
はまなこフォークジャンボリー 2 0 0 6

浜 名 湖 ガ ー デ ン パ ー ク 屋 外 ス テ ージ

主催 浜名湖フォークジャンボリー実行委員会
後援 浜松市・浜松市教育委員会・浜松市文化振興財団・中日新聞東海本社・静岡新聞社・静岡放送・静岡ｴﾌｴﾑ放送 K-MIX
 浜松ｴﾌｴﾑ放送 FM-Haro!・東洋印刷 TanHAMA・クエストミュージック・伊佐見フォークギター同好会
特別協賛 ヤマハミュージック東海浜松店・クエストミュージックワークス株式会社・ビック！ビークル浜松

実 行 委 員 会
実行委員長 吉田 和弘  広報 堀川 健二
総合監督 名倉マコト  演出 花村 成夫
渉外 高見比郎之  音響 中村明男

（株）ダイヤオイルアンドサポートが展開・支
援するフランチャイズスタイルのカーメンテ
ナンスショップで、下記の３要素を組み合わ
せたビジネスモデルです。
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す て き な 一 日 を み ん な で つ く る

2DAYS

「まったく初めて」でも「かなりのブランク」でも大丈夫

ヤマハ大人の音楽レッスン
■アコースティックギター　■エレキギター　■ボーカル　■ドラム　■フルート　

■サックス　■バイオリン　■ピアノ　■エレクトーン　■ウクレレ　■オカリナ　

他

（株）ヤマハミュージック東海　浜松店
6F・7F　かじまちセンター

浜松市鍛冶町321-6　TEL(053)456-9216
http://www.yamaha-tokai.jp/hamamatsu/

■有楽街本店 053-452-5152
■ザザシティ店 053-459-1393
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音楽する人と・・

ギブソンアコースティックスーパーディーラー認定店

マーティン マーキスディラー認定店

この催しは、財団法人 浜松市文化振興財団 平成 18 年度芸術文化振興助成事業です。

浜名湖フォークジャンボリー 2006 にようこそ！
いよいよ、僕らが待ちに待った夢のステージの開幕です。手作りのコンサートにアマチュア
フォークバンドが挑みます。
どうかこのコンサートを楽しんで一緒に唄いましょう。　僕たちのあの頃の歌を！

この催しは「心のユニバーサルデザイン」活動を応援しています。
会場の美化にご協力下さい。この公園は僕らの財産です。自分のゴミは自分でお持ち帰り下
さい。

浜名湖フォークジャンボリー2006 開催おめでとうございます。

会 場 模 擬 店 担当

浜松市助信 45-1
電話　053-472-5400

ふたば



今、 僕は中学生、 高校生の頃を思い出しています。

ラジオ、 テレビから流れてくるステキな音楽の数々。

　ステージ 101 で洋楽にはまり、 深夜放送で日本のフォーク

ソングに聞き入り勉強はそっちのけで音楽を聴きまくったあの

頃を。 フォーククルセダース、 岡林信康、 かぐや姫、 井上

陽水、 吉田拓郎などなど…。

　甘くせつない恋の歌や情景が眼に浮かぶ歌詞とメロディー

は僕の心をわしづかみにしてしまいました。

来る日も来る日もレコードを聴いていた 10 代のあの頃を…。

　いつしか月日は流れ、 すでに自分たちの子供があの頃の

僕たちの年齢を追い越し、 今ふうのヒットソングをメモリープ

レーヤーで聴いている。

　毎日の仕事や家族のことに追われ、 忘れかけていたギ

ターやあの頃の唄。 　同級生に声をかけ、 ギターでも弾き

ながら飲もうや！、 と引っ張り出した弦が錆びた昔のギター。

ちょっと弾いてみるとコードって覚えてるもんだなぁ…。

　今の曲は出来ないけどあの頃の歌なら今でも弾けるぞ、 っ

てその日から記憶の底にあった歌たちをあの頃の歌本や楽

譜、 ネットで歌詞を検索して自分なりにコードをつけてみる。

　仲間たちを誘ってコンサートやライブに出演してみる。

　意外にもたくさんの同世代の人達が聴きに来てくれる。

　時には大きな声で大合唱になることもある。

　本日開催の 「浜名湖フォークジャンボリー 2006」 はそん

な永遠の若者たちに贈る夢のステージです。

　一昨年に開催された 「浜名湖花博」 跡地に整備された

静岡県営都市公園 「浜名湖ガーデンパーク」 で昨年から行

われているこのジャンボリー、 今年は２日間開催。 38 組、

100 人を超える地元アマチュアミュージシャンが日頃の練習

の成果を無料で聞かせる、 アマチュア音楽家の手作りによる

アマチュアミュージシャンのための無料コンサートです。

しかも千人を収容する屋外ステージでの開催は規模から言っ

ても国内有数のイベントだと実行委員一同自負しているとこ

ろです。 この日の為に実行委員は一年をかけて準備をして

参りました。

　どうぞ、 ご存知の曲は大きな声で歌いましょう。 隣の方と

肩を組んで歌うもよし、 歌詞の先読みをするもよし、 楽しみ

方はあなたの自由です。

　どうか楽しんでいただきたいのです。 それこそがフォーク

ソングの楽しみ方ですので。

  最後に、 聞きに来てくださった皆さん、 出演者の皆さん、

スタッフの皆さん、 協賛をして下さった地元企業や個人の皆

さん、 メディア関係の後援各社様、 及び浜松市関係の団体

の皆さんに心からお礼を申し上げます。

　浜松の音楽文化発信にいささかでも貢献できたのならば身

に余る光栄です。

2006 年９月１６日

浜名湖フォークジャンボリー実行委員長　吉田　和弘　

浜名湖フォークジャンボリー２００６　開催にあたって

このイベントにご協賛で参加いただいた皆様、こころより御礼申し上げます。

左から、大迫由美子さん、今泉るり子さん、そして中山智保子さん。じゃんねぇさんこと大迫さんは、大人
のステキ研究所主宰。浜松を中心にしたブログ「はまぞう」でもおなじみですね。今泉さんは伊佐見フォー
ク同好会のメンバー。昨年は司会の大役を一手に引き受けてくださっておりました。中山さんは「放課後倶
楽部バンド」のリードヴォーカリスト。唄ごころを知り尽くした丁寧なボーカルでファン急増中。この最強
の三人でステージを盛り上げます。ステージでの活躍にご期待下さい。

