
We Love Music! 音楽の街「浜松」を世界に発信しよう!! 

                          浜名湖ﾌｫｰｸｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 

                第２ステージ  開催!! 
                  

７０年代・８０年代に青春を過ごした永遠の若者が浜名湖に集います。 

僕たちが好きだった吉田拓郎、かぐや姫、井上陽水、さだまさし、フォークル、etc… 

秋の一日、あの頃の歌を浜名湖の青い空の下でみんなで歌いませんか！  

浜松及び近郊で音楽活動を楽しんでいる皆さん！そしてコンサート大好きな皆さん！ 

当日は浜名湖花博跡地「浜名湖ガーデンパーク」野外ステージに集合しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

と き： ２００５年１０月９日（日） 午前９時～午後５時 

ところ： 浜名湖ガーデンパーク屋外ステージ（浜名湖花博跡地） 

   入場無料！ 小雨決行 駐車場多数用意しました。ご家族連れでご来場下さい。 

    本日はピクニック気分でアコースティックサウンドをお楽しみ下さい。 

あの感動のステージ「浜名湖フォークジャンボリー」秋編 いよいよ開催!! 

ご家族で・お仲間で、あの頃の「唄本」を持って集合して下さい。 

今回のステージはあの頃のフォークソング大集合。みんなが知ってる曲ばかりです。 

心地よい秋の風に吹かれて懐かしいフォークソングを歌いに出掛けませんか。 

 

詳細は公式サイト http://hamanakofolk.hp.infoseek.co.jp/ をご覧下さい。 

お願い！   この公園は私たちの財産です。自分たちのゴミは自分たちでお持ち帰り下さい。 

 

主 催： ｢元気の源｣コンサート実行委員会  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、Ｋ-Ｍｉｘ、ＦＭ Ｈａｒｏ！、中日新聞東海本社、タウン情報浜松、 

静岡新聞・静岡放送、クエストミュージック、ソニックシステム、伊佐見フォークギター同好会 

特別協賛 ： ソフト・ハード提供  ヤマハミュージック東海 浜松店 

この催しに関するお問合せ先 ： ｐｍ6：00 以降 053-485-7218 高見まで 



新「浜松市」誕生記念コンサート

　　プ　ロ　グ　ラ　ム

　出演バンドの紹介とタイムスケジュール
　 　　　　　　*時間は変更されることがあります。目安の時間であることをご了承下さい。

　　ａｍ　9：15～　9：20 開場アナウンス・主催・後援・協賛各社紹介
　　ａｍ　9：20～　9：30 最終音響チェック（スタンバイ）

〈第一部　・　高見比郎之プロデュース　スタート〉
伊佐見ＦＧ同好会に所属。「元気の源」コンサート実行委員会を立ち上げ、今回のコンサート企画を推進！

①　ａｍ　9：30～　9：50 Ｔｕｔｔｉ　（トゥッティ）　　 伊佐見フォークギター同好会のビッグバンドです。

②　ａｍ　9：50～10：10 ＳＬＬ（ｼﾝｶﾞﾘﾝｶﾞﾘﾝ） チャレンジャーとして参加します。

③　ａｍ10：10～10：20 大塚　友紀　　… 現在路上ライブ中心。そろそろライブハウスで！

④　ａｍ10：20～10：30 佐藤　　剛　 　… 県外ライブにも積極的にアプローチしてます。

〈　☆　一曲入魂スペシャル　スタート〉
この記念すべき会場で歌いたい！そんな皆さんの発表の場・仲間作りの場です。みんなで盛り上がろう！

☆①　ａｍ10：35～10：45 スーさん  … 今日は心いっぱい込めて歌いますのでヨロシク！

☆②　ａｍ10：45～10：55 ツカさん　　 … 前回は二人ユニット演でしたが今回はソロ演で頑張ります。

☆③　ａｍ10：55～11：05 遠藤 彰　 … 三島市から参加です。県西部と東部が交流できるように頑張ります。

☆④　ａｍ11：05～11：20 Ｔ ＆ Ｏ　 　 … ギター２本・二人での参加です。

☆⑤　ａｍ11：20～11：35 manamanaバンド… 四人が醸し出すフォークソングは絶品です。　（名倉親ビン談）

〈第二部　・　花村　成夫プロデュース　スタート〉
ライブカフェ「なんでモール」のマスター。週末のライブは大勢のミュージシャンで楽しめるお店です。

⑤　ａｍ11：45～ｐｍ0：55 なんでﾓｰﾙｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ なんでモールに集う仲間のドリームバンドです。

