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　今年も早くも折り返しです…この夏も暑くなりそうですね。
　皆様にはお変わりなくご健勝の事とお慶び申し上げます。

　私事ですが、先日白内障の手術をしまして、ひと月程夜は
眼帯、昼はメガネ、スポーツも温泉も禁止!?の生活を余儀な
くされましたが、おかげ様で経過は良好で、今はとてもすっ
きり見えるようになりました。
　思えば乳癌の手術からも間もなく3年…こちらも定期的な
検査で問題ない状況ですが、本当に健康のありがたさをかみ
しめ、健康でなければ何もはじまらない事を実感する毎日です。

　又このところ全国的に地震や集中豪雨等天災のニュースが
あとをたちません。
　後援会として微力ながら義援金寄附の支援を続けている東
日本大震災からも6年が過ぎました。
　被災地の皆様には改めまして心よりお見舞い申し上げたい
と思います。

　さて昨年度の後援会のイベントも、この会報でご報告の通
り、季節ごとの催しすべてを無事開催できました事を皆様に
深く感謝申し上げます。
　本当にありがとうございます。

　何より昨年はフランス人で世界的にご活躍のバスーン奏者
スタン・ジャック氏との出会いがあり、大変友好的にお付き
合いしていただく中、私プロデュース公演へのご出演も叶って
本当に光栄に思っています。
　日本のカラオケ大好きな気さくな方ですので、〈約束〉店
でお会いしたら気軽にお声をかけて下さいね!!

　そんなホームグラウンド〈約束〉店も17年目に突入…
　来年は古田三奈デビュー20周年の大きな節目を迎えます。
只今新曲と記念イベントも企画中ですが、何事も後援会の皆
様のお力添えなくしては成り立ちません。後援会会員の更な
る増員とご継続に皆様のご理解とご協力をお願いしたく、変
わらぬご支援賜ります様、何卒よろしくお願い申し上げます。
　季節の変わり目、皆様にはくれぐれもご自愛下さいませ。

平成29年７月吉日　古田 三奈

平成29年７月発行　古田三奈後援会

古田三奈
後援会会報 夏

平成29年

号

古田三奈
Vol.11

ごあいさつ

皆様、こんにちは。スタンジャックと申します。
フランス人のファゴット奏者です。
来日7年目で、昨年から墨田区の本所に住んでいます。
私は日本が大好き!!　下町は素敵なところです。

毎月1回、お友達と〈約束〉でお酒を飲みながらカラオケを
歌うのを楽しみにしています。
今日本語の会話や漢字も猛勉強中です。

今年は三奈さんと一緒にステージやライブで演奏できて、
本当に素晴らしい、楽しい時間を過ごしています。
皆様に感謝です。
これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

今年は三奈さんと一緒にステージやライブで演奏できて、

これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

バスーン奏者　スタン・ジャック

これからの活動予定

第16回 古田三奈後援会ゴルフ会
於）新千葉カントリー倶楽部 たちばなコース
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9 第9回 古田三奈プロデュース公演〈下町女流名人会〉

於）すみだトリフォニーホール：小ホール（木）
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11 古田三奈 クリスマスディナーショー

於）東武ホテル レバント東京（月）
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27 スタン・ジャックとその仲間達 スペシャルライブ

於）ホテルイースト21東京 カクテルラウンジ（土）
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1・2 古田三奈バースデーパーティ

於）〈約束〉（月・火）

古田三奈 後援会からのお知らせとお願い

2  継続会員のみなさまへの継続申込のご案内
　申込手続などについては、後援会事務局または後援会事務局構成メンバーに直接
お問い合せください。
　継続会員の年会費は5,000円です。ご友人など新規会員のご紹介、ご勧誘もよ
ろしくお願い致します。

 ア．入会申込
　　　「古田三奈後援会申込書」をご提出ください。用紙は、後援会事務局に用意してあります。
 
 イ．後援会費
　　　年　6,000円（毎年４月１日 ～ 翌年３月31日）
 ウ．会費振込先
　　　みずほ銀行東京営業部「古田三奈後援会口座」　口座番号　普）4654059
　　　なお、申込手続および会費集金は、後援会事務局でも取り扱っております。
　　　連絡先　〒130‒0013 東京都墨田区錦糸２‒12‒２ 勝村ビル1F
 カラオケパブ〈約束〉内
 TEL&FAX　03‒3829‒9937