２日間のステージ司会をご紹介します。

http:/ /hamanakofolk.hp.infoseek.co.jp/ http:/ /hamafolk.hamazo.tv/ http:/ /hfj06.hamazo.tv/

「浜名湖フォークジャンボリー公式ウェブサイト」ポス
ターや申込用紙のダウンロードなどです。

「浜名湖フォークジャンボリーを百倍楽しもう！」ケロ
ヨンとぴっぴ！が出演者情報とステージ裏話をお送りす
る深夜放送便ブログです。

「フォークソングな日々」実行委員長KAZがジャンボ
リーについて毎日綴るブログです。

ＡＩＧエジソン生命　井上敬彦 053-456-0023
住宅内装工事　朝日インテリア 053-425-3322
純喫茶　カポ３ 053-442-7449
スナック　ぶらぁ～んこ 053-425-1000
木造建築　秀志工務店 053-425-2529
酒魚肴菜鳥米　日本酒　味市場 053-442-4141
昔ながらのラーメン　一八ラーメン 053-442-1899
藍染と趣味の雑貨　藍や 053-448-2154
佐鳴台　カフェ・アルカディア 053-448-0108
花器・茶道具専門店　いたくら 053-463-1691
株式会社　アルファゲート 053-438-9800
豊田税務会計事務所 053-438-3288
特別養護老人ホーム　おおしま 053-431-1111
双葉　様　　　模擬店出店特別協賛 053-472-5400
鳥居　徳孝 053-464-1521
日本平紐工業㈱ 053-461-8332
長谷川工業 0538-36-0030
江間工業㈱ 053-433-0112
㈲アドプラン 053-475-2828
北脇　保之 
㈲植松自動車 053-463-1588
遠藤鉄工所 0559-77-3394
ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ教室　ｱﾄﾘｴ「アミュ－ズ」 053-485-7218
㈲加茂サイクル商会 053-485-8554
とんこさ 053-485-0038
志村歯科・小児歯科クリニック 053-485-8401
一級建築士事務所　安達建築設計室 053-448-6065
竹山鍼灸治療院 053-447-5728
Live Cafe　なんでモール 053-474-8889
ミサキ塗装 053-587-7003
スナック　夜顔 0538-35-6301

松井コーム 0539-62-3410
焼き屋　猪三郎 053-476-6345
あけぼの開発㈱ 0538-32-9100
トヤマイングリッシュアカデミー 053-473-2735
宗教法人　西江院 053-486-0669
さなる動物病院 053-447-8008
石津谷建築 053-485-3728
Djembe　Shop　JALI 053-523-2986
むぎ進学教室 053-485-3678
石窯パン工房　Chevre 053-485-1785
一級建築士事務所ﾋﾛﾉｱｿｼｴｲﾂ 053-458-3714
ももたろうパソコン教室　浜松南校 053-447-0707
JIM　ジム・ステーション 053-441-6885
あんくるとむ 0532-53-5355
㈲叶屋金物建材 053-471-1505
ハイホーねっと 053-411-8558
蒲ギター愛好会 053-464-2190
有限会社　JO　MUSIC 053-436-0017
トップアートレイメイ有限会社 053-586-2435
おとぎ草子 053-584-5676
有限会社　フォース 053-465-7300
はる日和　はる。 
小林工業株式会社 053-441-2871
一已建設株式会社 053-469-0465
ミュージックスタジオ永井 053-587-0913
友澤技工 0538-49-2848
Cafe & Bakery げんらく 0538-23-0141
今日なに作ろうーかずねえ 
株式会社　オサダ 053-465-1311
イタリア料理店ラ・カンティーナ 0538-33-6363
小さな唄に手をひかれ　野田 直樹

（敬称略・順不同）

某メーカーにて、楽器普及のための企画・販売・演奏指導を経て 1991 年からビジネス研修講師をはじ
める。大手人材育成会社、コンサルタント会社を経て、現在、セルフスタイルをデザインするWith ウ
イズの代表としてオリジナルの研修・セミナーの企画、実施を手がける。研修では主に、各階層別社員、
接客サービス従事者の育成を得意とし、近年では地域のリーダー養成やプロ講師養成も手がけている。
また、青少年就労支援ネットワーク静岡に登録し青少年の就労支援、他に子育て世代の女性就労支援へ
と活動を広げている。その他、しずおか産業創造機構経営支援アドバイザー。地球温暖化防止活動推進
員。e- わたし女性会塾メンバー。

大迫由美子 Profile
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伊佐見 GREENS （いさみグリーンズ）

代表曲 ：青い夏
プロフィール：結成してもうすぐ２年。正やん（伊勢正三）と山本潤子さんのユニットの曲を主に演奏しています。

 海音（かいん）     安立 滋　鈴木さだ子

代表曲： 夢の中へ 時代 乾杯 他
プロフィール：伊佐見公民館を活動拠点にフォークギターを楽しんでいる、伊佐見ﾌｫｰｸｷﾞﾀｰ同好会から生まれた初心者
グループです。いろいろな方にご指導いただきながら私たちのギターの腕前は若葉のようにすくすくと成長中です。 
心に残る名曲をご一緒に楽しく歌いましょう