〈第三部　・　吉田　和弘プロデュース　スタート〉
懐かしい歌をみんなで歌いたい。自前のコンサートに施設への訪問にバンド活動を楽しんでいます。

⑥　ｐｍ　1：30～　1：50 ﾌｨﾌﾃｨ・ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾞ with ﾃﾙｼｰﾊﾞﾝﾄﾞ
　 みんなが知っているあの頃のフォークソングを一緒に歌いましょう。

⑦　ｐｍ　1：50～　2：10 デザートウィンド ﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ好きが集まったﾊﾞﾝﾄﾞですがﾌｫｰｸやﾎﾟｯﾌﾟｽにも挑戦しています。

⑧　ｐｍ　2：10～　2：30　 DO-BY-SINGERS 静岡で活動するトラディショナルフォークのバンドです。

〈第四部　・　名倉マコトプロデュース　スタート〉
浜北・雪月花／おとぎ草子をベースに活動を展開する“迫力ある”名倉バンドのリーダーです。

⑨　ｐｍ　2：40～　3：00 ココット … 「おとぎ草子」で懐かしいフォークから現代風バラードまで歌っています！

⑩　ｐｍ　3：00～　3：20 HANPEN … 静岡駅周辺で定期ストリートライブしています。今日も元気に歌います！

⑪　ｐｍ　3：20～　3：40 BELLS … 三方原JOﾐｭｰｼﾞｯｸで音楽を習う姉弟ユニットです。皆さんよろしく。

〈第五部　・　堀川　健二プロデュース　スタート〉
｢歌でしか言えない」　７０年代フォークソングが好き。ただそれだけの事！

⑫　ｐｍ　3：50～　4：10 海音（かいん）　… 「なぜ海が見たいのだろう…。もう若くはないのに。」

⑬　ｐｍ　4：10～　4：30 ハカランダ　　　… 「あの歌もう一度聞きたくて、私のために作ってくれた…」

⑭　ｐｍ　4：30～　4：50 秋見 with ﾊｶﾗﾝﾀﾞ 「もう星は帰ろうとしてる　帰れない二人を残して…」

　　ｐｍ　4：50～　　　　グランドフィナーレ ～　　みんなで片付け　・・・・　　お疲れ様！



《グランドフィナーレ》  みんなで歌おう！ 
 

♪ あの素晴らしい愛をもう一度 

C     Em   Ｆ      Ｇ7 

命かけてと 誓った日から

     Am    Em     F          G7 

  素敵な思い出 残してきたのに

   Am       Em       Am          Em 

あの時 同じ花を見て美しいといった二人の 

  Dm   Am   D7        G7 

心と心が 今はもうかよわない

  F   E7    Am    F  G7 C 

あの素晴らしい愛をもう一度

             F   E7    Am    F  G7 C  

あの素晴らしい愛をもう一度

赤とんぼの歌を 歌った日から

  何も変わっていないけれど

あの時ずっと夕焼けを追いかけて行った二人の

 心と心が 今はもうかよわない

あの素晴らしい愛をもう一度

  あの素晴らしい愛をもう一度

広い荒野に ぽつんといるよで

 涙が知らずに あふれてくるのさ

あの時風が流れても変わらないといった二人の 

心と心が 今はもうかよわない

あの素晴らしい愛をもう一度

    あの素晴らしい愛をもう一度

 

♪ 戦争を知らない子供たち 

C     Em        F     G7 

戦争が終わって 僕等は生まれた

      C     Em        F     G7 

   戦争を知らずに 僕等は育った

      C     Am   F        G7 

おとなになって 歩きはじめる

             C   Am   F           G7 

    平和の歌を くちずさみながら

C     Em     F      G7 

僕等の名前を 覚えてほしい

       C      Em          F G7   C 

    戦争を知らない 子供たちさ

若過ぎるからと 許されないなら

   髪の毛が長いと 許されないなら

今の私に 残っているのは

   涙をこらえて 歌うことだけさ

僕等の名前を 覚えてほしい

   戦争を知らない 子供たちさ

青空が好きで 花びらが好きで 

  いつでも笑顔の 素敵な人なら

誰でも一緒に 歩いてゆこうよ

   きれいな夕陽が かがやく小道を

僕等の名前を 覚えてほしい

    戦争を知らない 子供たちさ

 戦争を知らない 子供 た ち さ

… ご挨拶 …

新浜松市誕生記念として 7 月と１０月に企画・実行してきました僕らの

音楽イベントが本日をもちまして終了いたします。

この素晴らしい公園、そしてステージ、来年もきっとここで音楽

イベントをやろう！そう考えています。

浜名湖フォークジャンボリーの公式サイトはしばらくそのまま

残します。次回の企画運営に携わってくださるスタッフ及び

出演者を募集します。サイトのほうにお申し出下さい。

浜名湖フォークジャンボリーをさらに発展させ、

“ 音楽の街「浜松」を世界に発信しよう！”  

