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６月１７日（土）武蔵野公会堂にて「第６回声のちからコンサート」を無事終えることができました。
今回も 350 席がぎっしり。誘導して前列からつめて着席していただきましたが、後からいらしたお客様の
席があるかどうか、心配するほどの満員となりました。
ビッグサプライズはなんといっても、ロベルト・ディ・カンディド氏の出演！！そして、武蔵野市長 邑上守
正様にご挨拶をいただけたことです！！
MC も曲もたっぷりお届けし、盛り上がったため、終演時間が予定より遅くなってしまい、ゆっくり物販の
購入ができなかった、出演者と挨拶ができなかった、という方もいらしたようで、申し訳ございませんでし
た。今回は今までにもまして、みなさまから「楽しかった、感動した、良かったわ～」と満足の笑顔と喜び
のお言葉をたくさんいただくことができました。
出演者、スタッフ一同、幸せな時間を皆様と一緒に過ごすことができましたこと、とても嬉しく、また次回
への励みになります。ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
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出口でみなさまにご挨拶

出演者、スタッフ一同

お待たせいたしました！「スマイルごっくん体操」の
DVD ができました！！

来年は、さらに盛りだくさんの企画で、素敵な
ステージがお届けできますよう、精進いたしま
す。ありがとうございました！

ふつう、ゆっくり、
「解説編」が収録してあります。
一つ一つの動作、効能、ポイントをじっくり説明。
1,500 円です。ご家庭での練習にご活用ください。

はぎの耳鼻咽喉科
萩野仁志先生監修

ぜひご覧下さい！！
す

「あえいおう体操」が TV で紹介されます！！

ああ

理事長の玉澤明人が収録スタジオに出演し、レクチャーします！！
放映日：8 月 7 日（月）20 時～
テレビ東京（ｃｈ７）
『主治医が見つかる診療所』
「誤嚥予防」がテーマの回 MC 草野仁、東野幸治

たんぽぽジャパン参加者募集！！
毎年恒例となりました、100 人コーラス、たんぽぽジャパン参加メンバーを募集します！
曲目は、「いのちの歌」と「真っ赤な太陽」の 2 曲です。
改装後の素晴らしい武蔵野文化会館大ホールのステージで素敵なハーモニーを響かせましょう！
本

番 ： 9 月 24 日（日）エンディング（15:40 頃）出演予定
（午前中集合、終演後解散）
場
所 ： 武蔵野市民文化会館 大ホール
練習日時 ： ① 8 月 19 日(土） １５：３０～１７：００
② 9 月 2 日(土） １５：３０～１７：００
③ 9 月 16 日(土） １５：３０～１７：００
④ 9 月 23 日(土) １５：３０～１８：００
練習場所 ： ①～③ 南町コミュニティーセンター ホール
④武蔵野市民文化会館
メール、FAX でのお申し込みの方は、初回練習受付時にお名
参加費 ： 1,000 円
前を明記した封筒に参加費をいれて、お渡しください。
締 切 ： 8 月 12 日（土）
（注）お電話でのお申し込みはご遠慮願います。出席できな
※申込書に料金を添え提出ください。
い日がある場合は、その旨ご記入ください。
★詳細は、お問い合わせください。

みんなでいこうよ！地域の祭り
5 月 27 日(土) 第 42 回コミュニティ祭に自主グループ
「グリーンボイス」として参加しました。
曲目は「いのちの歌」と「銀色の道」
プログラム一つ前の七中吹奏楽部から時間があき、どれくらいの
お客様があつまってくださるのか心配しましたが、歌いだすと、
どんどん集まってきてくださいました。
最後は、会場のみなさまと一緒に「ふるさと」を歌い、楽しい
ステージとなり、たくさんの拍手をいただきました。
終了後は、地元の高校生が給仕してくれている喫茶コーナー
で講評をいただきながら、お茶とケーキで乾杯をいたしました。
地元の方たちとのふれあいができる素敵な地域交流で、
いつも楽しい時間が過ごせます。

※講座内で、スケジュール表はお配りしており
ますが、コミセン会場の都合で変更がございま
す。しばらくお休みした場合は、必ず下記ホー
ムページ等で事前にご確認のうえ、おでかけく
ださい。

【本宿】
第２、第４金曜日
10：00～声の練習
11：00～うたの練習
ホールまたはこぶし

【南町】
8 月は健口発声体操
となります。
5 日、19 日
13：30～15：00
無料です！！

【北】
第１、第３金曜日
13：30～声の練習 14：30～うたの練習
多目的室（2 階）

★ 編集後記 ★
第２６号会報はいかがでしたでしょうか？
コンサート写真を掲載するため、発行が予定より
遅れましたこと、お詫び申し上げます。
益々充実した紙面となりますよう、皆様からのご
意見、ご感想をお待ちしております。
次回の会報は 10 月を予定しております。
文責・編集：玉澤、日野

調布市民健康づくり始める会 第１１回総会
～健康づくり 始める 続ける 楽しんで～
5 月 27 日(土)調布市の「市民健康づくり始める会」の総会終了
後の第二部ゲストとして呼んでいただきました。
参加者は 57 名とぎっしり。
「スマイルごっくん体操」をじっくりひとつひとつ動作の確認、効果
などを解説しながら行いました。緊張の総会の後のせいか、み
なさん「あくび」がとても上手！！笑
今日のサブテーマは～体内の筋肉を使った発声の練習で歌を
楽しく歌いましょう！ ～とのことで、体操、講演の後は「青い山
脈」「ふるさと」「朧月夜」をリップロールや息だけ、など様々な形
式で歌いました。最後は歌のプレゼントもさせていただき、とても
喜んでいただきました！

※紙面の都合上「つぶやき」とシリーズ「声と健康」コラ
ム、メンバー紹介はお休みさせていただきます。

＜お問い合わせ＞
NPO 法人 日本フィジカルボイス協会

毎月、講座内で、スケジュール表をお配りしてお
ります。下記ホームページ等でも確認できます。

〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町 2-20-1 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾏﾝｼｮﾝ B-8
TEL：0422-29-8461

Fax：0422-29-8462 Mail:info@npo-jpva.com

★ホームページ : http://www.jpva.info

*電話がつながりにくい場合がございます。留守番電話にメッセージをお残しください。

