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主催:郷の音・市民コン時一ト実行委員会
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。指揮:河本京也� Oピアノ:藤田惟予

作詞持由美晴/作曲矢田久手/編曲西脇久夫
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審査結果発表・表彰式

<審査員紹介> 

作詞持田美晴/作曲矢田久手/編曲:西脇久夫

作詞・中村干栄子/作曲:岩河三郎

。指揮:歳内喜代美

わらべうた/編曲:信長貫富

作曲 しajosBA即� OS

。指揮:金丸文子。ピアノ:高橋陽子

作詞，山よ路夫/作曲 村井邦彦

作詞・作曲・杉本竜一/繍曲-富津硲

BT!J!fao 音楽評議家、ジャーナソヌト、合唱指揮番。関西合唱連盟会長e

E厚� &II!/ 合唱指揮者、奈畏産業大学毅授。関西合唱違憲理事、大阪府合唱連盟理事。

豊中混高合唱団、豊中少ff少玄合唱団、女声合唱団あい、女声合唱ア){;モ二レジユイ、女声合唱団Stella、

関西大学ゲリークラブJ旨庫番号

局不/母子 兵庫県合唱連盟理事。武庫川女手大学附属中学校・高等学校コーラ宍部顧問

犬草津一 三EBi'行事担膏長σ� 
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翼をください

今私の願し1事がかなうならば翼がほしい
この背中に需のように白い翼つけてください
この大空に翼を広げ とんでゆきたいよ
悲レみのない自由な空ヘ 翼はためかせ ゆきたい

今富とか名誉ならばいらないけど 翼がほしい
子供の時夢見たこと 今ち同レ夢仁見ている
この大空に翼を広げ とんでゆき疋いよ
悲しみのない自由な空ヘ 翼は疋めかせ ゆきたい� 
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たとえば君が傷ついて	 くじけそうになった時は
かならず僕がそばにいて ささえてあげるよ その肩を
世界中の希望のせて この地球はまわってる
いま未来の扉を聞けるとき
悲しみや苦しみが いつの日か 喜びに変わるだろう� 
Ibe1ieve in future 信じてる• 
ちしち誰かが君のそばで 泣き出しそうになった時は•r. 	 だまって腕をとりながら いっレょに歩いてくれるよね
世界中のやさしさで この地球をつつみたい
いま素直な気持ちになれるなら
憧れや愛しさが大空にはじけてひかるだろう� 
Ibe1ieve in future 信じてる
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←一一一 楽天市場l己出広のお知ら坦一一一→

ごの度、楽天市場にセレクトショップとして、� f搾戸チョコjを出庖致しました.

南フランスで覆される伝統聞な本場のスイーツを始め、マカロン、集チョコ、

~りチョコ等、 f神戸チョコ j がセレクトしましたスイーツの狼々をお凝しみ下さい.� 

f縛戸チョコjへのアクセス万訟は、下記の3通りです.

①楽天市場内にて、� f神戸チョコjで検索する。

②検索工ンジン(Google.Yahoo)にて、� 
f楽天神戸チョコ アサヒフーズjで検索する。

①直接アドレスパーにURしを入力する。� 因説田

PC:http://www.rakuten.co.jp/kbchoco/ 
燐帯� :http://m.rakuten.co.jp/kbchoco/ 面函事� 1

お気軽にご利用下さい.お待ちしております.� 

3噌ヒコーヌ株式会社

内田総合設備株式会社
干669-1528 三田市駅前町19-14

電話� 079-563-4131 FAX:079-562-2542 

OJお銭224b 
.1533長..孟田市三倍1138-7

曾� 079・564・2345 

営業開鯛� 9却 ー �  19:00
ー~11語E・u唖制盛岡E語錨晶示~ーーーーー 

079-562-4唱20

カネポウチェーン庖

制作スナミ

三田市中町6・咽� 

JR三回駅前通り�  
TEL562-2526 

関口パレ工スクール

干669-1535 三田市すずかけ台2丁目15-3 

079-565-1712 

新車・中古車 ・車検・準備 ・定期点検・鍍金・塗装・ 自動車保険

国土交通大臣指定・民間車検整備工場

株式会社竹花自動車
〒	669-1311 三田市加茂654-1

勉話(079)567-0192 F&(079)S67-1817 0120-070193'C フリーダイヤ ル �  

書籍・雑誌・教科書・教材

庖霊童	 キサ中 Eヨ

TEL(079)564-6405 FAX(079)564-2064 
干669-1533三田市三田町36-8(本町通り)

干669-1533

三田市三田町29-9
平瀬
楽器 TEL:079-564-2052 

FAX: 079-563-3690 

Ag，寸二L"s m 株式会社コタ二住建

ぞ奪え象なeiiL5;t;1 EAム主b.2it必4444記J 

〒600-8433

京都市下京区高辻通

室町西入る繁昌町300-1

力ノン室町四条307LOODY 
〒669-1321 三田市けやき台1丁目� 11番2三国ホテル2F	 TEL:075-757-6124 

干669-1531

三巴市天神� 1丁目 5-33 商工会館内206号 若森産婦人科医院
三田中央ライオンス、クラブ� 

干669-1535 三田市南がfi1-54-23 
TEし� 079-562-0247 079-563-4005 

82を2 〒669-1546 兵庫県三田市弥宝が丘1-1-1 フローラ88 3F 
TEL.079-553-8220 FAX.079-553-8180 
WEB.www.fm822.comMAIL.honey@fm822.com 

-郷の音・市民コンサート実行委員会とは・
三田市音楽協会を母体とし、三田市からの補闘を受け、郷の吉ホールを活用して三日の音楽文化向上を図るための事業の

企画運営に当ることを目的に、平成� 18年に設立された非営利団体です。
これまでに開催レた事業
・郷の盲ホールオープニング記意コツサート 交醤曲第9番合唱付き(市民合唱団300名出演)� H.19.7.8 
.三田シティフレッ シュコンサート(新人音楽家の演奏会〉 毎年4月に開催
・吹奏楽フ工スティ/'i，Jレ(学校を含め、三田市内全吹妻楽団出演) 毎年3月に開催
・合唱講座 ・初l白書向け合唱講座� H.20.21 ・小学生のためのコーラス教室� H.21より毎年
・バレンタイツフェスタ(当委員会所層のブロの昔楽家による親しみやすい音楽会) H.22.2.14 
・グリーンコンサー卜(三田市ゆかりの著名な音楽家による演奏会)� H.23.3.19 

http:H.23.3.19
http:H.22.2.14
http://m.rakuten.co.jp/kbchoco
http://www.rakuten.co.jp/kbchoco

