古 田 三奈

古田三奈 後援会からのお知らせとお願い
1 後援会入会申込のご案内
「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。


古田三奈ホームページからもダウンロードできます。

イ．後援会費

9
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ア．入会申込

平成27年６月発行

古田三奈後援会

平成27年 初夏 号

年 6,000円（毎年４月１日 〜 翌年３月31日）

ウ．会費振込先

みずほ銀行本店「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

3 古田三奈のホームページ（HP）のご案内

2 継続会員のみなさまへの
継続申込のご案内

古田三奈HPを開設しておりますので、ぜひご覧ください。

申込手続などについては、後援会事

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

務局または後援会事務局構成メンバー

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

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

http://furutamina.com

ください。
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古田三奈のお店

カラオケパブ

定休日：土曜・日曜・祝日

4,900円

ボトルキープ90分セット料金 

2,500円
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今年は５月から夏日が続き、早くも真夏のような陽射しに
負けそうな毎日です。
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、昨年は今時分に乳癌が見つかり、精神的に落
ち込んでいました。 年間イベントの日程も決まっている中、
予定通り開催できるのか？ 店は？ 仕事は？…と色々な想像
が頭を駆け巡りましたが、おかげ様で早期発見だったため、
最短の入院・手術と放射線治療で、現在は大好きなゴルフも
元気にやっています。
その節は皆様に大変ご心配をおかけしましたが、昨年度の
イベントはこの会報でご報告の通り、すべて開催できました事
を改めて皆様に深く感謝申し上げたいと思います…ありがとう
ございました。
さて東日本大震災より丸４年…このところ火山の噴火や関東
地方でも大きな地震が続くなど、不安な毎日ですが、本年度も
もちろん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、皆様の変わらぬ温かい
ご協力を何卒よろしくお願い致します。

今年は古田三奈のホームグラウンド〈約束〉が丸15周年を
迎えます。
ひたすら走り続けた15年間…色々な出会いや別れがありまし
たが、すべてを見届け支えてくれた〈約束〉のお店とお客様お
ひとりおひとりに、本当に感謝しています。毎年恒例の年末の
ディナーショーは、この日頃のご愛顧に感謝する夕べにしたい
と思っております。
おかげ様で後援会の活動も９年目…来年は後援会発足10周
年ですね!?
さぁ、気持ちも新たに本年度のスタートです!!
恒例イベントも順次開催して参りますので、皆様の奮っての
ご参加を心よりお待ちしております。
又、改めまして後援会会員の更なる増員とご継続に皆様の
ご理解とご協力を重ねて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27年６月吉日

古田 三奈

これからの活動予定

音楽教室
wooper

金

飲み放題90分セット料金 

約束

プロ仕様の音響設備で 演奏にあわせて！
の
生ギター
カラオケパブ 約束

※ご相談に応じて、定休日も営業いたします。

料

にアクセスしてください。

錦糸公園

営業時間
平日19時～

ごあいさつ

〈約束〉のご案内も掲載しております。

平成27年
東京メトロ
錦糸町駅

JR錦糸町駅

東京都墨田区錦糸２–12 –２ 1F TEL：03 – 3829 – 9937

4月30日（木）
・5月1日（金） 古田三奈バースデーパーティ

於）
〈約束〉

5月21日（木）

第12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22日（土）

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

第13回 古田三奈後援会ゴルフ会（予定）

於）未定

10月23日（金）
12月14日（月）
平成28年

3月10日（木）

〈約束〉15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

第 ７ 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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5月1・2日

（土）

平成26年
月 日

11 1

（土）

誕生日会

第13回 ドリーム夜さ来い祭り
於）お台場「東京臨海副都心」特設ステージ

第６回より連続８回目のゲスト出演で、毎年恒例のステージで
す。当日はあいにくの雨模様で、初めてドレスの衣装で傘をさし

於）約束

てステージをつとめました。

５月３日憲法記念日生まれの

そんな中でも全国から集ったよさこいチームの熱のこもった演

古田三奈のバースデーパーティ

舞にお客様も大きな興奮に包まれていました。

が例年通り〈約束〉店で２日間

会場に応援に駆けつけて下さった後援会員の皆様、運営スタッ

にわたり行われました。

フの皆様には本当にお世話になりました…

今年も大勢のお客様とお祝い

お疲れ様でした!!

のお花に囲まれ、幸せなひと時
でした。

平成26年

永遠の37歳（み・な歳）!?は

12月8日

今年も絶好調です!!

（月）

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12回目となる恒例のクリスマスディナーショーは、地
元ジャズシンガーの藪紀子さんとのジョイントステージです。

平成26年
月
日

5 24

（土）

藪さんのお仲間スウィングライツジャズオーケストラのご協力

第11回 後援会ゴルフ会
於）新千葉カントリー倶楽部

をいただき、ビックバンドとのコラボは圧巻の迫力でした。練習
も大変でしたが企画者!?としても、本当に貴重な体験でした。

つくもコース

演歌とジャズとのエール交換に初挑戦…懐かしのメドレーも

古田三奈がメンバーの新千葉

好評で、お客様も２バンドの魅力を満喫されたようでした。

カントリー倶楽部での４回目の

また、旧知のオスマン・サンコンさんも駆けつけて下さり、

開催となりました。今回は６組

飛び入りで歌ってくださるサプライズもありました。

計23名の参加でしたが、好天

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で爽や

の中各組和気あいあいと楽しく

かに幕を閉じました。

プレーできました。
優勝は三奈組の同じ倶楽部メ
ンバーの佐藤賢さんでした。
若手参加者も頑張りました…
ゴルフは本当に面白いです!!

平成26年
月
日

8 30

（土）

第９回 サマースペシャルライブ
於）ホテルイースト21東京

今年で９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名近いお客様でラウンジは満席…
皆様にはご窮屈・ご不便をおかけ

カクテルラウンジ

平成27年
月 日

3 7

（土）

第６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自負する〈下町女流名人会〉の公演
が今年６回目を迎えました。
３月７日（み・なの日）スペシャルです。

し、ご協力に深く感謝申し上げます。

第一部は私が出演を熱望していたオオタスセリさんのひとりコ

ゲストには前回のディナーショーにも

ントを中心にライブを楽しんでいただき、第二部は若手演奏家の

出演してくれた松嶋麻未さんを迎え、

トゥッティ―Ⅲの皆さんの生演奏に加え、お客様と一緒に季節感

息の合ったコラボも大好評!!

たっぷりの日本の歌を唄うコーナーで、大いに盛り上がりまし

又今回も古田三奈お得意のコーラスを

た。又今回も地元の藤扇流紫若会の皆様に賛助出演していただ

メインにしたデュエットタイムやお客様

き、新しい演歌にも挑戦…笑顔いっぱいの客席に又来年の再会!?

の歌で会場は大いに盛り上がりました。

を誓う古田三奈でした。
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