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君津市文化のまちづくり市税1％支援事業
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日　本 ラプソディー （狛林正一 /
　　堀優香編曲）

伊東　聖香
近藤　綾奈～君津市民歌の主題による～

日　本 2 台ピアノのための東北民謡 （堀優香編曲） 伊東　聖香
近藤　綾奈～新相馬節・さんさ時雨・秋田おばこ～

フランス ハイドンの名によるメヌエット （ラヴェル） 佐藤　雄紀

フランス ラ・ヴァルス （ラヴェル） 西垣亜由子
佐星　美緒

ブラジル スカラムーシュ 1,3 （ミヨー） 竹内由紀子
多田　あい

アルゼンチン リベルタンゴ （ピアソラ） 高梨　　郁
清水　彩香

ロシア プレリュード Op.23-5 g moll （ラフマニノフ） 南澤　鈴華

ポーランド マズルカ Op.59-1・2 （ショパン） 山内　花菜

スペイン カルメンの主題による変奏曲 （ビゼー / ホロヴィッツ） 佐藤　雄紀 

スペイン アンダルシア舞曲 （インファンテ） 高梨　　郁
清水　彩香

　　　　

お　話　
映　像　

石橋　里奈
石橋　里奈
堀　　優香

Program
【Ⅰ部】

【Ⅲ部】

【Ⅳ部】

【Ⅱ部】

かずさジュニアオーケストラ (KJO )
弦楽セレナーデ   第 4 楽章 フィナーレ（チャイコフスキー）

行進曲「威風堂々」  第 1 番（エルガー）

指　揮　野口　芳久

東京楽竹団
八木節 日本古謡 長谷川友実

竹の大地 橘　政愛 木下　卓巳

島唄 宮沢　和史 丸田　菜穂  

じょんがら 日本古謡 三宅まどか  

＜復興への願いを、歌声にのせて＞
名曲コンサート２０１３合唱団　
混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」（源田俊一郎）

指　揮　星野　行江
ピアノ　吉川みくり

朗　読　（大学院１）延平　和樹
（高校２）大河原　渉
（中学１）倉本　望典
書　　　幕田　魁心

リズムで感じよう！世界の鼓動！！　～ピアノによる音楽の世界旅行～

休　憩



お祝いメッセージ
君津市長　鈴木　洋邦　　

　本日ここに、第 6回「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート 2013」が、盛
大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
　主催者であります房総楽友協会の皆様には、市内での幅広い音楽活動を通じて、音
楽文化の振興にご尽力いただいておりますことに心から敬意と感謝の意を表します。
クラシック音楽を主体とした地元出身の音楽家達によるこのコンサートも今年で６回
目となりますが、趣向をこらした演奏は、会場に足を運ばれる多くの方にその魅力を

余すことなく伝えております。私自身も毎年、非常に楽しみにしております。
公募により結成される市民による合唱団、地元出身の演奏家、市内で活動している市民活動団体との連携な
ど、人と人とのつながりにより開催されていることが、このコンサートの大きな特徴だと思います。
また、企画から運営まで市民の手で作り上げられており、市では、音楽を通じて、君津文化の創造に寄与す
るものとして、今年度も文化のまちづくり市税１％支援事業として支援させていただいております。
本日のコンサートを通じて、出演者並びにご来場の皆様が喜びと感動を共有し、成功裡に終了しますことを
祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

　本日は「地元出身者達による名曲コンサート 2013」にご来場いただき、まことにあ
りがとうございます。
　房総楽友協会は平成 19 年６月、君津市を中心とした近隣 4市の音楽家が集まって
設立した団体です。音楽文化の振興を更に推し進めて、音楽による情報発信を行い、
今後も地域社会づくりに貢献できるように活動していきたいと思います。
　地元の音楽家が〈独立した演奏家〉として活躍することはもちろん大切なことです