1  後援会入会申込のご案内

3  古田三奈のホームページ（HP）のご案内
　古田三奈HPをリニューアルしましたので、ぜひご覧ください。
　オフィシャルサイト、プロフィール、古田三奈の近況報告を兼ねたBLOGなど徐々に内容が充実してき
ております。
　さらに、後援会員相互の懇親の場となっているカラオケパブ〈約束〉のご案内もしています。

古田三奈ホームページからもダウンロードできます。

http://furutamina.com にアクセスしてください。

生ギターの演
奏にあわせて！ プロ仕様の音響設備で

東京都墨田区錦糸２‒12‒２ 1F TEL：03‒3829‒9937
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於）東武ホテル レバ
ント東京

営業時間
平日19時～　定休日：土曜・日曜・祝日
※ご相談に応じて、定休日も営業いたします。

料　　金
飲み放題90分セット料金   4,900円
ボトルキープ90分セット料金   2,500円
吉四六   6,000円
ローヤル12年   8,000円
カラオケ１曲   200円



イベント報告

　毎年ゴールデンウイーク前の恒例のイベントです！
　５月３日憲法記念日生まれの古田三奈のバースデー
パーティを〈約束〉店で２日間にわたり行いました。
　永遠の37歳（み・な歳）というには恥ずかしい年
齢になりましたが、いよいよアラフィフティ!?です。
　今年も沢山のお祝いやお花も頂戴しました…お忙しい
中駆けつけて下さった皆様、本当にありがとうござい
ました。

平成28年
4月27日（水）・28日（木）

誕生日会
於）約束

平成28年
12月12日（月）

古田三奈後援会発足10周年記念
クリスマスディナーショー

於）東武ホテル レバント東京

　今年で連続14回目となる恒例のクリスマス・ディナーショーは、この春より後援会長にご就任いた
だいた江頭正恭さんにあわせるように、後援会発足10周年の記念のステージとなりました。ゲストに
は私の友人のフルート奏者　篠原梨恵さんを迎え、華麗な演奏で華を添えていただきました。
　又先のバスーン奏者スタン・ジャックさんや長年の友人であるオスマン・サンコンさんの飛び入り
出演もあり、終始和やかなムードでステージが繰り広げられました。
　今回は踊りの演出はありませんでしたが、皆様には珠玉の音楽をお届けできたのではないかと確信
しています。
　エンディングはお客様と共に恒例のクリスマスソングを大合唱…〈約束〉店での再会を力強く約束
し、幕を閉じました。

平成29年
3月9日（木）

第8回 古田三奈プロデュース公演〈下町女流名人会〉
於）すみだトリフォニーホール：小ホール

　古田三奈がライフワークと明言する〈下町女流名人会〉の公演が今年８回目を迎えました。
　今回は第１部を新進気鋭の若手女流浪曲師　港家小ゆきさんに初の浪曲公演を１本で挑戦していただきました。
　本当にはりと伸びのある声にはびっくり…曲師の佐藤貴美江さんの三味線との息の合った掛け合いも聴きごたえ
十分でした。
　第２部は皆様おなじみとなりましたバスーン奏者スタン・ジャックさんのたっての希望で、お琴と尺八のコラボ
が実現。箏：永井文琴佐さん・大野里美さん、尺八：山下明童さん、フルート：篠原梨恵さん、ピアノ：齋藤亜都沙
さん　又１部の出演者も総出演で、かつてない贅沢な!?大所帯のコンサートとなりました。お客様とご一緒に歌う
コーナーもあり、本当に盛り沢山の内容になりました。今年で連続５回目賛助出演の藤扇流 紫若会 藤扇夕富美さん
のご協力にも深く感謝いたします。
　これからも地元の皆様にも身近に楽しんでいただける舞台を目指して頑張りますので、皆様の変わらぬご支援を
何卒よろしくお願い致します。
　又来年も元気にお会いしたいですね!!

