＜GUEST PROFILE＞
Soplano 古川 和代 -Kazuyo Furukawa国立音楽大学声楽科卒業、同大学院オペラ科修了。
劇団四季では「オペラ座の怪人」のカルロッタ役で出演し
た。
現在は東京家政大学、和光大学非常勤講師。

Piano/シンセサイザー
川口 順子 -Junko Kawaguchi桐朋学園大学短期大学部ピアノ科卒業。
卒業後は後進の指導を勤める他、女声合唱団の伴奏、ブラ
イダルプレイヤー、シャンソンの伴奏などで活躍中。

ピュアクレール
～ご挨拶～
本日は16回目のエンジョイミュージックにお越し頂きあ
りがとうございます。
今回は初のライブハウスでの開催、しかもピアノ以外の楽
器まで伴奏に加わって頂き、今までとは一味違ったVol.16
になりそうで皆ワクワクしています。
かつて舞台で共演した古川和代さん始めご協力頂いたスタ
ッフの方々、そしてご来場頂いたお客様に心より感謝申し
上げます。
どうぞ秋のひと時ピュアクレールライブを楽しんで頂けま
すように。
ピュアクレール 鈴木 喬子

◇◆募金のお願い◆◇

Piano/鍵盤ハーモニカ 菅谷 詩織 -Shiori Sugayaピアニスト・鍵盤ハーモニカ奏者・作編曲家。
クラシックベースな感性であらゆるジャンルにおいてコン
サート、テレビ、ラジオなどで演奏活動をする傍ら、オリ
ジナル楽曲や劇伴音楽の制作などを行う。又鍵盤ハーモニ
カ・リコーダー・ピアノで『おんがくしつトリオ』として
も活動している。

Piano 須山 ひろみ -Hiromi Suyama-

Violin 中垣 真衣子 -Maiko Nakagaki-

◇◆レッスン生・ボランティアメンバー大募集◆◇
ピュアクレールでは新規レッスン生を受け付けております。ま
た、リジョイスハーモニーとしてボランティアにご協力いただ
ける方も募集しております。お気軽にお問い合わせください。
E-mail：pureclaire2017@gmail.com
（ピュアクレール事務局）
詳しくは、サイトをご覧ください。
URL：https://pureclaire.jp

地下鉄関内駅
関内大通り

馬車道

神戸女学院大学音楽学部在学中にジャズに出会い、関西一
円のライブに出演し、プロ活動を開始。
現在ヤマハトップデモンストレーターとして日本各地で演
奏、様々なアーティストのライブサポート、スタジオミュ
ージシャンとしてクラシックのみならずジャズ、シャンソ
ン、ラテンと守備範囲の広いバイオリニストとして活動中。

昨年行いましたチャリティコンサートでは、皆様のあたたかい
ご支援により、273枚のチケット代全額を含む、34万円もの金
額を東日本大震災復興支援財団様へ寄付させていただくことが
できました。本当にありがとうございました。今回も北海道胆
振東部地震への募金箱を設置させていただきます。皆様のご協
力をお願い申し上げます。

簡単アクセス！

国立音楽大学教育音楽学部卒業。
現在、コンサート、童謡の会等において声楽や器楽の伴奏
を務める。

Enjoy Music ! Vol.16

至桜木町

横浜
スタジアム
北口

●セルテ

JR 関内駅
至石川町
鎌倉街道

●みずほ銀行

イセザキモール

大岡川

（斎藤ビル 4F）

●↑交番

☆彡
フクロウの歌

☆彡 Tel/FAX:045-261-2685
JR 関内駅北口よりイセザキモール方向へ、モール入口右手少し先の吉田町
名店街に進んだ、吉田町信号前・吉田橋交番隣に建つ斎藤ビル4F 徒歩約4 分

日時：2018年11月4日（日）開演：15:00
（開場：14:30）
場所：フクロウの歌（JR関内駅より徒歩4分）《入場無料》

〜 1部 〜
1.「サイド・ショウ」より

11. アムステルダム
Piano：菅谷 詩織

Piano：川口 順子

作曲︓J.Brel

小泉 征一郎

作曲︓H.Krieger

小林 つづれ・片平 有美

12. ラストダンスは私と

Piano：須山 ひろみ

作曲︓D.Pomus

鈴木 喬子

2.「ルドルフ～ザ・ラスト・キス」より
作曲︓F.Wildhorn

作曲︓B.Howard

作曲︓F.Wildhorn

GOLD

古川 和代
14.「ラクメ」より

5.「マイ・フェア・レディ」より

Piano：川口 順子

だったらいいな

23.「MITSUKO

Piano：菅谷 詩織

～愛は国境を越えて～」より
作曲︓F.Wildhorn

古川 和代・鈴木 喬子

門川 明日香
24. つばさ

15. 秋のメドレー

永遠の瞬間
中野 彩美

秋の賛歌～夕焼小焼～ちいさい秋見つけた～
紅葉～村祭～赤とんぼ
リジョイス・ハーモニー
（古川 和代・鈴木 喬子・須田 晶子・門川 明日香・桑原 宙子・中野 彩美）

作曲︓太田 美知彦

中野 彩美
25. ひまわりの約束
作曲︓秦 基博

小林 つづれ

作曲︓F.Loewe

〜 2部 〜

高橋 麻琴

26.「PARAMUSHIR
～信じ続けた士魂の旗を掲げて～」より

6.「I love a piano」より
16. 星に願いを

I love a piano
作曲︓I.Berlin

Piano：須山 ひろみ

作曲︓L.Harline
Piano：川口 順子

作曲︓A.Menken

27. ファイト︕

作曲︓中島 みゆき

パート・オブ・ユア・ワールド

そばにいて

桑原 宙子

古川 和代
17.「リトル・マーメイド」より

7.「魔法にかけられて」より

幌筵島の唄

作曲︓NAOTO

石橋 由紀

片平 有美

作曲︓A.Menken

須田 晶子
作曲︓A.Webber

ナツコとヤヨイのデュエット

作曲︓萩野 清子

後ろを振り向かずに

花の二重唱

作曲︓L.Delibes

桑原 宙子

8.「キャッツ」より

22.「Bitter days, sweet nights」より

須田 晶子・古庄 美和

門川 明日香

作曲︓S.Levay

小泉 征一郎

13.Fly me to the moon

二人を信じて

3.「GOLD ～カミーユとロダン」より

Piano：川口 順子

作曲︓梁田 貞

どんな時も離れはしない

4.「レベッカ」より

21. 城ヶ島の雨

高橋 麻琴

作曲︓三木 たかし

18.「アナと雪の女王」より

メモリー
高野 美佐江（中野 彩美）

古川 和代

Let it go ～ありのままで～
作曲︓R.Lopez

石橋 由紀

9.「Anastasia」より
19.「エビータ」より

Journey to the past
作曲︓S.Flaherty

作曲︓A.Webber

古庄 美和

レインボー・ハイ

高野 美佐江（小林 つづれ・片平 有美）
20.O sole mio

10.Plaisir D'amour
作曲︓Martini

29.「The Greatest Showman」より
Never enough
作曲︓J.Paul

鈴木 喬子
30.「The Greatest Showman」より

Piano：川口 順子

This is me

作曲︓E.Capua

広瀬 晴子

28. 心の瞳

作曲︓J.Paul

広瀬 晴子

全員

