
へ菫源公民毎聞備 20周 年 地え出身&公民傷利用者・地戌の皆さんによる

1應A董原が
一
の をん

ゾ 量ゲラ憑
八重原公民館 iま、平成 29年 4月 1日 に開館満 20年を迎えます。

かつて松本ピアノの製造工場があり、市民文イヒホールを有するなど、

文化の香り高い八重原の地。

この地で生まれ育ち、世界にはばたき、そして音楽を糧に活躍する皆さん、

また、これを機に音楽を楽しむ皆さんが

実い 。学び 。つながる場 を目指し、

開館 20周年記念廊ンサートを開1崖 します。

1月 盪8日 に斡
八重燒公貪蝙 レクリ轟―シ罐レポール

曼付 13:3◎ m演 14:ool纏演15:30予定)

1入重原公民館朧饉26周年記念実行委轟‐会■
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1.八重原公民館開館 20周年記念男声合唱団

開館 20周年記念コンサート限定で結成したメンバーです !

指  揮 星野 行江

ピアノ伴奏 吉川みくり

テナー I 小川 幸雄 /金 田 康宏 /。歓迎の歌

・遠くへ行きたい (中村ハ大)

。上を向いて歩こう (中村ハ大)

。いざたて戦人よ !(グラすハム)

テナーⅡ

バリトン

ペ ー ス

春山 誠臣

柴田 賀和

平野 若義

早川 博

山川庸次郎

小倉 博史

町田吉太郎

/高橋 秀像 /

/日 向 俊士 /

/Jヽ野 正臣 /
2.ヴァイオリン独奏

・ 愛の挨拶 (コレガー)

・タイスの瞑想曲 (マスネ)

【ヴアイオリン】

小 泉有 にいずみ ある)

昭和小学校 日召和中学校

卒業。中学校の音楽教師と

して子どもたちに音楽の楽し

さを教え、地元での演奏活

動も行う。

3.ピアノ独奏

。「6つのビアノ小品 作品 118」 ょり

第 1曲 間奏曲 (プラームス)

。ロンド ニ長調 (モーツアルト)

【ピアノ伴奏】

村松恵(むらまつ めぐみ)

八重原小学校 ′ヽ重原中

学校卒業。アメリカ留学しピ

アノを学ぶ。帰国後地元に

密藩した演奏会で活躍中。

伊東聖香 (いとう せしい )

外箕輸小学校 ノヽ重原中学

校卒業.市内で図書館コン

サート、名曲コンサートに出

演する他多方面で活躍中。



|‐
|‐欅 ‐‐

|●
=|■

|  ‐‐

演奏プログラム

第 II部

1.ソプラノ独唱

・鐘が鳴ります (山田靭0
・薔薇 (トスティ)

。オペラ<シチリア島のタベの祈り>ょり   ヽ

「ありがとう、愛する友よ」(ヴェルディ)

【ソプラノ】

平田雅子
(ひらた まさこ)

八重原小学校 ノヽ重

原中学校卒業。イタリ

アに留学し、オペラを

学ぶ。現在は音楽の

教師として活躍中。

【ピアノ伴奏】村松 恵

2.ピアノ独奏

。ノクターン 変二長調

Op,27-2(シ ョバン)

。ポロネーズ「英雄」(シ ョバン)

3.マ リンバ独奏

・橋をわたつて (高橋悠治)

・アメージンググレイス

山本貴美子

(やまもと きみこ)

八重原小学校 ノヽ重原中学

校卒業。アメリカ留学後、君

津少年少女合唱団に関わる

など、君津を拠点に活躍

中.

若鏑久美子

(わかなべ くみこ)

北子安小学校・君津中学

校卒業。現在、打楽器奏

者として様々な楽器とのコ

ラボレーションを試みるな

ど、多方面で活躍中。



☆「麗饉 20圃筆記念タオル」を限定販売中☆

八重原伏民館開館 20周年記念実行委員会では、記念事業実施の賛助金のご協力をお願いして

います。このたび、PFi館 20周年の0ゴときみびよんがデザインされたタオルを作成しました。

1本 500円、ピンク、プルー、イエローの3色があります。ぜひお求めください☆

関館 20周年記念事業

(1)記念式典及び祝賀会

平成 29年 2月 25日 (上 :

(2) 記念事業

① 開館 20周年記念 おばけ屋敷

平成 28年 7月 26日 (火 )開催 / 48組  162名 参加

② 自然体験教室でかかしづくり

平成 28年 8月
'日

(日 )実施 / S体作成

「親千米づくり教室Jを開催 している国んばに設置 文化祭で展示 ‐

O 文化祭 特月1企 画

蠅 域のお囃子の祭典J 平成 28年 11月 5日 (土 )

記念展示 20年 間の事業及びサークルの歩み

O 開館 20周 年記念自然観察会

平成 2S年 12提 12日 (士 )実施 1 16名 参加

大道沢公園にて実施.

0 開館 20周 年記念コンサー ト

平成 29年 1月 28日 1土

'ノヽ重原地区出身若手音楽家によるコンサー ト

⑥ ′ヽ重原地区マップ作り

O 公民館の木(公民館へのメンセ~ジボ~ド
)

(3) 記念誌の発行

`      約 150ベ ージ

内容 :八重原地域の変遷 八重原公民館の変遷 事業の変遷・サークル紹介

・公民館利用 二ついてのアンケー  ` 等

輩 餞 量○覇単 翼念

暑簿輩入鷹轟織 菫鱗

(君津市南子安9-1フ ー2

lEL 0 4 3 9-55-1840)