が、それだけを目的とせずに人のため、社会のために役立つ活動をすることも大事なことだと考えます。地
元出身の若手演奏家が牽引役となって、合唱を愛する市民の方々や他の音楽団体と手を携えて、この地域に
クラシック音楽の地盤を育て、聴衆に支えられた音楽活動が主力となるような、≪音楽の草の根運動≫が今
後も広がっていくことを願います。
　音楽文化というものは、一部の音楽家だけで作られるというものではありません。「創作・演奏・鑑賞」
など多面的な活動を通じて、蓄積・形成される文化であり、それは市民と音楽家の協働によって初めて定着
します。もちろん文化の伝播には多くの時間が必要です。地域に音楽という文化が根付くよう、市民の手で、
市民の構想で開催されるコンサートが、君津市民文化ホールを拠点として今後もますます発展していくこと
を期待します。
　～忘れないで 3・11！前進日本！音楽を明日への活力に！～

どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

　　君津に音楽の風を！　　　　房総楽友協会　早川　令子
　

公開録音のお知らせ
このコンサートは８月 25日（日）20時からかずさエフエム（83.4 Ｈｚ）で放送されます。
インターネットでサイマルラジオ（http://www.simulradio.jp) にアクセスし、『関東』のかず
さエフエム『放送を聴く』をクリック！世界中どこにいても聴けます。



Profile
野　口　芳　久　（のぐち　よしひさ）　オーケストラ指揮
　木更津高校を経て東京音楽大学に入学。指揮を三石精一、Ｆ・エッゲーマン、作曲・理論を南弘明、
大場善一、ピアノを尾田綾子、高田義恵、チェロを清水勝雄、馬場省一の諸氏に師事。１９７4 年、
同校卒業後、同大学研究科に在籍。７５年以降、各地でオーケストラやオペラを指揮。君津でも「み
んなの第九演奏会」など、数多くの演奏会を指揮。現在、東京音楽大学准教授。ＫＪＯ音楽監督に
は平成１４年秋から就任。君津市出身。船橋市在住。

長谷川　友　実　（はせがわ  ゆみ）打楽器
国立音楽大学打楽器科卒業。管弦楽コース修了。４歳よりピアノを 12 歳より打楽器を始める。打
楽器を植松透、百瀬和紀、アンサンブルを福田隆の各氏に師事。現在、オーケストラ、打楽器アン
サンブル等で活動する他、地元富津市にてマリンバ、打楽器の指導も行っている。 「Ｔｒｉｐｃｙ」、

「東京楽竹団」各メンバー。 富津市出身、東京都在住。

東 京 楽 竹 団　（とうきょうらくたけだん）（長谷川友実・木下卓巳・丸田菜穂・三宅まどか）　
日本の文化に深く関わっている竹を使い、楽器を創造し新しい響きを創り出す人々の集まり。東京
高尾を拠点に、日本各地でコンサート・楽器作りのワークショップなどを行っている。オリジナル
曲・アレンジ曲を取り混ぜ、打楽器を中心に音楽性・パフォーマンス性の高い表現で、刺激と安ら
ぎに満ちた舞台作りを目指している。
　

星　野　行　江　（ほしのゆきえ）　合唱指揮
千葉大学教育学部音楽科卒業。末芳枝、森田百合子、秋山衛各氏に師事。ウィーン夏季ゼミナール
にてヒルデ・ツァデック、タマール・ラッフーム教授の講座を受講。君津市民音楽祭オペラ公演「椿
姫（フローラ役）」（野口芳久指揮、平尾力哉演出）、かずさ音楽祭「第九」（秋山和慶指揮　東京交
響楽団）にソプラノソリストとして出演。君津オペラ公演「椿姫」「ラ・ボエーム」「カルメン」の
オペラ合唱団地元指導者として合唱指導を担う。木更津市在住。

