恋し 鐘の鳴る丘
じ 冬の夜 ブルーシャトー 何処へ 星に祈
のグリーングラス 愛の讃歌
枯葉 百万本の
リンゴの唄 古城 武田節 星屑の街 リンゴ
りを 亜麻色の髪の乙女 バラ色の雲 若者た
どなたでも歓迎です！
バラ 恋心 想い出のソレンツァラ ラストダ
村から 南国土佐を後にして アカシヤの雨が
ち 思い出の渚 夕日とともに 廃墟の鳩 エ
ンスは私に サントワマミー ラ・ノビア ケ
止むとき 月がとっても青いから ここに幸あ
メラルドの伝説 関白失脚 風に立つライオン
セラセラ エーデルワイス オブラディ・オブ
り 新妻に捧げる歌 つぐない 別れの予感
償い 切手のないおくりもの あなたとならば
ラダ 遥かなる山の呼び声 カントリーロード
女の意地 昭和枯れすすき 抱擁 酒よ 君に
陽はまた昇る ともよ 千の風になって ビ
Ａｍａｚｉｎｇ Ｇｒａｃｅ 高校三年生 学
あいたい 白いサンゴ礁 青い山脈 憧れのハ
リーブ この街で 我ら人生60から あなたは
園広場 ああ・青春の胸の血は 我が青春 17
ワイ航路 高原列車は行く 誰か故郷を想わざ
どちら おとうさん みなさん ありがとう
才のこの胸に 涙くんさよなら 明日があるさ
る 東京ラプソディ 旅の夜風 山小舎の灯
硝子のジョニー 赤いグラス いつでも夢を
若いってすばらしい 女学生 青春の城下町
緑の地平線 湖畔の宿 森の水車 長崎の鐘
母さんの歌 花とおじさん ともだち 世界に
霧の中の少女 湖愁 若いふたり 泣かないで
異国の丘 丘を越えて 湯の町エレジー 緑の
一つだけの花 愛は勝つ みどりのそよ風 浜
これが青春だ 霧にむせぶ夜 雨に咲く花 友
牧場 アルプスの牧場 青春のパラダイス 私
千鳥 一人の手 ありがとうの唄 雪国 北国
だち 青い世界 愛に生き平和に生きる201.
は街の子 あこがれの郵便馬車 山の人気者
の春 小樽の人よ 津軽海峡冬景色 矢切の渡
川の流れのように お祭りマンボ 越後獅子の
白い花の咲く頃 丘は花ざかり あの丘越えて
し 千曲川 みちのくひとり旅 北の宿から
歌 旅姿三人男 勘太郎月夜唄 大利根月夜
荒城の月 桜貝の歌 あざみの歌 惜別の歌
圭子の夢は夜ひらく 氷雨 くちなしの花 酒
人生劇場 君恋し 鐘の鳴る丘 リンゴの唄
心の窓に灯を 真白き富士の嶺 忘れな草をあ
と泪と男と女 すきま風 さすらい みちずれ
古城 武田節 星屑の街 リンゴ村から 南国
なたに 北上夜曲 石狩川悲歌 月の砂漠 み
二人の世界 夜霧よ今夜も有難う 銀座の恋の
土佐を後にして アカシヤの雨が止むとき 月
かんの花咲く丘 おもいでのアルバム 鉄腕ア
物 有楽町で逢いましょう ブルーライト横浜
がとっても青いから ここに幸あり 新妻に捧
トム あしたのジョー 宇宙戦艦ヤマト 箱根
人生いろいろ 雨の慕情 吾亦紅 琵琶湖周航
げる歌 つぐない 別れの予感 女の意地 昭
八里 鉄道唱歌 うさぎとかめ 一寸法師 浦
の歌 ドレミの歌 手のひらを太陽に バラが
和枯れすすき 抱擁 酒よ 君にあいたい 白
島太郎あおげば尊し 心の世界 月光値千金
咲いた 翼をください 昴 乾杯 サボテンの
いサンゴ礁 青い山脈 憧れのハワイ航路 高
洒落(しゃれ)男 関白宣言 海の底で歌う唄
花 心の旅 22才の別れ 風 さすらい人の子
原列車は行く 誰か故郷を想わざる 東京ラプ
悲しみは駆け足でやって来る だいせんじがけ
守唄 いい日旅立ち 秋桜 大空と大地の中で
ソディ 旅の夜風 山小舎の灯 緑の地平線
だらなよさ ふりむかないで 何故に二人はこ
長い夜 遠い世界へ さよならをするために
湖畔の宿 森の水車 長崎の鐘 異国の丘 丘
こに 二人の世界 花 春の唄 牧場の朝 夏
希望 あの素晴しい愛をもう一度 少年時代青
を越えて 湯の町エレジー 緑の牧場 アルプ
は来ぬ 夏の思い出 浜辺の歌 里の秋 もみ
葉城恋唄 贈る言葉 四季の歌 旅人よお嫁に
スの牧場 青春のパラダイス 私は街の子 あ
じ 冬の夜 ブルーシャトー 何処へ 星に祈
おいで 遠くへ行きたい 喝采 終着駅 学生
こがれの郵便馬車 山の人気者 白い花の咲く
りを 亜麻色の髪の乙女 バラ色の雲 若者た
時代 青春時代 なごり雪 イチゴ白書 花の
頃 丘は花ざかり あの丘越えて荒城の月 桜
ち 思い出の渚 夕日とともに 廃墟の鳩 エ
メルヘン 今日も夢みる 会いたい ＰＲＩＤ
