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　今年も早くも折り返しですね…まさに光陰矢のごとしです。
　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、乳癌の手術から間もなく２年…おかげ様でそ
の後の経過も良く、店に、仕事に、趣味に、ゴルフにと元気
に動き回っております。
　昨年度の後援会のイベントも、この会報でご報告の通り、
節目の回すべてを無事開催できました事を改めて皆様に深く
感謝申し上げます。
　本当にありがとうございます。

　さて東日本大震災より丸５年…今年は熊本でも大きな地震
があり、世の中本当に不運な天災続きですが、被災地の皆様
には心よりお見舞い申し上げます。
　本年度ももちろん引き続き後援会の各イベントを通じ、微力
ながら義援金寄附の支援を続けて参りたいと思いますので、
皆様の暖かいご協力を何卒よろしくお願い致します。

　おかげ様で昨年は古田三奈のホームグラウンド〈約束〉が
丸15周年を迎えました。
　年末の記念のクリスマスディナーショーも、後援会の会員
の皆様、〈約束〉店のお客様、おひとりおひとりに支えられ盛
会に開催する事ができました。又私のライフワーク!?である
〈下町女流名人会〉も７回目を無事終了し、地元の皆様に根付
いた公演になりつつあることを実感しております。

　さて後援会の活動も今年10年目を迎えました!!
　再来年のデビュー20周年を目指し、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、この度
私の出身地平井の江頭正恭さんに新会長として就任していた
だく事になりました。
　古田三奈後援会の新たなスタートです!!　これからも変わ
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。
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　私は古田三奈さんと知り合って５年ほどになります。
三奈さんは私が住む江戸川区平井の出身であり快く後援
会に入会して応援しておりましたが、このたび後援会長
を拝命することになりました。私なりに後援会活動に邁
進してまいりますので、今後ともご指導、ご支援いただ
きますよう宜しくお願い申し上げます。

平成28年７月吉日　江頭 正恭

これからの活動予定
平成28年 4月27日（水）・28日（木） 古田三奈バースデーパーティ 於）〈約束〉

 5月19日（木） 第14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

 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

 10月20日（木） 第15回 古田三奈後援会ゴルフ会（予定） 於）未定

 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

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
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演奏にあわせて！ プロ仕様の音響設備で

　古田三奈HPを開設しておりますので、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。

 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

　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をご紹介、ご勧誘
ください。

http://furutamina.com にアクセスしてください。

古田三奈のホームページ（HP）のご案内3

継続会員のみなさまへの継続申込のご案内2

古田三奈 後援会からのお知らせとお願い
後援会入会申込のご案内1

古田三奈ホームページからもダウンロードできます。

下町の歌姫
古田三奈のお店
カラオケパブ

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

営業時間
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すみだ夏のまち歩きイベント

第12回
後援会ゴルフ会

第13回
古田三奈後援会
ゴルフ会

〈約束〉15周年記念
クリスマスディナーショー

第7回 古田三奈プロデュース公演
〈下町女流名人会〉

誕生日会

8月15日（日）
アルカキット夏のステージ
於）アルカキット錦糸町店頭ステージ

於）新千葉カントリー倶楽部
　　たちばなコース

於）新千葉カントリー倶楽部
　　つくもコース

於）東武ホテル レバント東京

於）すみだトリフォニーホール：小ホール

於）約束

第10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

　毎年ゴールデンウイーク前の恒例
のイベントになりつつありますが、
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。
　実際の歳はヒ・ミ・ツ!?　永遠の
37歳（み・な歳）は元気はつらつ
です！　今年も沢山のお祝いやお花、
お忙しい中駆けつけて下さったお客
様、本当にありがとうございました。

　古田三奈がメンバーの新千葉カントリー
倶楽部での６回目の開催となりました。
今回も私が会員になっている木場新千葉
会・浅見会から１組づつご参加をいただき、
６組計21名でした。最高のお天気で、古田三奈
本人は後半バーディーを出し写真の満面の笑み
です！　皆様和気あいあいと楽しくプレーできた
ようで、表彰式では親睦も深まりました。
　ゴルフって本当に楽しいですね!!

　地元主催の夏のイベント２本に友情出演
しました。
　両日共、夏の陽射しが照りつける中、
出演者も観客も汗だくになりながらも
久しぶりの野外ステージで、地元の皆様と
ふれあい貴重な楽しい時間を過ごすことが
できました。
　ご近所!?の店のお客さんも応援に駆けつ
けて下さり本当にありがとうございました。

　今年で10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80名以上のお客様で会場
は熱気むんむん!?
　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。
　ゲストには皆様おなじみ、私の妹分で新曲も発売した
ばかりの松嶋麻未さんを迎え、ステージに華を添えて
頂きました!!
　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で、会場は大いに
盛り上がりました。

　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３回目とな
りました。
　平日とはいえ春同様にたくさんの皆様のご参加
をいただき本当に嬉しい限りです。
　今回も６組計25名のご参加でした。
　優勝は２回目の渡邉宗行さん（写真左の左）
ベスグロは林田一満さん（写真右の左）で、
37／41＝78はお見事でした！
　私も皆さんを目標にまだまだ頑張ろう!!

　今年で13回目となる恒例のクリスマス・ディナーショーは、〈約束〉15周年の
記念のステージとなりました。
　ゲストには世界的に活躍しているバスーン奏者スタンジャックさんを迎え、
日本の叙情歌をソロ演奏して戴き、〈川の流れのように〉をコラボで歌わせて
いただきました。
　私もお客様もその音色に魅了され、この貴重な体験に心より感謝したいと思
います。
　又今私がレッスンに通っているハワイアンの踊りと歌にも挑戦でき、清水ゆき
先生率いるミリミリホアの皆様のご協力に深く感謝致します。
　エンディングはお客様と共にクリスマスソングの大合唱…、〈約束〉店での
再会を約

・
束
・
して、爽やかに幕を閉じました。

　古田三奈がライフワークと明（迷）!?言する〈下町女流名人会〉
の公演が今年７回目を迎えました。
　今回はブログ等でもご報告しましたが、特別ゲストの佃川燕也さん
が急病で前日に降板となり、プロデューサーとしては試練の公演と
なりました。
　競演のジキジキさんのご尽力と他の出演者・スタッフのおかげで、
何とか代役をたてて開幕できました事に、感謝感激しています。
この経験が又来年以降楽しい舞台を作ることに役に立てば…と気を
引き締めています。
　お客様に楽しかった…と笑顔で言っていただけることが、舞台人
としてのやりがいです。
　これからも益々新しい事にも挑戦してまいりますので、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致しましょう!!
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