吉　川　みくり　（よしかわ　みくり）ピアノ
千葉県立木更津高等学校卒業。武蔵野音楽大学器楽科ピアノ専攻卒。業。ピアノを金綱靖代、本田
かほる、故尾田綾子、岡野登与子の各氏に、声楽の伴奏法を坂本貴輝氏に師事。綾芽会 45 周年記
念コンサートにおいて野口芳久氏指揮により同記念管弦楽団と共演。藝大オペラ in 君津「椿姫」「ラ・
ボエーム」君津市民オペラ「カルメン」の伴奏ピアニストを務める。音楽教室 Piacere! 講師。君津
市在住。

幕　田　魁　心　（まくたかいしん）　書道家
1947年福岡県北九州市に生まれる。1965年福岡県立戸畑高校卒業。1970年大東文化大学文学部卒業。
千葉県立天羽高校書道教諭。以降、袖ヶ浦高校・木更津高校・2001年千葉大学非常勤講師。君津市在住。
書歴 /  1968 年安藤搨石に師事。1982 年第１回個展（銀座ゆふきや画廊）1988 年第 3 回個展（銀座
鳩居堂画廊以後 10 回）2013 年第 24 回幕田魁心－白を斬る－（東京銀座画廊・美術館）。



プロフィール Profile

伊　東　聖　香　（いとう　せいか）ピアノ
東京音楽大学器楽専攻ピアノ科卒業。亀田裕美子、早川令子、石井千穂、倉沢仁子の各師に師事。
2004 年、第２回コンドー楽器ピアノコンクール　中学生・高校生部門最優秀賞を受賞。2005 年、
第９回 PIARA ピアノコンクール関東 B 地区大会　奨励賞を受賞。2007 年、君津音楽協会主催「ス
プリング・コンサート '07」出演。2010 年、松本オルガン保存会主催「そよかぜコンサート」出演。
現在、コンドー楽器 PSTA 講師。君津市在住。

近　藤　綾　奈　（こんどう　あやな）ピアノ
千葉県立木更津高等学校卒業。東邦音楽大学音楽学部音楽学科ピアノ専攻卒業。在学時、定期演奏
会及び卒業代表演奏会に出演。卒業時に三室戸貴光記念奨励賞を受賞。これまでにピアノを早川令
子、國谷尊之の各氏に師事。
現在、コンドー楽器 PSTA 講師として勤務。木更津市在住。

堀　　　優　香　（ほり　ゆうか）作曲・映像
東京芸術大学作曲科首席卒業。在学中に長谷川良夫賞、卒業時にアカンサス音楽賞受賞。新卒業生
紹介演奏会にて高関健氏指揮により「Bimodal Pedal 〜オーケストラのための〜」が初演される。
現在、同大学院在学中。映像作品への楽曲提供、コンサートのための編曲等も多数手がけている。
これまでに作曲を小島佳男、高畠亜生、野田暉行、安良岡章夫の各氏に師事。21 世紀音楽の会会員。
君津市在住。

佐　藤　雄　紀　（さとう　ゆうき）　ピアノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京学芸大学教育学部芸術文化課程音楽専攻卒業。同大学院修了。日本学生支援機構より大学院在
学中の業績を認められ、大学院第一種奨学金の返還を全額免除される。その後桐朋学園大学カレッ
ジディプロマコースで 4 年間研鑽を積み、コース修了。第 27 回ソレイユ音楽コンクール第 1 位、
音楽現代新人賞を受賞。2009 年、2011 年と来日したウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏団と共演。
これまで飯田陽子、勝谷壽子、上原興隆の各氏に師事。君津市出身、東京都在住。

西　垣　亜由子　（にしがき　あゆこ）　ピアノ
千葉県立木更津高等学校を経て、東京音楽大学ピアノ科卒業。洗足学園音楽大学大学院音楽研究科
修士課程修了。大学院在学中、秋山和慶指揮による F. リスト作曲「ピアノ協奏曲第 1 番」のソリ
ストとして大学院室内管弦楽団と共演。 ピアノを左草真理子、麻生真理子、石井千穂、西川美知子、
伊奈照世、杉本安子、小林仁の各氏に師事。 現在、演奏活動を行う傍ら、コンドー楽器 PSTA 講師・
自宅ピアノ講師として、後進の指導にあたっている。木更津市在住。