　今年で11回目となる恒例の夏のスペシャルライブが
開催されました。今回も90名近いお客様で会場の熱気
は最高潮!?
　ご出席の皆様には毎年の事ですが、ご窮屈・ご不便を
おかけしご協力に深く感謝申し上げます。
　ゲストには冒頭でもご紹介した世界的バスーン奏者の
スタン・ジャックさんを迎え、風の盆恋唄をコラボする
等爽やかな音色を客席にお届けできたと思います!!
　又恒例の古田三奈とのデュエットタイムは新しいお客
様や飛び入りのお客様の参加もあり、会場は大いに盛り
上がりました。

平成28年
8月21日（日）

第11回 サマースペシャルライブ
於）ホテルイースト21東京 カクテルラウンジ

　古田三奈がメンバーの新千葉カントリー倶楽部
での７回目の開催となりました。今回も私が参加
しているコンペの木場新千葉会から１組・浅見会
から２組のご参加もいただき、７組計26名の参
加でした。晴れ女を自負する古田三奈は過去最高
の５位入賞!!　優勝はベスグロ常連!?の林田一満
さん…今回は39/37＝76でした。日頃お世話に
なっている東武ホテルのスタッフの皆様の参加も
あり、本当に賑やかに楽しくプレーできました。
　ゴルフって最高です！！

平成28年
5月19日（木）

第14回 後援会ゴルフ会
於）新千葉カントリー倶楽部 たちばなコース

平成28年
10月20日（木）

第15回 後援会ゴルフ会
於）ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース

　年１回春の開催だった後援会ゴルフ会も、2012年から
秋の会が増え、今回で４回目となりました。
　平日とはいえ春同様にご参加をいただき、今回は初参加
の方も２名…本当に嬉しい限りです。
　７組計28名のフルゲート!?で開催されました。
　優勝は私が参加している浅見会コンペの重鎮、武下清登
さん、ベスグロは岸本雅彦さん（44/47＝91）でした。
　私も皆さんを目標に90切りを目指して!?頑張ろう!!
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十分でした。十分でした。
　第２部は皆様おなじみとなりましたバスーン奏者スタン・ジャックさんのたっての希望で、お琴と尺八のコラボ　第２部は皆様おなじみとなりましたバスーン奏者スタン・ジャックさんのたっての希望で、お琴と尺八のコラボ
が実現。箏：永井文琴佐さん・大野里美さん、尺八：山下明童さん、フルート：篠原梨恵さん、ピアノ：齋藤亜都沙が実現。箏：永井文琴佐さん・大野里美さん、尺八：山下明童さん、フルート：篠原梨恵さん、ピアノ：齋藤亜都沙
さん　又１部の出演者も総出演で、かつてない贅沢な!?大所帯のコンサートとなりました。お客様とご一緒に歌うさん　又１部の出演者も総出演で、かつてない贅沢な!?大所帯のコンサートとなりました。お客様とご一緒に歌う
コーナーもあり、本当に盛り沢山の内容になりました。今年で連続５回目賛助出演の藤扇流 紫若会 藤扇夕富美さんコーナーもあり、本当に盛り沢山の内容になりました。今年で連続５回目賛助出演の藤扇流 紫若会 藤扇夕富美さん
のご協力にも深く感謝いたします。のご協力にも深く感謝いたします。
　これからも地元の皆様にも身近に楽しんでいただける舞台を目指して頑張りますので、皆様の変わらぬご支援を　これからも地元の皆様にも身近に楽しんでいただける舞台を目指して頑張りますので、皆様の変わらぬご支援を
何卒よろしくお願い致します。何卒よろしくお願い致します。
　又来年も元気にお会いしたいですね!!　又来年も元気にお会いしたいですね!!

平成29年
3月9日3月9日（木）木）

第8回 古田三奈プロデュース公演〈下町女流名人会〉第8回 古田三奈プロデュース公演〈下町女流名人会〉
於）すみだトリフォニーホール：小ホール


