
フレンドリーシンガーズ演奏曲目
○定期演奏会

第１回 日時：２００１年３月１７日（土）場所：アミュゼ柏クリスタルホール第２回 日時：２００３年９月２７日（土）場所：アミュゼ柏クリスタルホール
フレンドリーシンガーズ　ファミリーコンサート フレンドリーシンガーズ　アニバーサリーコンサート

大門康彦 大門康彦 　・・生涯現役ときわ会創立１０周年記念公演・・
麻生真紀 演奏曲目 麻生真紀 演奏曲目
中村ひろみ　ステージⅠなつかしき想い出 中村ひろみ　ステージ１ なつかしき世界の歌

思い出（Long Long ago) ロングロングアゴー
ロッホ・ローモンド アニーローリー
赤い靴 グリーンスリーブス
遙かな友に ロンドンデリーの歌
野ばら（ウエルナー） 　ステージ２ にっぽんの叙情歌

　ステージⅡふるさとの四季 荒城の月
故郷 浜辺の歌
春の小川 ゴンドラの歌
朧月夜 早春賦
鯉のぼり 箱根八里
茶摘   ステージ３ 皆さんとご一緒に
夏は来ぬ きみに会えて
われは海の子 　ステージ４ 今よみがえる愛唱歌
紅葉 大空賛歌
冬景色 大きな古時計
雪 翼をください
故郷 「アニー」より”Tomorrow"

　ステージⅢみなさんとご一緒に
花の街

　ステージⅳ私たちの青春賛歌
あの素晴らしい愛をもう一度
知床旅情
風になりたい
きみに会えて
少年時代
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第３回 日時：２００７年４月２２日（日）場所：アミュゼ柏クリスタルホール第４回 日時：２０１０年９月１８日（土）場所：アミュゼ柏クリスタルホール
フレンドリーシンガーズ　メモリアルコンサート 合唱団創立１５周年記念　フレンドリーシンガーズ

大門康彦 　ーおかげさまで１２年ー 大門康彦 　　第４回演奏会
麻生真紀 演奏曲目 麻生真紀 演奏曲目
中村ひろみ　　StageⅠ 想い出 中村ひろみ 1 みらい・あすに向かって

ロングロングアゴー 未来
待ちぼうけ TOMORROW
赤とんぼ 夢をあきらめないで
島歌 ひとつの朝
牧場の朝 2 心をゆらせて
箱根八里 心の四季から

　　StageⅡ 世界の愛唱歌 　風が
ローレライ 　みずすまし
野ばら（シューベルト・ウエルナー） 　山が
シャンソン 　真昼の星
ヴィヴィラ・コンパニ― 3 あの感動をふたたび
故郷をはなるる歌 　ドキュメンタリー映画「あぶあぶあの奇跡」から

　　StageⅢ おかげさまで１２年 WITH　YOU　SMILE
ふるさとの四季から 4 思いでの唱歌
故郷 　ふるさとの四季　全曲
春の小川 故郷
朧月夜 春の小川

　　Stageⅳ 合唱曲から 朧月夜
心の四季　より　－風がー 鯉のぼり
会いたくて 茶摘
大地讃頌 夏は来ぬ

われは海の子
村祭
紅葉
冬景色
雪
故郷
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第５回 日時：２０１４年１２月7日（日）場所：アミュゼ柏クリスタルホール 第６回　 日時：２０１９年９月２８日（土）場所：スターツおおたかの森ホール
フレンドリーシンガーズ　第５回演奏会 フレンドリーシンガーズ第６回演奏会

大門康彦 大門康彦
麻生真紀 演奏曲目 榊原道子 演奏曲目
朗読　 1 ほのぼのにほんのうた 1 素敵な歌への誘い
　佐藤艶子 知床旅情 スタート→ロングロングアゴー

あなたが歌うとき きみ歌えよ
椰子の実 あの素晴らしい愛をもう一度
落葉松 島唄

2 混声合唱のための組曲ー旅ー 君をのせて
旅立つ日 美しく青きドナウ
村の小径で 2 混声合唱とピアノのためのイタリア歌めぐり
旅のよろこび サンタ・ルチア
なぎさ歩めば 女心の唄
かごにのって 帰れソレントへ
旅のあとに わが太陽よ
行こうふたたび フニクリ・フニクラ