佐　星　美　緒　（さしょう　みお）　ピアノ
東京音楽大学ピアノ科卒業。ロシア国立モスクワ音楽院エレーナ・リヒテル教授のマスタークラス
を受講。東関東ピアノオーディション準グランプリ、併せて千葉県市長賞受賞。
全関東ピアノオーディション第 1 位。べーテンピアノコンクール連弾部門第 1 位。これまでにピア
ノを早川令子、長川晶子、倉沢仁子の各氏に師事。現在、後進の指導にあたりながら合唱団の伴奏、
ブライダルの演奏等幅広く演奏活動を行っている。コンドー楽器 PSTA 講師。君津市在住。
 



竹　内　由紀子 （たけうち　ゆきこ）　ピアノ
　4 歳よりピアノを始める。千葉県立木更津高等学校、千葉大学教育学部音楽科卒業、同大学院音
楽教育修士課程修了。フランス・ニース音楽院サマーセミナーにて、パスカル・ロジェのクラスを
修了。2008 年全日本ピアノデュオコンクール入賞。房総楽友協会、君津音楽協会、袖ケ浦市音楽
協会主催のコンサート等に出演。これまでに、ピアノを揚原祥子、宇川眞美、倉沢仁子、早川令子、
伴奏法を渡部成哉の各氏に師事。現在、千葉市立小学校教諭。袖ヶ浦市出身、千葉市在住。

多　田　あ　い　( ただ　あい）ピアノ
東京音楽大学ピアノ科卒業。これまでにピアノを播本枝未子、倉沢仁子、森早苗、早川令子の各氏
に師事。第１１回日本クラシック音楽コンクール東京地区本選ピアノ部門好演賞受賞。東京音楽大
学ピアノアンサンブル演奏会（２台ピアノ）に出演。２００８年全日本ピアノデュオコンクール ( ２
台ピアノ ) 入賞。現在、地域での演奏活動を行う傍ら、島村ミュージックスクール、自宅ピアノ教
室にて後進の指導にあたる。袖ヶ浦市在住。

高　梨　　　郁　（たかなし　かおり）ピアノ
5 歳よりピアノを始める。東京音楽大学ピアノ科卒業。ピアノを早川令子、佐藤展子、倉沢仁子の
各氏に、フィンガートレーニングを御木本澄子、恩田明香、本村久子の各氏に師事。2010 年、学
内室内楽オーディションに合格。また君津音楽協会主催による「スプリングコンサート 2010」、房
総楽友協会主催による「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート 2011」に出演。現在カワ
イ音楽教室ピアノ講師として指導にあたっている。富津市在住。

清　水　彩　香　（しみず　あやか）ピアノ
４歳よりピアノを始める。埼玉芸術総合高等学校ピアノ科、東京音楽大学ピアノ科卒業。同大学卒
業演奏会出演。これまでにピアノを、海老原直美、長川晶子、澤田みづえ、三界晶子の各氏に師事。
第１７回ヤングアーチスト　ピアノコンクール（F グループ）本選優秀奨励賞、平成２３年ピティ
ナピアノコンペティション（グランミューズ部門カテゴリー）全国大会入賞、第１３回アールンピ
アノコンペティション（F 級）全国大会優秀賞。埼玉県在住。

南　澤　鈴　華　（みなみさわ　すずか）ピアノ
東京音楽大学附属高等学校を経て、東京音楽大学 ピアノ科卒業。東京音楽学大学大学院 科目等履
修生修了。第 5 回やちよ音楽コンクール入選。第 20 回国際芸術連盟新人オーディション合格。第
７回日本演奏家コンクール ピアノ部門一般の部第２位入賞。これまでに斎藤由美子、宮崎和子、
弘中孝、アヴォ・クユムジャンの各氏に師事。現在、ピアノ講師として後進の指導にあたりながら、
演奏活動をしている。袖ヶ浦市出身、松戸市在住。