伊佐見 GREENS （いさみグリーンズ）

代表曲：勝手にシンドバッド　ほか
プロフィール：幼なじみで結成したアコギグループ。下手くそですが一生懸命がんばります。

城北２丁目（じょうほくにちょうめ）   今泉 尚久 松島 将人 杉田 貴博

代表曲：落陽　海岸通りなど
プロフィール：今年の５月より活動を始めたばかりの超アマチュア（シロウト）ユニット。熱帯魚のコリドラスのように、
地味な音楽活動を行いながら楽しんでいます。

こりどらす      長谷川 欽造　松下 良信

代表曲： 夢の中へ 時代 乾杯 他
プロフィール：何年やっても上達しないリーダーと、センスが光る二人とのユニットです。

ユニット「i」（ゆにっとあい）   高見 比郎之　高橋 尚悟　杉田 貴博

代表曲：スィートメモリーズ　バンザイ　他
プロフィール：若者一人と熟年二人の３人ユニットです。

T・Y・S　（てぃーわいえす）   高見 比郎之　横井 敬二　鈴木 健太郎

代表曲：かみしばい　路地　他
プロフィール：昨年５月から歌い始めた関西出身のおやじシンガーです。

こだま２８号     児玉 泰典　

代表曲：花の首飾り　まんが日本昔ばなし　他
プロフィール：それぞれの子供が小学生だった頃にＰＴＡで知り合っった仲間です。なんとなく練習を始めて１年ぐらい
です。自己満足バンドです。よろしくお願いします。

でしゃばり～ず          井上 敬彦　豊田 人史　米島 洋子

代表曲：すずめ　他
プロフィール：ゆずが大好きな静岡と名古屋の遠距離ユニットです。

HANPEN（はんぺん）    赤坂 健太　渡辺 英和

代表曲：ワインレッドの心　他
プロフィール：上は 48 歳、下は 22 歳と年齢差があるバンドです。70 ～ 80 年代のフォーク・ニューミュージックが中
心ですが、今の曲もいい曲はレパートリーに取り入れています。久々のライブなので今から緊張しています。

mana-mana-band （まなまなばんど）  内山 富勝　宮下 和志　杉森 由崇　内山 展子

代表曲：夏休み　他
プロフィール：吉田拓郎が大好きで、よしだたくろうとミニバンドの再現を目指して昨年結成しました

みつバンド      毛涯 充康　藤田 直哉　酒井 祐二

代表曲　結詩　他
プロフィール：歌は語れ、語りは歌うように。歌よりその人を聞くようにしています。

堀川健二（ほりかわけんじ）    堀川 健二
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代表曲：東京  飾りじゃないのよ涙は　他
プロフィール：蒲公民館で活動している蒲ギター愛好会です。いつも70～80年フォークソングを中心に楽しんでいます。
今回は 2 グループで出演します。

 蒲ギター愛好会アダルトチーム

代表曲：風　他
プロフィール：二人のハーモニーで 70 ～ 80 年代のフォークソングを演ります。

ヒデ＆ヤツカ          秋好 弥束　永井 秀和　 永井 宏昌　

代表曲：サウンドオブサイレンス他
プロフィール　：　サイモン＆ガーファンクルが現役として活躍した 60 年代のライブスタイルにこだわりアコース
ティックギターと男性 2 名の歌声とハーモニーだけで彼らのサウンドを再現したいと思います。

Mash（マッシュ）     成田 雅志  今井 聡 

代表曲：パフ　500 マイル　花はどこへ行った　他
プロフィール：1982 年夏に結成され、ピーター・ポールアンドマリーのナンバーを唄い続けています。彼らの魅力であ
る、シンプルなアコースティックサウンドをバックに女声・男性ボーカルのハーモニーを追求しています。

村の合唱団

代表曲：オニールズマーチ　フォギーデュー　他
プロフィール　：92 年にアイルランド人を中心に浜松で結成されたアイリッシュトラッドフォークのバンド。メンバー
変更を繰り返しながらもパブを中心に演奏活動を続けています。

Oisin（オシーン）  　　ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾝ・ﾗｲｱﾝｽ　藤井 憲司　松下 孝二　今井 聡　今井 邦子　濱口 伸哉

代表曲：明治チェルシーの唄　嫁ぐ日　他
プロフィール　：　あんみつ姫が家来どもを引き連れて織り成す女声ハーモニー。五十肩バンドがテルシーバンドになっ
て “ほ～ら…テルシ～…もひとつテルシ～♪”

テルシーバンド      中村 志津子　藤田 輝美　熊谷 辰之　吉田 和弘　河合 達朗　

時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。

山口 優　島津 直美　山下 克枝　石津谷 元彦
窪井 美子 　今泉 るり子　内山 佐織

西脇 一英　大塚 智彦　鈴木 光男　船田 浩一

高見 義則　溝口 清子　藤井 憲司　青島 孝宗
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伊佐見 GREENS （いさみグリーンズ）

代表曲：ささ舟　血まみれの鳩　他
プロフィール　：　ライブカフェ「なんでモール」にて活動中のはぐれ雲とすぅざんのユニットです。五つの赤い風船の
曲を主に唄っています。

 ２つの赤い風船     鈴木 光男　鈴木 妙子

代表曲：ふわふわ　飛びます　他
プロフィール：ライブカフェ「なんでモール」の従業員であり、時々唄ってます。

すぅざん      鈴木 妙子

代表曲：イメージの詩　今日までそして明日から　
プロフィール：アコースティックギターを始めて約 2 年。吉田拓郎、押尾コータロー、長渕剛、岡林信康などなど、コピー
したり、オリジナル曲を作ったり。