3 歌いましょうご一緒に 3 会場の皆さんとご一緒に
「この街で」 高原列車は行く

4 懐かしのロシア民謡 見上げてごらん夜の星を
バイカル湖のほとり インスタントコーラス
カリンカ 　　　→春が来た　夏は来ぬ　ジングルベル
赤いサラファン 4 混声合唱組曲　水のいのち
アムール河の波 〇 アンコール

けやき
君に会えて
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○音楽フェスタ
生涯現役ときわ会創立２０周年記念
日時：２０１３年５月２６日（日）場所：アミュゼ柏クリスタルホール

大門康彦
麻生真紀 演奏曲目

1 混声合唱のための組曲「旅」より
旅のよろこび
なぎさ歩めば
行こうふたたび

2 「ふるさとの四季」より
故郷
春の小川
朧月夜
鯉のぼり
茶摘
夏は来ぬ
故郷

3 知床旅情
4 エイシア

生涯現役ときわ会創立25周年記念
日時：２０１８年７月２９日（日）場所：アミュゼ柏クリスタルホール

大門康彦
榊原道子 演奏曲目

1 美しく青きドナウ
2 アムール河の波
3 きみ歌えよ
4 知床旅情
5 混声合唱とピアノのための「イタリア歌めぐり」から

サンタ・ルチア
女心の唄
フニクリ・フニクラ
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○大門コーラスファミリー演奏会
第１回 日時：２００９年２月２２日（日） 場所：柏市民文化会館大ホール第２回 日時：２０１２年１０月１４日（日） 場所：柏市民文化会館大ホール

演奏曲目 演奏曲目
合同 大地讃頌 合同 大地讃頌

心の四季 「コタンの歌」より
  風が 　舟漕ぎ歌
　みずすまし 　マリモの歌
　流れ 　臼搗き歌
　山が アンコール
　愛そして風 　ほほえみ
　真昼の星 フレンドリー、BE、ムジーク・フロイント３団体合同
アンコール 　 混声合唱「アジア」より
　わたりどり 　エイシア

フレンドリー フレンドリー
夢をあきらめないで 「旅」より
あいたくて 　旅立つ日

　なぎさ歩めば
　かごにのって
　行こうふたたび

第３回 日時：２０１６年１０月１６日（日）場所松戸・森のホール２１
演奏曲目
合同 大地讃頌

ひとつの時代
　ひとつの時代
　わすれなぐさ
　乾杯の歌
アンコール
　ケヤキ

フレンドリー
浜辺の歌
祝婚歌
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○合唱の集い
第２６回 日時：２００７年６月２４日（日）場所：柏市民文化会館大ホール第２７回 日時：２００８年６月２２日（日）場所：柏市民文化会館大ホール

演奏曲目 演奏曲目
野ばら（シューベルト・ウエルナー） 「心の四季」より
あの素晴らしい愛をもう一度 　みずすまし

　夢をあきらめないで

第２８回 日時：２００９年６月２０日（土）場所：柏市民文化会館大ホール第２９回 日時：２０１０年７月４日（日）場所：柏市民文化会館大ホール
演奏曲目 演奏曲目

「心の四季」より　山が 「ひとつの朝」より　ひとつの朝
冬が来る前に TOMORROW
　

第３０回 日時：２０１１年６月１９日（日）場所：柏市民文化会館大ホール第３１回 日時：２０１２年６月１０日（日）場所：柏市民文化会館大ホール
演奏曲目 演奏曲目

カントリー・ロード 「旅」より
知床旅情 　かごにのって

　行こうふたたび

第３２回 日時：２０１３年６月９日（日）場所：柏市民文化会館大ホール第３３回 日時：２０１４年７月６日（日）場所：アミュゼ柏クリスタルホール
演奏曲目 演奏曲目

「旅」より　旅のよろこび 赤いサラファン
エイシア アムール河の波

第３４回 日時：２０１５年６月２１日（日）場所：柏市民文化会館大ホール第３５回 日時：２０１６年７月１０日（日）場所：柏市民文化会館大ホール
演奏曲目 演奏曲目

アニーローリー ローレライ
カリンカ 野ばら

ウイーンわが夢のまち

第３６回 日時：２０１７年６月２５日（日）場所：柏市民文化会館大ホール第３７回 日時：２０１８年６月２４日（日）場所：柏市民文化会館大ホール
榊原道子 演奏曲目 榊原道子 演奏曲目