本日はご来場誠に有難うございました。

 ではまた来年！ここで会いましょう！ 



本日の第２回「浜名湖フォークジャンボリー」にご協賛いただいている方々です。
申込受付順

秀志工務店　様 朝日インテリア　様 喫茶　Ｃａｐｏ３　様

〒430-0821　浜松市西町300 〒430-0821　浜松市西町388 〒430-0853　浜松市三島町1447

053-425-2529 053-425-3322 053-442-7449

風’ ｓ風　ふーずふー　様 ㈲ひかる不動産　様 酒魚肴菜鳥米 日本酒　味市場　様

〒432-8023　浜松市鴨江2-50-110 〒431-3122　浜松市有玉南町1598 〒430-0853　浜松市三島町1447

053-454-6046 053-431-4688 053-442-4141

中部ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 様 藍染と趣味の雑貨　藍や　様 カフェ・アルカディア 様

〒430-0856　浜松市中島3-3-610 〒432-8021　浜松市佐鳴台2-11-16 〒432-8021　浜松市佐鳴台2-11-16

053-464-1043 053-448-2154 053-448-0108

市川酒店　様 ㈱アルファゲート　様 ﾋﾛﾉｱｿｼｴｲﾂ一級建築士事務所　様

〒430-0823　浜松市河輪町655 〒433-8112　浜松市初生町626-1 アピタ2Ｆ 〒430-0923　浜松市北寺島町117

053-425-0780 053-438-9800 053-458-3714

MUSIC STUDIO NAGAI 様 おとぎ草子　様 名倉バンドＧｒ　様
〒434-0025　浜松市善地510 〒434-0038　浜松市貴布祢3000 〒434-0026　浜松市東美薗710-2

053-587-0913 なゆた1Ｆ　053-584-5676 053-586-4650

㈲ラズベリーハウス 様 浜北ベンチャーズ　様 トップアートレイメイ㈲　様

〒434-0012　浜松市永島28-1 〒434-0012　浜松市永島28-1 〒434-0036　浜松市横須賀1670-9

053-585-5536 053-585-5536 053-586-2435

豊田税務会計事務所　様 ＪＯミュージック㈲　様 東海下水道整備㈱　様

〒433-8105　浜松市三方原町64-4 〒433-8105　浜松市三方原町1029-1 〒430-0814　浜松市恩地町559-19

053-438-3288 053-436-0017 053-426-0111

㈱有賀総建　様 ｵｰｴﾑﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱　様 ㈲植松自動車　様

〒430-0853　浜松市三島町1058-2 〒435-0042　浜松市篠ｹ瀬町1022-1 〒430-0803　浜松市植松町1541-2

053-443-0410 053-462-3344 053-463-1588

小野江織物㈱　様 江間工業㈱　様 ももたろうﾊﾟｿｺﾝ教室浜松南校 様

〒430-0803　浜松市植松町58-10 〒　431-3112　浜松市大島町1614 〒432-8058　浜松市新橋町1466

053-461-1488 053-433-0112 ノサキ電器2Ｆ　053-447-0707

焼き屋　猪三郎　様 カーペンター松井 様 スナック　夜顔　様

〒433-8123　浜松市幸5-3-26 〒438-0102　磐田市虫生385-1 〒438-0817　磐田市上万能158-4

053-476-6345 0539-62-3410 0538-35-6301

Live Cafe なんでモール様 花器・茶道具専門店　いたくら様 食事処　とんこさ 様

〒433-8122　浜松市上島5-22-26 〒　430-0806　浜松市木戸町9-3 〒431-1111　浜松市伊佐地町2524-3

053-474-8889 053-463-1691 053-485-0038

石津谷建築店　様 スナックぶらぁんこ 様 双　葉 様

〒431-1112　浜松市大人見町3420 〒430-0835　浜松市遠州浜２丁目 〒430-0903　浜松市助信町45-1

053-485-3728 中央商店街　053-425-1000 053-472-5400

　 ビック！ビークル浜松　様 ガソリン・軽油大特価　車検もネ！

横断幕製作有難うございました。 〒431-1111　浜松市伊佐地町8502-6 ガスオーレ浜松店

053-486-6555 浜松西インターより車で１分