ナガシ      鈴木 佳祐　山内 敏昌

代表曲：今君はヒーローになれ　こんな雨の夜　他
プロフィール：ライブカフェ「なんでモール」で活躍中のカーペンター松井です。「爆唱劇場」さんと「GIME」さんとスー
パーユニットで登場です。

カーペンター松井    松井 良則　小田切 義明　山内 敏昌

代表曲：サルビアの花　ダンスはうまく踊れない
プロフィール：ギター弾き語りでオリジナル、コピー、カバーなど楽しんでいます。今年も県東部からの参加です。暖か
く見守って下さい。よろしく。

遠藤 彰      遠藤 彰

代表曲：雨の 150 号線（ｵﾘｼﾞﾅﾙ）　他
プロフィール：オリジナル中心に、袋井のカフェ「マムゼル」で演奏しています。いつもはエレキギターも使っています
が今回はアレンジを変えてアコースティック重視で迫ります。

M・J（エム・ジェイ）  　　  天野 佳美　 天野 良康　戸倉 近　高柳 達夫　松島 宏明

代表曲：なごり雪　22 歳の別れ　学生街の喫茶店　他
プロフィール：楽しく歌えば、その日ぐらしも何のその。ハーモニーの楽しさは、一度知ったらやめられない。ボランティ
アにライブカフェ、年中啼いてるひぐらしです。

ひぐらし  　　　  樫野 政司　三上 真幸　長谷川 清　中野 ヒロ　園崎 佳那

代表曲：I love my city 浜北
プロフィール：浜名湖フォークジャンボリー実行委員の名倉マコト率いる名倉バンドは各々のバンドで活躍するスペシャ
リストが集まったバンドです。吉田拓郎／森山良子さんの曲を演奏しています。

名倉バンド   名倉マコト　西脇カオル　川合ケイコ　西尾タモツ　永井ツトム　有賀カツヤ 

代表曲：Kodachrome　あなたの風　他
プロフィール：70 ～ 80 年代の洋楽を中心にアコースティック 4 人編成で演奏しています。

デザートウィンド       吉田 利彦　松下 孝二　滝本 貞治　鈴木 真理

代表曲：青春のわかれ道　他
プロフィール：60 年代、70 年代のスタンダードナンバーを洒落た感じのアコースティックサウンドで演奏することを
目指しています。

ドギマギ           金子 満　鍋島 正夫　浦 初男

代表曲：涙そうそう　オリジナル　他
プロフィール：ヤマハＰＭＳ（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰﾐｭｰｼﾞｯｸｽｸｰﾙ）のアコースティックギター科の仲間達です。日頃の練習の成果はい
かに！ 

YAMAHA の仲間達

代表曲：ワンパッション　他
プロフィール：村松は大丈夫です。でも一人で唄うのはさびしいですね。わたしはうさぎ、あだ名はカレーライストシヒ
ロ。一生懸命歌います。よろしく。

村松 大丈夫（むらまつだいじょうぶ）   村松 俊宏

代表曲：雨に泣いている　～70 年代フォーク
プロフィール：ジャニスというお店で出会った二人。今は亡きマスター、二人とも頑張っていますよ！

大鐘啓靖      大鐘 啓靖　金谷 武治

代表曲：ロビンソン　夕暮れ時はさびしそう　他
プロフィール：蒲公民館で活動している蒲ギター愛好会です。いつも70～80年フォークソングを中心に楽しんでいます。
今回は 2 グループで出演します。

蒲ギター愛好会（あすなろチーム）   鈴木 芳孝　山口 貴子　鈴木 良和

代表曲：Ｏｕｔｒｉｄｅｒ　Ｄｅｓｉｒｅ　他
プロフィール：ソロ活動を始めて 3 年。ハードロック魂を心に宿し、いつもあなたのハートにシャウトします。

ガハク      内田 雅博

代表曲：ひとり寝の子守唄　この空を飛べたら　他
プロフィール：平均年齢 54 歳という、おじさん・おばさんバンドに入っています。60 ～ 70 年代のＰＯＰＳ、フォー
クをやっています。

ハル（Ｒ・Ｌ・Ｐ）     田口ルミ子

時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。
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代表曲：We'll Meet Again Sweetheart 
プロフィール：ブルーグラスというジャンルの音楽を楽しんでいるグループです。若い方の参加が少ないので興味を持っ
て頂けるような演奏を心掛けています。

エニータイム     鈴木 康郎　河合 達朗　稲川 友則　佐野 信介

代表曲：Ｓｔａｎｄ　Ｂｙ　Ｍｅ　他
プロフィール：ビートルズやエリッククラプトンなど洋楽カバー主体のグループです。

SLL       中村 伸介　広野 有一　加茂 道恵　鈴木 真理

代表曲：はじまりはすべて　他
プロフィール：自分達で作った歌をガシャガシャと賑やかに歌う活動暦 12 年目に突入。二人の都合がなかなか合わない。
ジャンボリー当日、はたして二人は揃うのか…。

あすとら        兼松 利幸　天野 正志

代表曲：浦安の黒ちゃん　他
プロフィール：長渕剛大好き 3 人組です。なんでモールで唄っています！

三羽ガラス       赤田 肇　工藤 晴康　中村 和昭

時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。

竹原 克紀　川口 哲也　森 令枝　渡辺 眞宣
斉藤 真弓　中村 友香
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伊佐見 GREENS （いさみグリーンズ）

代表曲：ささ舟　血まみれの鳩　他
プロフィール　：　ライブカフェ「なんでモール」にて活動中のはぐれ雲とすぅざんのユニットです。五つの赤い風船の
曲を主に唄っています。