美しく青きドナウ サンタ・ルチア
フニクリ・フニクラ

第３８回 日時：２０１９年６月２３日（日）場所：柏市民文化会館大ホール
榊原道子 演奏曲目

女心の唄
島唄
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○大門会総会コンサート
第４回総会 日時：２００６年９月１８日（月祝）　 第17回 日時：２０２１年10月23日（土）　場所：柏市文化会館小ホール

演奏曲目 「故郷をはなるる歌」 演奏曲目　　「心の声」
第５回 日時：２００８年１１月２日（日）　場所：ニチイ学館研修センター 　　 全体合唱「リフレイン」 「きみ歌えよ」

　　演奏会なし
第６回 日時：２００９年１０月４日（日）　場所：ニチイ学館研修センター

演奏曲目 「冬が来る前に」
全体合唱：　大地讃頌　わたりどり　心の四季から「風が」

第７回 日時：２０１０年１０月１０日（日）　場所：れいたくキャンパスプラザ
演奏曲目 「未来」「TOMORROW」

全体合唱：　大地讃頌　
第８回 日時：２０１１年１１月１９日（土）　場所：ABBYホール

演奏曲目 「行こうふたたび」「知床旅情」
全体合唱：　大地讃頌　ほほえみ

第９回 日時：２０１２年１０月８日（月祝）　場所：松戸市小金市民センター
　　演奏会なし

第１０回 日時：２０１３年９月２８日（土）　場所：ABBYホール
演奏曲目 「行こうふたたび」

全体合唱：　大地讃頌　ほほえみ
第１１回 日時：２０１４年１０月５日（日）　場所：ABBYホール

演奏曲目　 「バイカル湖のほとり」「アムール河の波」
全体合唱：　ほほえみ　大地讃頌

第１２回 日時：２０１５年１０月２５日（日）　場所：ABBYホール
演奏曲目 「野ばら」「ウイーンわが夢のまち」

全体合唱：　ほほえみ　大地讃頌　ケヤキ
第１３回 日時：２０１６年１０月１５日（土）　場所：さわやか千葉県民プラザ

　　演奏会なし
第１４回 日時：２０１７年１０月２１日（日）　場所：ABBYホール

演奏曲目 「水のいのち」より「水たまり」
全体合唱：　きみ歌えよ　ケヤキ

第１５回 日時：２０１８年１０月１４日（日）　場所：ABBYホール
演奏曲目 「サンタ・ルチア」「美しく青きドナウ」　

余興に「フニクリ・フニクラ（鬼のパンツ）」
全体合唱：　きみ歌えよ　ケヤキ

第16回 日時：２０１９年10月20日（日）　場所：ABBYホール
演奏曲目　　「水のいのち」より「水たまり」
　　 余興に「島唄」

全体合唱：　「リフレイン」 「きみ歌えよ」
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〇ボランティアコーラス
平成２６年７月１８日（金）　ケアハウス「つるの家」
演奏曲目

ロシア民謡より アムール河の波　赤いサラファン
日本の歌より 落葉松　知床旅情
「旅」より なぎさ歩めば　かごにのて
ふるさとの四季より 春の小川　朧月夜　鯉のぼり　

われは海の子
平成２８年４月２２日（金）　ケアハウス「つるの家」
演奏曲目

ふるさとの四季
アニーローリー
ウイーンわが夢のまち 他

平成２９年８月２５日（金）　ケアハウス「つるの家」
演奏曲目

知床旅情
ふるさとの四季 故郷　夏は来ぬ　われは海の子　村祭り
美しく青きドナウ

平成２９年１０月１９日（金）　ふれあいの集い
柏市グループホーム連絡会主催
　さわやか千葉県民プラザ大ホール

演奏曲目
知床旅情
水たまり
ふるさとの四季 故郷　村祭り　紅葉
美しく青きドナウ

平成30年１１月２日（金）　輝陽園小規模特養・グループホーム
演奏曲目

知床旅情 瀬戸の花嫁　見上げてごらん夜の星を
高原列車は行くよ
イタリアの歌 サンタ・ルチア　女心の唄　

フニクリ・フニクラ
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日時：２０１９年９月２８日（土）場所：スターツおおたかの森ホール
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