
出演者名 曲名 作曲 編曲

1 淵野辺吹くろう ふるさとは今もかわらず 新沼謙治 E.Syoji

2 妹尾教室 トルコ行進曲 モーツァルト

3 睦合南ハーモニカクラブかわせみ
シェルブールの雨傘-
ゴッドファーザー愛のテーマ M.Legrand,N.Rota 渡辺令子

4 ハッピーサークル 若者たち 佐藤　勝 小澤邦夫

5 平木幸男 情熱大陸 葉加瀬太郎

6 小池晴美 再会 吉田正 岩﨑重昭

7 クロモニカ平塚 空も飛べるはず 草野正宗 岡本吉生

8 ハーモニカわかば 童謡メドレー（毬と殿様、てるてる坊主、花祭り） 辻　光

9 岡田秋子 北国の春 遠藤実 岩﨑重昭

10 細江謙吉 波浮の港 中山晋平 岩﨑重昭

11 斉藤君江 母さんの歌 窪田聡 岩﨑重昭

12 梅村静恵 ロシア民謡メドレー ロシア民謡 岩﨑重昭

13 田中健生 月の沙漠 佐々木すぐる 岩﨑重昭

14 藤岡澄子 追憶 スペイン民謡 岩﨑重昭

15 星野直敏 行商人 ロシア民謡 佐藤秀廊

16 内藤俊明 ロンドンデリーの歌 イギリス民謡 佐藤秀廊

17 藤田敬男 トロイカ ロシア民謡 佐藤秀廊

18 大和ハーモニカ愛好会 北上夜曲 安藤睦夫 加部育子

第二十回ハーモニカるばーと 司会：　渡辺令子

休  憩 



出演者名 曲名 作曲 編曲

19 厚木ゆうやけこやけ 坊がつる讃歌 竹山仙史 柳川優子

20 高橋正剛 「青葉の笛」幻想曲 田村虎蔵 佐藤秀廊

21 松田廣美 Danny Boy アイルランド民謡 松田廣美

22 やまびこハーモニ会 おもちゃの交響曲 レオポルドモーツァルト 渡辺令子

23 室岡雄輝 シューベルトのセレナーデ シューベルト 佐藤秀廊

24 アットあすなろ ラブソングメドレー 浜口庫之助他 アットあすなろ

25 Fuita la Sutte The sound of music リチャード・カジャース 石井滋子

26 清水美津子 荒城の月（幻想的変奏曲） 滝廉太郎 佐藤秀廊

27 深谷晴子 おお牧場はみどり チェコスロバキア民謡 岩﨑重昭

28 あつぎポコ・ア・ポコ 小さな木の実 G.ビゼー 柳川優子

29 しおさいハーモニー茅ヶ崎 いつでも夢を 吉田正 宇佐美進

30 木村光 行商人 ロシア民謡 佐藤秀廊

31 大木康彦 ロシア民謡メドレー ロシア民謡 岩﨑重昭

32 守永俊三 故郷への憧憬 ロシア民謡 佐藤秀廊

33 コーキンズ 小雨降る径 ヘンリー・ヒンメル 岩﨑重昭

34 大和ハーモニカアンサンブル 時代劇メドレー 木下忠司 加部育子

35 吹夢Z 星条旗よ永遠なれ
ジョン・フィリップ
・スーザ 渡辺令子

36 越田そとみ・植松栄子 春の海 宮城道雄 宮城道雄

37 和田軍二 帰れソレントへ エルネスト・デ・クルティス

38 鈴木千秋 風蓮湖 水森英夫
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39 Joy夢 となりのトトロ 久石譲 渡辺令子

40 野村久美子 仮面舞踏会より「ワルツ」 ハチャトゥリアン

41 鈴木三枝子 ロシア民謡メドレー ロシア民謡 岩﨑重昭

42 マリンブルー湘南 カルメンシルバー イヴァノヴィッチ 岩﨑重昭

43 森田順一 からたちの花 山田耕作 岩﨑重昭

44 戸塚幸將 湖畔の宿 古賀政男 岩﨑重昭

45 淵野辺ダンケ 真珠採りのタンゴ ジョルジュ・ビゼー 岩﨑重昭

46 佐藤伸子 ソルベーグの歌 EH.Grieg 岩﨑重昭

47 落合千鶴子 マラゲーニァ レクオーナー トミーライリー

48 ARSハーモニー 森の水車 米山正夫 田中義彦

49 大竹康雄 絵ぼんぼり 月岡弘一

50 大滝一宇 こころ酒 山口ひろし 齊藤寿孝

51 愛川ハーモニカアンサンブル 日本の歌メドレー 竹内直子

番外 打ち上げ懇親会（無料） 終演後、地下展示室にて どなたでもご参加ください

【次回ハーモニカるばーと予告】 

 ■日時： 2017年５月２７日（土）  

 ■場所： 厚木市文化会館 小ホール 

 ■入場無料 

 ■出演募集： 201７年３月1日から３月20日まで 

 ■AHA会員以外の方でも、出演できます。 



201６年

入場無料 

あなたも私もLet’s Tｒｙ ！   初心者大歓迎 
自信満々腕試し、普段着のハーモニカのど自慢 

日時：１２月９日（金） 
  

  開演 １３：３０～ （開場 １３：００）   

会場 ： 厚木市文化会館  小ホール 

主催： あつぎハーモニカ協会（AHA）  
http://ahaplaza.com 
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