 ２つの赤い風船     鈴木 光男　鈴木 妙子

代表曲：ふわふわ　飛びます　他
プロフィール：ライブカフェ「なんでモール」の従業員であり、時々唄ってます。

すぅざん      鈴木 妙子

代表曲：イメージの詩　今日までそして明日から　
プロフィール：アコースティックギターを始めて約 2 年。吉田拓郎、押尾コータロー、長渕剛、岡林信康などなど、コピー
したり、オリジナル曲を作ったり。

ナガシ      鈴木 佳祐　山内 敏昌

代表曲：今君はヒーローになれ　こんな雨の夜　他
プロフィール：ライブカフェ「なんでモール」で活躍中のカーペンター松井です。「爆唱劇場」さんと「GIME」さんとスー
パーユニットで登場です。

カーペンター松井    松井 良則　小田切 義明　山内 敏昌

代表曲：サルビアの花　ダンスはうまく踊れない
プロフィール：ギター弾き語りでオリジナル、コピー、カバーなど楽しんでいます。今年も県東部からの参加です。暖か
く見守って下さい。よろしく。

遠藤 彰      遠藤 彰

代表曲：雨の 150 号線（ｵﾘｼﾞﾅﾙ）　他
プロフィール：オリジナル中心に、袋井のカフェ「マムゼル」で演奏しています。いつもはエレキギターも使っています
が今回はアレンジを変えてアコースティック重視で迫ります。

M・J（エム・ジェイ）  　　  天野 佳美　 天野 良康　戸倉 近　高柳 達夫　松島 宏明

代表曲：なごり雪　22 歳の別れ　学生街の喫茶店　他
プロフィール：楽しく歌えば、その日ぐらしも何のその。ハーモニーの楽しさは、一度知ったらやめられない。ボランティ
アにライブカフェ、年中啼いてるひぐらしです。

ひぐらし  　　　  樫野 政司　三上 真幸　長谷川 清　中野 ヒロ　園崎 佳那

代表曲：I love my city 浜北
プロフィール：浜名湖フォークジャンボリー実行委員の名倉マコト率いる名倉バンドは各々のバンドで活躍するスペシャ
リストが集まったバンドです。吉田拓郎／森山良子さんの曲を演奏しています。

名倉バンド   名倉マコト　西脇カオル　川合ケイコ　西尾タモツ　永井ツトム　有賀カツヤ 

代表曲：Kodachrome　あなたの風　他
プロフィール：70 ～ 80 年代の洋楽を中心にアコースティック 4 人編成で演奏しています。

デザートウィンド       吉田 利彦　松下 孝二　滝本 貞治　鈴木 真理

代表曲：青春のわかれ道　他
プロフィール：60 年代、70 年代のスタンダードナンバーを洒落た感じのアコースティックサウンドで演奏することを
目指しています。

ドギマギ           金子 満　鍋島 正夫　浦 初男

代表曲：涙そうそう　オリジナル　他
プロフィール：ヤマハＰＭＳ（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰﾐｭｰｼﾞｯｸｽｸｰﾙ）のアコースティックギター科の仲間達です。日頃の練習の成果はい
かに！ 

YAMAHA の仲間達

代表曲：ワンパッション　他
プロフィール：村松は大丈夫です。でも一人で唄うのはさびしいですね。わたしはうさぎ、あだ名はカレーライストシヒ
ロ。一生懸命歌います。よろしく。

村松 大丈夫（むらまつだいじょうぶ）   村松 俊宏

代表曲：雨に泣いている　～70 年代フォーク
プロフィール：ジャニスというお店で出会った二人。今は亡きマスター、二人とも頑張っていますよ！

大鐘啓靖      大鐘 啓靖　金谷 武治

代表曲：ロビンソン　夕暮れ時はさびしそう　他
プロフィール：蒲公民館で活動している蒲ギター愛好会です。いつも70～80年フォークソングを中心に楽しんでいます。
今回は 2 グループで出演します。

蒲ギター愛好会（あすなろチーム）   鈴木 芳孝　山口 貴子　鈴木 良和

代表曲：Ｏｕｔｒｉｄｅｒ　Ｄｅｓｉｒｅ　他
プロフィール：ソロ活動を始めて 3 年。ハードロック魂を心に宿し、いつもあなたのハートにシャウトします。

ガハク      内田 雅博

代表曲：ひとり寝の子守唄　この空を飛べたら　他
プロフィール：平均年齢 54 歳という、おじさん・おばさんバンドに入っています。60 ～ 70 年代のＰＯＰＳ、フォー
クをやっています。

ハル（Ｒ・Ｌ・Ｐ）     田口ルミ子

時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。
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代表曲：We'll Meet Again Sweetheart 
プロフィール：ブルーグラスというジャンルの音楽を楽しんでいるグループです。若い方の参加が少ないので興味を持っ
て頂けるような演奏を心掛けています。

エニータイム     鈴木 康郎　河合 達朗　稲川 友則　佐野 信介

代表曲：Ｓｔａｎｄ　Ｂｙ　Ｍｅ　他
プロフィール：ビートルズやエリッククラプトンなど洋楽カバー主体のグループです。

SLL       中村 伸介　広野 有一　加茂 道恵　鈴木 真理

代表曲：はじまりはすべて　他
プロフィール：自分達で作った歌をガシャガシャと賑やかに歌う活動暦 12 年目に突入。二人の都合がなかなか合わない。
ジャンボリー当日、はたして二人は揃うのか…。