山　内　花　菜　（やまうち　かな）　ピアノ
6 歳よりピアノを始める。第 15 回ちば音楽コンクール中学生部門 1 位 及び 最優秀賞受賞。翌年、
全国新聞社音楽コンクール上位入賞演奏会「交流の響き 2007 in 川崎」に出演。第 12 回ショパン
国際ピアノコンクール in ASIA 千葉大会金賞受賞。第 28 回日本ピアノ教育連盟オーディション奨
励賞受賞。これまでに、永野栄子、桑野緑、勝谷壽子、多美智子、坂井千春の各師に師事。東京藝
術大学音楽学部附属音楽高校経て、現在同大学  学部 3 年在学中。木更津市在住。

石　橋　里　奈　（いしばしりな）ピアノ・映像・台本

3 歳よりピアノを始める。千葉音楽コンクール、ピティナピアノコンペティション等で受賞多数。
東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業、卒業演奏会に出演。同大学大学院ピアノ科修了。これ
までにピアノを安藤久仁子、鳥居さお梨、弘中孝、迫昭嘉の各氏に師事。現在、自宅ピアノ教室

「PIACERE」、（株）コンドー楽器にて後進の指導にあたっている。木更津女声合唱団伴奏者。木更
津市在住。



　　　　　　　　　　　　　　　　　団長挨拶　　　　　　　　　　団長　小　川　幸　雄

　本日は「明日を担う地元出身者達による名曲コンサート 2013」にご来場いただき、誠にありがとうご

ざいます。
　「名曲コンサート 2013 合唱団」は房総楽友協会さんの肝いりで発足し、本年度で６回目を迎えること
になりました。今回は昨年に引き続いて星野行江先生の指導の下、混声合唱のための唱歌メドレー「ふ
るさとの四季」を演奏することになりました。唱歌メドレーですのでどなたも聴いたことのある曲ばか
りです。きっと懐かしく感じることだと思います。私も練習を始めたときには、とりつきやすく感じま
した。しかし、練習を進めていくうちに沢山の課題があることがわかってきました。
　この合唱団は中学生から 70 歳代までの素人合唱団です。星野先生から厳しく、暖かく指導をしてい
ただき、大きく成長してきたと勝手に思っています。今日はみなさんの前でどのくらいその成果を発揮
できるか不安ですが、星野先生が指導してくださった事を胸に焼き付けながら一生懸命表現したいと思
います。
　どうぞこの一時を私たちと共に楽しんでくださるようお願い申し上げます。

■名曲コンサート２０１３合唱団

　　　　　
　　　【団　長】　　　　小川　幸雄　　　　　　　　　　　【副団長】　　　　中村真樹子　

【合唱指導補助】　　　　町田　浩子　　　阿部　照江　　　【託児受付】　　　宗島　千秋
　　【ソプラノ】　　　　雨宮　　綾　　　小倉　潔子　　　加藤　房枝　　　金綱美津枝　　　桐谷　直美

　　　　　　　　　　　紺谷　次美　　　佐久間利枝子　　佐々木とし子　　鈴木　光江　　　中村真樹子　　　
　　　　　　　　　　　西本　 輝美　　　平野　和子　　　丸岡千佳子　　　南澤みさ子　　　宗島　千秋
　　　　　　　　　　　※柳谷　笑子　　矢之目美智江
　　　【アルト】　　　　大森　蓮子　　　岡田　秀子　　　大神田泰子　　　小野寺汐莉　　　河村　邦子　

　　　　　　　　　　　※北川知世子　　鶴岡　幹枝　　　早川　令子　　　平野　節子　　　平野美都子　
　　　　　　　　　　　眞板　智子　　　町田　浩子
　　　【テナー】　　　　小川　幸雄　　　倉本　望典　　　柴田　賀和　　　春山　誡臣　　　※平野　若義