場 所：せたがや
がやがや館
３階 交流室
貝の歌 あざみの歌 惜別の歌 心の窓に灯を
メラルドの伝説
関白失脚 風に立つライオン
Ｅ 今日の日はさようなら 異邦人 恋人よ
真白き富士の嶺 忘れな草をあなたに 北上夜
償い 切手のないおくりもの あなたとならば
白いブランコ 帰らざる日々 君に捧げるほろ
講 師：MAK綱島（歌とトーク）
曲 石狩川悲歌 月の砂漠 みかんの花咲く丘
陽はまた昇る ともよ 千の風になって ビ
苦いブルース 万里の河 上を向いて歩こう
おもいでのアルバム 鉄腕アトム あしたの
リーブ この街で 我ら人生60から あなたは
小さな日記 精霊流し 案山子 北の国から
参加料：２５００円（全６回）
※１回から参加も可
５００円/1回 時代 糸 わかれうた
ジョー 宇宙戦艦ヤマト 箱根八里 鉄道唱歌
どちら おとうさん みなさん
ありがとう
夜明けのスキヤット
うさぎとかめ 一寸法師 浦島太郎あおげば尊
硝子のジョニー 赤いグラス いつでも夢を
地上の星 私の城下町 瀬戸の花嫁 マイウエ
定 員：各回
２０名花とおじさん
(当日空きがあれば参加可能)
し 心の世界 月光値千金 洒落(しゃれ)男
母さんの歌
ともだち 世界に
イ シクラメンのかほり 霧の摩周湖 おもい
関白宣言 海の底で歌う唄 悲しみは駆け足で
一つだけの花 愛は勝つ みどりのそよ風 浜
で 恋 愛の園 初恋のひと 夕べの秘密 恋
やって来る だいせんじがけだらなよさ 持ち物：マスク
ふり
千鳥 一人の手
ありがとうの唄 雪国 北国
のしずく 小指の想い出 天使の誘惑 虹色の
飲み物（水分補給のための）
むかないで 何故に二人はここに 二人の世界
の春 小樽の人よ 津軽海峡冬景色 矢切の渡
湖 愛の奇跡 ガンダーラ ダンシングオール
花 春の唄 牧場の朝 夏は来ぬ 夏の思い出
し 千曲川 みちのくひとり旅 北の宿から
ナイト 未来へ 真夜中のギター 恋のバカン
※感染症対策の取り組みにご協力をお願いいたします。
浜辺の歌 里の秋 もみじ 冬の夜 ブルー
圭子の夢は夜ひらく 氷雨 くちなしの花 酒
ス 太陽がくれた季節 雨のバラード 学生街
シャトー 何処へ 星に祈りを 亜麻色の髪の
と泪と男と女 すきま風 さすらい みちずれ
の喫茶店 ふれあい 虹と雪のバラー 下町の
※歌集は貸し出します。
乙女 バラ色の雲 若者たち 思い出の渚 夕
二人の世界 夜霧よ今夜も有難う 銀座の恋の
太陽 虹につづく道 岬めぐり 神田川 白い
日とともに 廃墟の鳩 エメラルドの伝説 関
物 有楽町で逢いましょう ブルーライト横浜
色は恋人の色 京都の恋 幸せなら手をたたこ
白失脚 風に立つライオン 償い 切手のない
人生いろいろ 雨の慕情 吾亦紅 琵琶湖周航
う 世界は二人の為に あなたの心に もしも
おくりもの あなたとならば 陽はまた昇る
の歌 ドレミの歌 手のひらを太陽に バラが
明日が およげたいやきくん 知床旅情 日立
◆お申し込み・お問合せは、お電話またはがやがや館3階受付で。
ともよ 千の風になって ビリーブ この街で
咲いた 翼をください 昴 乾杯 サボテンの
の木 どこまでもゆこう さくら 365歩の
TEL ０３－６４５０－７９０８
（9：00～22：00
休館日風第3日曜）
我ら人生60から
あなたはどちら おとうさん
花 心の旅 22才の別れ
さすらい人の子
マーチ タフ・ワ フ・ワイ カイマナヒラ
みなさん ありがとう 硝子のジョニー 赤い
守唄 いい日旅立ち 秋桜 大空と大地の中で
アロハオエ 小さな竹の橋 森の小径 幸せは
※当館のイベントは、新型コロナ感染症の状況により、延期や中止の可能性があります。
グラス
いつでも夢を 母さんの歌 花とおじ
長い夜 遠い世界へ さよならをするために
ここに 別れの磯千鳥指定管理者㈱オーエンス
島唄 涙そうそう 花
さん ともだち 世界に一つだけの花 愛は勝
希望 あの素晴しい愛をもう一度 少年時代青
花はどこへ行った おお牧場はみどり いとし
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♦開催日程♦

水曜日 １０：００～１１：４５ （全６回）

（ 1 回 か ら で も 参 加 で き ま す ！ ）

９/１５、 9/２９、 １０/１３、 10/２７、 １１/１７、 １２/１