あすとら        兼松 利幸　天野 正志

代表曲：浦安の黒ちゃん　他
プロフィール：長渕剛大好き 3 人組です。なんでモールで唄っています！

三羽ガラス       赤田 肇　工藤 晴康　中村 和昭

時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。

竹原 克紀　川口 哲也　森 令枝　渡辺 眞宣
斉藤 真弓　中村 友香
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伊佐見 GREENS （いさみグリーンズ）

代表曲 ：青い夏
プロフィール：結成してもうすぐ２年。正やん（伊勢正三）と山本潤子さんのユニットの曲を主に演奏しています。

 海音（かいん）     安立 滋　鈴木さだ子

代表曲： 夢の中へ 時代 乾杯 他
プロフィール：伊佐見公民館を活動拠点にフォークギターを楽しんでいる、伊佐見ﾌｫｰｸｷﾞﾀｰ同好会から生まれた初心者
グループです。いろいろな方にご指導いただきながら私たちのギターの腕前は若葉のようにすくすくと成長中です。 
心に残る名曲をご一緒に楽しく歌いましょう

伊佐見 GREENS （いさみグリーンズ）

代表曲：勝手にシンドバッド　ほか
プロフィール：幼なじみで結成したアコギグループ。下手くそですが一生懸命がんばります。

城北２丁目（じょうほくにちょうめ）   今泉 尚久 松島 将人 杉田 貴博

代表曲：落陽　海岸通りなど
プロフィール：今年の５月より活動を始めたばかりの超アマチュア（シロウト）ユニット。熱帯魚のコリドラスのように、
地味な音楽活動を行いながら楽しんでいます。

こりどらす      長谷川 欽造　松下 良信

代表曲： 夢の中へ 時代 乾杯 他
プロフィール：何年やっても上達しないリーダーと、センスが光る二人とのユニットです。

ユニット「i」（ゆにっとあい）   高見 比郎之　高橋 尚悟　杉田 貴博

代表曲：スィートメモリーズ　バンザイ　他
プロフィール：若者一人と熟年二人の３人ユニットです。

T・Y・S　（てぃーわいえす）   高見 比郎之　横井 敬二　鈴木 健太郎

代表曲：かみしばい　路地　他
プロフィール：昨年５月から歌い始めた関西出身のおやじシンガーです。

こだま２８号     児玉 泰典　

代表曲：花の首飾り　まんが日本昔ばなし　他
プロフィール：それぞれの子供が小学生だった頃にＰＴＡで知り合っった仲間です。なんとなく練習を始めて１年ぐらい
です。自己満足バンドです。よろしくお願いします。

でしゃばり～ず          井上 敬彦　豊田 人史　米島 洋子

代表曲：すずめ　他
プロフィール：ゆずが大好きな静岡と名古屋の遠距離ユニットです。

HANPEN（はんぺん）    赤坂 健太　渡辺 英和

代表曲：ワインレッドの心　他
プロフィール：上は 48 歳、下は 22 歳と年齢差があるバンドです。70 ～ 80 年代のフォーク・ニューミュージックが中
心ですが、今の曲もいい曲はレパートリーに取り入れています。久々のライブなので今から緊張しています。

mana-mana-band （まなまなばんど）  内山 富勝　宮下 和志　杉森 由崇　内山 展子

代表曲：夏休み　他
プロフィール：吉田拓郎が大好きで、よしだたくろうとミニバンドの再現を目指して昨年結成しました

みつバンド      毛涯 充康　藤田 直哉　酒井 祐二

代表曲　結詩　他
プロフィール：歌は語れ、語りは歌うように。歌よりその人を聞くようにしています。

堀川健二（ほりかわけんじ）    堀川 健二
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代表曲：東京  飾りじゃないのよ涙は　他
プロフィール：蒲公民館で活動している蒲ギター愛好会です。いつも70～80年フォークソングを中心に楽しんでいます。
今回は 2 グループで出演します。

 蒲ギター愛好会アダルトチーム

代表曲：風　他
プロフィール：二人のハーモニーで 70 ～ 80 年代のフォークソングを演ります。

ヒデ＆ヤツカ          秋好 弥束　永井 秀和　 永井 宏昌　

代表曲：サウンドオブサイレンス他
プロフィール　：　サイモン＆ガーファンクルが現役として活躍した 60 年代のライブスタイルにこだわりアコース
ティックギターと男性 2 名の歌声とハーモニーだけで彼らのサウンドを再現したいと思います。

Mash（マッシュ）     成田 雅志  今井 聡 

代表曲：パフ　500 マイル　花はどこへ行った　他
プロフィール：1982 年夏に結成され、ピーター・ポールアンドマリーのナンバーを唄い続けています。彼らの魅力であ
る、シンプルなアコースティックサウンドをバックに女声・男性ボーカルのハーモニーを追求しています。

村の合唱団

代表曲：オニールズマーチ　フォギーデュー　他
プロフィール　：92 年にアイルランド人を中心に浜松で結成されたアイリッシュトラッドフォークのバンド。メンバー
変更を繰り返しながらもパブを中心に演奏活動を続けています。

Oisin（オシーン）  　　ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾝ・ﾗｲｱﾝｽ　藤井 憲司　松下 孝二　今井 聡　今井 邦子　濱口 伸哉

代表曲：明治チェルシーの唄　嫁ぐ日　他
プロフィール　：　あんみつ姫が家来どもを引き連れて織り成す女声ハーモニー。五十肩バンドがテルシーバンドになっ
て “ほ～ら…テルシ～…もひとつテルシ～♪”

テルシーバンド      中村 志津子　藤田 輝美　熊谷 辰之　吉田 和弘　河合 達朗　

時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。時間はおおよその目安で、前後する場合がございます。予めご了承ください。

