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本日は、しもつけ市民芸術文化祭2022 歌の祭典にお越し下さいまし
て誠にありがとうございます。
日頃の練習の成果として、活気溢れる舞台発表をぜひご覧ください。

2022(令和4年)

11/26㊏

10:00開演 2022

栃木県下野市田中681-1
電話 0285-48-2393南河内公民館

❖会場❖―――――――――――



日時 ： 令和４年１１月２６日（土）　午前１０時開演　〔９：３０開場〕
場所 ： 南河内公民館　大ホール
開始
時間

No 曲　　　名 歌 手 名 出 演 者 団 体 名 備考

10:00

10:00 1 愛燦燦 美空ひばり 田中弘子 石唱会

2 旅路 岡本賢 橋本一男 さくらの会 原曲

3 めおと暦 島津悦子 福田美和子 石唱会 ♭2

4 陽炎坂 服部浩子 早川松代 南河内歌謡愛好会

5 流氷の宿 大月みやこ 木村てる子 さくらの会 ♭2

6 群青 谷村新司 下蔵勝治 石唱会

10:30 7 北の果て 大月みやこ 川島幸子 憩いの会 ♭1

8 遠き昭和の・・・ 小林旭 渡邉福實 石唱会

9 ああ・・・あんたの川 石川さゆり 丸山ハルエ さくらの会 原曲

10 早鞆の瀬戸 水森かおり 海老原郁江 南河内歌謡愛好会

11 五郎の人生百年桜 鏡五郎 若林彰 石唱会 ♭1

12 雪の華 真木ことみ 福田光子 さくらの会 ♭2

11:00 13 涙の花舞台 北島三郎 津布楽正明 南河内歌謡愛好会 ♭1

14 残雪平野 沖田真早美 池田とし子 石唱会 ♭1

15 夜霧よ今夜も有難う 石原裕次郎 山北義次 個人 原曲

16 エリカの花の咲く頃に 都はるみ 伊藤美智子 さくらの会 原曲

17 紫雨情 藤あや子 横島トヨ子 憩いの会 原曲

18 沓掛時次郎 橋幸夫 菅原一久 個人 原曲

11:30 19 薔薇の雨 北原ミレイ 岡田茂子 石唱会

20 ひとり風の盆 森山愛子 根本宏美 さくらの会 原曲

21 わかれの雪 山川豊 高橋利夫 南河内歌謡愛好会 CD

22 ノラ 門倉有希 渡辺敏子 石唱会

23 涙岬 中村仁美 前田美千代 さくらの会 原曲

24 雪月花 辰巳ゆうと 福田真一 石唱会 ♭2

12:30 25 かあちゃん 島津亜矢 新村武司 南河内歌謡愛好会 #3

26 風まかせ 中村美律子 高橋千代子 石唱会 ♭2

27 愛は一期一会 北原ミレイ 青木孝子 さくらの会 原曲

28 母きずな エドアルド 出井利明 石唱会

29 酸中花 坂本冬美 八木澤美佐 石唱会 ♭1

「歌の祭典」プログラム

歌の祭典開会　はじめのことば（部会長）

12：00～12：30　　昼休憩（３０分間）



開始
時間

No 曲　　　名 歌 手 名 出 演 者 団 体 名 備考

30 しゃくなげ峰 朝香美穂 折原初江 さくらの会 原曲

13:00 31 母の声 大江裕 坂本眞助 南河内歌謡愛好会

32 美唄の風 真木柚布子 三上美哉子 石唱会 ♭2

33 望郷刈干唄 大川あけみ 山﨑とみ江 さくらの会 原曲

34 リンゴ花咲く故郷へ 三橋美智也 小平中三 石唱会 ♭2

35 みちのく夢情 水田竜子 星弘子 さくらの会 原曲

36 戻れないんだよ 鳥羽一郎 渡辺勝三 石唱会

13:30 37 涙川 大月みやこ 田中澄子 さくらの会 原曲

38 紅の舟唄 北見恭子 大久保シズエ 石唱会 ♭2

39 母は俺らの守り神 北島三郎 堀　啓治 石唱会 ♭2

40 ひとり風の盆 森山愛子 平野トヨ子 さくらの会 ♭1

41 暖簾ニューバージョン 五木ひろし 金子勝美 南河内歌謡愛好会 CD

42 夫婦恋唄 若山かずさ 竹村勝子 石唱会 ♭1

14:00 43 津軽のふるさと 美空ひばり 石川弘子 さくらの会 ♭1

44 男の岬 木原たけし 八木澤茂 石唱会

45 尾曳の渡し 森山愛子 占部とも子 憩いの会 原曲

46 酒場の花 一条貫太 稲見　弘 石唱会 原曲

47 九十九里浜 水森かおり 大木美代子 さくらの会 ♭1

48 蜩 長山洋子 雨谷多津子 石唱会

14:30 49 北の港で待つ女 浜博也 渡辺源一 さくらの会 原曲

50 そして・・・女 永井裕子 横山澄枝 石唱会

51 路地あかり 北山たけし 植竹文男 さくらの会 原曲

52 谺 三山ひろし 粕尾政治 南河内歌謡愛好会

53 銀の雨 中村美律子 髙久イエ子 石唱会

54 夫婦鶴 松前ひろ子 菅原秀 さくらの会 原曲

15:00 55 冬運河 谷龍介 大久保弘 石唱会

56 ノラ 門倉有希 小島喜美子 さくらの会 原曲

57 それは恋 森進一 横島弘 憩いの会 #1

58 火の河 真木ことみ 柳田洋子 さくらの会 ♭1

59 ひとりじゃないから 福田こうへい 三上悌次 石唱会 ♭4

60 男の酒場 西方裕之 坂本信夫 南河内歌謡愛好会 CD

15:30 歌の祭典閉会　おわりのことば（副部会長）



 

 

 