　　　　　　　　　　　山川庸次郎　　　
　　　【ベース】　　　　大河原　渉　　　大原　節男　　　岡崎　征幸　　　小倉　博史　　　北川　公晴

　　　　　　　　　　　※早川　博　　　町田吉太郎
※印はパートマネージャー



　　　　　　　　　　　　　ＫＪＯからのご挨拶　　　　　　　　　　団長　徳　尾　和　彦

　ＫＪＯは今年で創立 15 周年を迎え、これまで 300 名ほどの団員を迎えています。
この間、初期の指揮者、そして現在の野口芳久先生に指導をいただいており感謝の一言です。楽器ごとのト
レーナーの指導は、ＫＪＯを支えるものです。運営には、保護者の方に歴代お世話になってきました。さら
に協賛いただいている各社、個人の皆様には深く御礼申し上げます。
これらの献身的なチームワークにより、ＫＪＯの演奏は成り立っています。
オーケストラは人類が編み出した奥深い文化財産です。その真髄に迫るよう、団員の芸術への感受性、地域
文化の向上に今後とも努めたく思います。本日は、本格的な曲ですが、練習の成果をどうぞお聴きください。

　　　ＫＪＯ団員
【ヴァイオリン】

　
福原　景子　　吉田絢咲子　　河野　　敬　　岸田　冬萌　　近藤　真子　　不動寺莉子　　
中務　愛子　　肱岡　紗弓　　鈴木　光菜　　藤尾　　光　　樋口　美由　　千原　渓大　
吉田　博香　　奥澤　柚伽　　河東　星美　　小柴　優杏　　樋口　薫子　　野邉　栞乃　
※鮎川朝子　　※子安和美　　※樋口浩子　

【ヴィオラ】 向井　春生　　吉田　陽香　　※寺井小百合　◎小泉　有

【チェロ】 大友　美侑　　榎谷　大志　　岩嵜　由樹　　野邉　慶大　　※小林真裕美　　
◎三澤亜美　　◎片岡香織

【コントラバス】 松岡　　雛　　 ※寺田和正

【打楽器】 松野下　純　　下山　彩花　　※吉田桐子

【クラリネット】 石井　里奈　　原田和佳奈　　※高橋絵美

【オーボエ】 杉山　夏惟　　 ※海上なぎさ　　　　

【フルート】 早川　友理　　片岡　咲希　　倉本　望典　　中尾　千温　　笹原　有加　　※海保朱美

【トランペット】 新井　雄暁　　鈴木　海翔　　榎本　慈央　　榎本　瑠貴　　今井　雄貴　　坂口　徹朗
※小川紗智子

【トロンボーン】 北島　　匠　　※伊藤敬二　　

【ホルン】
【ファゴット】

眞板　怜央　　池田　　空　　※片岡千恵美　
※児玉真弓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印はトレーナー　◎印はエキストラ

■かずさジュニアオーケストラ（ＫＪＯ）

＜運営スタッフ＞
　　【会　計】庄司　光利・庄司　　惠　【協　力】飯室ふみ・石橋順子・浦川道子・大森蓮子・河合衣子・菊地美伯

　　倉本眞理・小池公子・近藤和代・齊藤みどり・佐星いづみ・佐藤美千代・高木みな子・高品綾野
　　高梨順子・多田静枝・長谷川初子・堀 優香・南澤みさ子・栁澤優子・山内郁子・吉濱喜代子
　　【朗読指導】大森蓮子（朗読会アンディアーモ）【館内放送】高橋恵美子（朗読会アンディアーモ）
　　【HP管理】Piu（飯室ふみ）【ＤＶＤ製作】遠山宣正【写真撮影】小笠原義人【プログラム製作】デジタル情報社
　　【託児係】佐藤玉子・岩嵜ツル子・榎本あいか・苅草明子