山口 優　島津 直美　山下 克枝　石津谷 元彦
窪井 美子 　今泉 るり子　内山 佐織

西脇 一英　大塚 智彦　鈴木 光男　船田 浩一

高見 義則　溝口 清子　藤井 憲司　青島 孝宗



今、 僕は中学生、 高校生の頃を思い出しています。

ラジオ、 テレビから流れてくるステキな音楽の数々。

　ステージ 101 で洋楽にはまり、 深夜放送で日本のフォーク

ソングに聞き入り勉強はそっちのけで音楽を聴きまくったあの

頃を。 フォーククルセダース、 岡林信康、 かぐや姫、 井上

陽水、 吉田拓郎などなど…。

　甘くせつない恋の歌や情景が眼に浮かぶ歌詞とメロディー

は僕の心をわしづかみにしてしまいました。

来る日も来る日もレコードを聴いていた 10 代のあの頃を…。

　いつしか月日は流れ、 すでに自分たちの子供があの頃の

僕たちの年齢を追い越し、 今ふうのヒットソングをメモリープ

レーヤーで聴いている。

　毎日の仕事や家族のことに追われ、 忘れかけていたギ

ターやあの頃の唄。 　同級生に声をかけ、 ギターでも弾き

ながら飲もうや！、 と引っ張り出した弦が錆びた昔のギター。

ちょっと弾いてみるとコードって覚えてるもんだなぁ…。

　今の曲は出来ないけどあの頃の歌なら今でも弾けるぞ、 っ

てその日から記憶の底にあった歌たちをあの頃の歌本や楽

譜、 ネットで歌詞を検索して自分なりにコードをつけてみる。

　仲間たちを誘ってコンサートやライブに出演してみる。

　意外にもたくさんの同世代の人達が聴きに来てくれる。

　時には大きな声で大合唱になることもある。

　本日開催の 「浜名湖フォークジャンボリー 2006」 はそん

な永遠の若者たちに贈る夢のステージです。

　一昨年に開催された 「浜名湖花博」 跡地に整備された

静岡県営都市公園 「浜名湖ガーデンパーク」 で昨年から行

われているこのジャンボリー、 今年は２日間開催。 38 組、

100 人を超える地元アマチュアミュージシャンが日頃の練習

の成果を無料で聞かせる、 アマチュア音楽家の手作りによる

アマチュアミュージシャンのための無料コンサートです。

しかも千人を収容する屋外ステージでの開催は規模から言っ

ても国内有数のイベントだと実行委員一同自負しているとこ

ろです。 この日の為に実行委員は一年をかけて準備をして

参りました。

　どうぞ、 ご存知の曲は大きな声で歌いましょう。 隣の方と

肩を組んで歌うもよし、 歌詞の先読みをするもよし、 楽しみ

方はあなたの自由です。

　どうか楽しんでいただきたいのです。 それこそがフォーク

ソングの楽しみ方ですので。

  最後に、 聞きに来てくださった皆さん、 出演者の皆さん、

スタッフの皆さん、 協賛をして下さった地元企業や個人の皆

さん、 メディア関係の後援各社様、 及び浜松市関係の団体

の皆さんに心からお礼を申し上げます。

　浜松の音楽文化発信にいささかでも貢献できたのならば身

に余る光栄です。

2006 年９月１６日

浜名湖フォークジャンボリー実行委員長　吉田　和弘　

浜名湖フォークジャンボリー２００６　開催にあたって

このイベントにご協賛で参加いただいた皆様、こころより御礼申し上げます。

左から、大迫由美子さん、今泉るり子さん、そして中山智保子さん。じゃんねぇさんこと大迫さんは、大人
のステキ研究所主宰。浜松を中心にしたブログ「はまぞう」でもおなじみですね。今泉さんは伊佐見フォー
ク同好会のメンバー。昨年は司会の大役を一手に引き受けてくださっておりました。中山さんは「放課後倶
楽部バンド」のリードヴォーカリスト。唄ごころを知り尽くした丁寧なボーカルでファン急増中。この最強
の三人でステージを盛り上げます。ステージでの活躍にご期待下さい。

２日間のステージ司会をご紹介します。

http:/ /hamanakofolk.hp.infoseek.co.jp/ http:/ /hamafolk.hamazo.tv/ http:/ /hfj06.hamazo.tv/

「浜名湖フォークジャンボリー公式ウェブサイト」ポス
ターや申込用紙のダウンロードなどです。

「浜名湖フォークジャンボリーを百倍楽しもう！」ケロ
ヨンとぴっぴ！が出演者情報とステージ裏話をお送りす
る深夜放送便ブログです。

「フォークソングな日々」実行委員長KAZがジャンボ
リーについて毎日綴るブログです。

ＡＩＧエジソン生命　井上敬彦 053-456-0023
住宅内装工事　朝日インテリア 053-425-3322
純喫茶　カポ３ 053-442-7449
スナック　ぶらぁ～んこ 053-425-1000
木造建築　秀志工務店 053-425-2529
酒魚肴菜鳥米　日本酒　味市場 053-442-4141
昔ながらのラーメン　一八ラーメン 053-442-1899
藍染と趣味の雑貨　藍や 053-448-2154
佐鳴台　カフェ・アルカディア 053-448-0108
花器・茶道具専門店　いたくら 053-463-1691
株式会社　アルファゲート 053-438-9800
豊田税務会計事務所 053-438-3288
特別養護老人ホーム　おおしま 053-431-1111
双葉　様　　　模擬店出店特別協賛 053-472-5400
鳥居　徳孝 053-464-1521
日本平紐工業㈱ 053-461-8332
長谷川工業 0538-36-0030
江間工業㈱ 053-433-0112
㈲アドプラン 053-475-2828
北脇　保之 
㈲植松自動車 053-463-1588
遠藤鉄工所 0559-77-3394
ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ教室　ｱﾄﾘｴ「アミュ－ズ」 053-485-7218
㈲加茂サイクル商会 053-485-8554
とんこさ 053-485-0038
志村歯科・小児歯科クリニック 053-485-8401
一級建築士事務所　安達建築設計室 053-448-6065
竹山鍼灸治療院 053-447-5728
Live Cafe　なんでモール 053-474-8889
ミサキ塗装 053-587-7003
スナック　夜顔 0538-35-6301

松井コーム 0539-62-3410
焼き屋　猪三郎 053-476-6345
あけぼの開発㈱ 0538-32-9100
トヤマイングリッシュアカデミー 053-473-2735
宗教法人　西江院 053-486-0669
さなる動物病院 053-447-8008
石津谷建築 053-485-3728
Djembe　Shop　JALI 053-523-2986
むぎ進学教室 053-485-3678
石窯パン工房　Chevre 053-485-1785
一級建築士事務所ﾋﾛﾉｱｿｼｴｲﾂ 053-458-3714
ももたろうパソコン教室　浜松南校 053-447-0707
JIM　ジム・ステーション 053-441-6885
あんくるとむ 0532-53-5355
㈲叶屋金物建材 053-471-1505
ハイホーねっと 053-411-8558
蒲ギター愛好会 053-464-2190
有限会社　JO　MUSIC 053-436-0017
トップアートレイメイ有限会社 053-586-2435
おとぎ草子 053-584-5676
有限会社　フォース 053-465-7300
はる日和　はる。 
小林工業株式会社 053-441-2871
一已建設株式会社 053-469-0465
ミュージックスタジオ永井 053-587-0913
友澤技工 0538-49-2848
Cafe & Bakery げんらく 0538-23-0141
今日なに作ろうーかずねえ 
株式会社　オサダ 053-465-1311
イタリア料理店ラ・カンティーナ 0538-33-6363
小さな唄に手をひかれ　野田 直樹

（敬称略・順不同）

某メーカーにて、楽器普及のための企画・販売・演奏指導を経て 1991 年からビジネス研修講師をはじ
める。大手人材育成会社、コンサルタント会社を経て、現在、セルフスタイルをデザインするWith ウ
イズの代表としてオリジナルの研修・セミナーの企画、実施を手がける。研修では主に、各階層別社員、
接客サービス従事者の育成を得意とし、近年では地域のリーダー養成やプロ講師養成も手がけている。
また、青少年就労支援ネットワーク静岡に登録し青少年の就労支援、他に子育て世代の女性就労支援へ
と活動を広げている。その他、しずおか産業創造機構経営支援アドバイザー。地球温暖化防止活動推進
員。e- わたし女性会塾メンバー。

大迫由美子 Profile
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浜 名 湖 ガ ー デ ン パ ー ク 屋 外 ス テージ

主催 浜名湖フォークジャンボリー実行委員会
後援 浜松市・浜松市教育委員会・浜松市文化振興財団・中日新聞東海本社・静岡新聞社・静岡放送・静岡ｴﾌｴﾑ放送 K-MIX
 浜松ｴﾌｴﾑ放送 FM-Haro!・東洋印刷 TanHAMA・クエストミュージック・伊佐見フォークギター同好会
特別協賛 ヤマハミュージック東海浜松店・クエストミュージックワークス株式会社・ビック！ビークル浜松

実 行 委 員 会
実行委員長 吉田 和弘  広報 堀川 健二
総合監督 名倉マコト  演出 花村 成夫
渉外 高見比郎之  音響 中村明男

（株）ダイヤオイルアンドサポートが展開・支
援するフランチャイズスタイルのカーメンテ
ナンスショップで、下記の３要素を組み合わ
せたビジネスモデルです。

整備工場
の技術力

セルフ式ガソ
リンスタンド
の集客力

高レベルの集
客ノウハウと
入庫促進オペ
レーション

地域 NO.1 のカーメンテナンス業態
（地域限定フランチャイズ）

全く新しい「車生活」の
パートナーショップ

株式会社インターオート浜西

ビックビークル浜松

〒431-1111
静岡県浜松市伊左地町 8502-6

TEL 053-486-6555
FAX 053-486-0022

す て き な 一 日 を み ん な で つ く る

2DAYS

「まったく初めて」でも「かなりのブランク」でも大丈夫

ヤマハ大人の音楽レッスン
■アコースティックギター　■エレキギター　■ボーカル　■ドラム　■フルート　

■サックス　■バイオリン　■ピアノ　■エレクトーン　■ウクレレ　■オカリナ　

他

（株）ヤマハミュージック東海　浜松店
6F・7F　かじまちセンター

浜松市鍛冶町321-6　TEL(053)456-9216
http://www.yamaha-tokai.jp/hamamatsu/

■有楽街本店 053-452-5152
■ザザシティ店 053-459-1393
W W W . Q U E S T M U S I C . C O . J P

音楽する人と・・

ギブソンアコースティックスーパーディーラー認定店

マーティン マーキスディラー認定店

この催しは、財団法人 浜松市文化振興財団 平成 18 年度芸術文化振興助成事業です。

浜名湖フォークジャンボリー 2006 にようこそ！
いよいよ、僕らが待ちに待った夢のステージの開幕です。手作りのコンサートにアマチュア
フォークバンドが挑みます。
どうかこのコンサートを楽しんで一緒に唄いましょう。　僕たちのあの頃の歌を！

この催しは「心のユニバーサルデザイン」活動を応援しています。
会場の美化にご協力下さい。この公園は僕らの財産です。自分のゴミは自分でお持ち帰り下
さい。

浜名湖フォークジャンボリー2006 開催おめでとうございます。

会 場模擬店担当

浜松市助信 45-1
電話　053-472-5400

ふたば