房総楽友協会より　自主事業のお知らせ

＊ 第 24 回　名曲コンサート
　　≪忘れないで３. １１   前進、日本 ! ≫
　　　～明日をうたう谷川俊太郎の詩とピアノの融合～
　　　　　　2014 年 2 月 2 日（日）14 時～ 16 時半　
　　　　　　君津市民文化ホール　中ホール　　入場無料
＊ 第 7 回　
　　明日を担う 地元出身者達による名曲コンサート 2014
　　　　　 　2014 年 8 月○○日（日）14 時～　　
　　　　　　 君津市民文化ホール　大ホール

＊ 公開講座　第 3 弾　
　　　　　　　 2013 年　秋　予定　内容未定

たくさんのメッセージ・リクエスト
　　  お待ちしております！！

サテライトスタジオみなのば

　　　  7月7日開局！

info@kazusafm.net   FAX: 0438-20-2499
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〒293-0002 
千葉県富津市二間塚１９５６－７ 

℡：0439-87-5567

ホンマの家づくり
“あたりまえ”にとらわれず、
　真っ白な気持ちでとりくみ
人と環境に優しく、
　愛着の持てる住まいを目指す

http://www.honma-k.jp

NPO法人TSK
理事長　鈴木明夫

高齢者介護住宅運営

障害者のくらし支援

住所：きみさらず地区事務所

　　　君津市賀恵渕３１１

０９０（７００８）４００５
０４３９（７７）０６２９

☎
Ｆax

木・日・祝　休診

木・日・祝　休診

名曲コンサート

おめでとうございます

真心で住まいづくりのお手伝い

家の事は

何でもご相談下さい！！

お電話は…

７８３０（悩みゼロ）まで

一級建築士事務所
新築・リホーム・外構工事

（有）エム・エー・ホームズ
袖ケ浦市横田２６４５

TEL０４３８-７５-７８３０



『人として、心豊かに生きる』　～心の絆を結ぶサービスを～
★ 医療法人社団　三友会三枝病院　

施設入所サービス
短期入所サービス
デイケアサービス

　～随時受付中～

℡0439-87-0126

千葉県富津市青木１６４１番地

★ 社会福祉法人　三友会
特別養護老人ホーム　ウィステリア八重原
★ 社会福祉法人　三友会
特別養護老人ホーム　ウィステリア八重原

平成26年春オープン予定

～新型ユニットケアで尊厳を大切に～

君津市八重原 172-275（新日鐵住金社宅跡地）
　　　　　℡0439-87-5130
君津市八重原 172-275（新日鐵住金社宅跡地）
　　　　　℡0439-87-5130

平成 25 年 10 月より入居者募集

外科･内科
胃腸科
循環器科
泌尿器科
整形外科

★ 介護老人保健施設
               ケアセンタ－さきくさ　

℡0439-87-0650℡0439-87-0650

カラオケＢＯＸ
君津市南久保 トップ

☎０４３９－５５－１１６０

２時間 ￥４２０～
（ワンオーダー制無し）

２４Ｈ営業

楽器の練習もＯＫです！

千葉県君津市久保４丁目７番１６号

茂田医院
代表　茂田　博

☎０４３９（５２）００２３

㈲デジタル情報社
0439-70-1035

オンデマンドプリント
カラー
コピー ２０円一枚



地元出身者達による地元出身者達による
名曲コンサート２０１３名曲コンサート２０１３

第６回 明日を担う第６回 明日を担う

地元出身者達による地元出身者達による

2013 8 11年 月 日㈰

君津市民文化ホール 大ホール
14：00開演

新たな君津文化の創造

（13：30開場）

主催：房総楽友協会　

後 援：君津  木更津  富津  袖ケ浦  各市教育委員会
　　　（公財）君津市文化振興財団・君津商工会議所・新日鐵住金（株）君津製鐵所
　　　かずさエフエム・㈱コンドー楽器・㈱河合楽器製作所

http://piu.sakura.ne.jp/bg/

〈忘れないで３１１！前進日本！音楽を明日への活力に！〉

君津市文化のまちづくり市税1％支援事業

名曲コンサート２０１３名曲コンサート２０１３

協 力：きみつ書道まつり（実委会） ・朗読会アンディアーモ


