


MiSIA

ドラマ「やまとなでしこ」主題歌

ミリオンセラー ・彙最高の歌姫のひとり

13100～

【前  半】 レコ…ドコンサート曲目紹介

ジャンル 曲 目 歌手

昭

和

歌

謡

星影の小径 ちあきなおみ

1950年小畑実さんオリジナル 1985年に昭和の名曲としてカバー

ほかに香西かおり、美空ひばり、森昌子など多くの歌手がカバーしている

幸せなら手をたたこう

1964年 にヒット アメリカ民議が原曲

した日本の歌百選に選ばれている

勇気あるもの 吉永小百合

1966年 5度目の紅白歌合戦で歌唱

X対戦相手は加山雄三「君といつまでも」 紅自最後の出場となった

また逢う日まで 世彦

1971年 ソ饉第 2作 日本レコード大賞、日本歌謡大賞のダブル受賞

ミュージックマガジン2021年 7月 号  「1970年代昭和歌謡ベストワン」に選出

いい日旅立ち 山口百恵

1978年国鉄キャンペーン「DISCOVER 」APAN」 キャンペーンソング

X題名はスポンサーの日本旅行と日立の通称にちなんだもの 作詞 作曲 谷村新司

6

S

花の首飾 り ザ・タイガース

1968年否百:嚢大万王アト薇 歌詞は一般から募集し、なかにし礼が禰作

13万通の応募があり北海道の女子高生の詞が選ばれた

X井上陽水、河村隆一、リュシウォン、桑田佳祐など多くの歌手がカバーしている

バラ色の要 ヴレッジシンガース

1967年発表 ファーストアルバムは「グループサウンズ界の貴公子」

初期メンバーには古闘裕雨さんの長男も在籍していた,「亜麻色の髪の乙女」は島谷ひとみがカバーした

映

画

自

楽

愛にできることはまだあるかい RADWIMPS

『天気の子」主題歌

ら活動 最新作は「キネマの神様」主題歌「うたかた歌」

ひまわり ウンドトラック

1研凛軍菫雷ワ7ラ■■ルF「デTフニカ 音楽ヘンリー マンシーニ

マルチェロ・マストロヤンニ、ソフィア・ローレン主演

二人の共演作 1963年「昨目:_全豊上整RI 19641E「ああ結婚 |な ど

サウンドオブサイレンス サイモン&ガーファンクル

1967年映画「卒業」より

ダスティン・ホフマン、キャサ リン・ロス主演 アメリカンニューシネマの代表作

「ミセスロビンソン」「スカポロフエア」など名曲いっぱい

君をのせて 上あずみ

1986年「天空の城ラピュタ」主題歌

スタジオジプリ初作品 作詞 宮崎駿 作曲 久石譲

ひこうき雲 荒井由実

2013年「風立ちぬ」主題歌

1973年荒井由美 2教ロシングルのB面 宮崎さんがユーミンに特別に背景画18枚を進呈

Everything



釜後 半鸞

レ覇―ド壊ンサート曲爾紹介

番  号 曲 目/歌 手 作 言司/作 曲

1
ちいさい秋みつけた/ボニー・ジャックス サトウハチロウ/作詞、中国喜直/作曲

1962年第4回 日本 レコー ド大賞童謡賞

2
秋の子/薬師丸ひろ子 サトウハチロウ/作詞、末広泰雄/作曲

1992年公表、薬師丸ひろ子デビュー35周年記念アルバム「時の扉」から

3
まっかな秋/ダ・カーポ 薩摩忠/作詞、小林秀雄/作曲

1965年 NHK「みんなのうた」の楽曲

4
りんどう峠/島倉千代子 西条八十/作詞、古賀政男/作曲

1955年島倉千代子16歳、この2人の有名な作詞作曲家を起用したコ自ンビアの力の入れようが分かる

5
柿の本坂の家/青木光― 石本美由紀/作詞、船村村徹/作曲

1957年発売、1954年 の「小島通いの郵便船」に続 くヒットで船村徹 と出会い数多くのヒット曲が生まれた

6
心のこり/細川たかし なかにし礼/作詞、中村泰士/作曲

1975年 4月 デビュー曲、80万枚の ヒッ ト、第 17回 日本 レコー ド大賞最優秀新人賞

7
コバル トの季節の中で/′沢圏研二 小谷 夏/作詞、沢田研二/作曲

1976年 17枚 目のシングルで初めての自作曲、小谷 夏は演出家の久世光彦のペンネーム

8
哀愁のページ/南 沙織 有馬三恵子/作詞、筒美京平/作曲

1971年 17歳でデビュー、 1972年 発売の 5枚目のシングル、 1979年 篠山紀信と結婚

9
秋桜/山口百恵 さだまさし/作詞・作曲

1977年 19枚 目のシングル「日本の歌百選」、第19回 日本レコー ド大賞で歌唱賞、さだまさしは作詞で西条八十賞

10

旅の宿/よ しだたくろう 岡本おさみ/作詞、吉圏拓郎/作曲

1972年 4枚 目のシングルでオ リコンチャー ト1位を記録

11
白いギター/チ ェリッシュ 林 春生/作詞、馬飼野俊一/作曲

1973年 8枚 目のシングル、第 15回 日本 レコー ド大賞歌唱賞

12
冬が来る前に/紙ふ うせん 後藤悦二郎/作詞、浦野 直/作曲

赤い鳥を解散 し1974年 に後藤悦二郎と平山泰代が紙風船を結成、合唱曲の定番

13
追伸/グ レープ さだまさし/作詞・作曲

1991年、歌詞のタイ トルが追伸なら「本文」があるのでは、名曲と言われています

14
風立ちぬ/松圏聖子 松本 隆./作詞、大瀧詠―/作曲

1981年 7枚 目のシングル、グリコ「ポッキー」のCMソ ング、大瀧の起用は松本の発案

15
秋からもそぱにいて/南野陽子 小倉めぐみ/作詞、伊藤玉城/作曲

1988年 13枚 ロシングルでグリコ「ポッキー」のCMソ ング撮影された駅がどこかで話題となった

16
わかつて下さしヽ/因幡 晃 因幡 晃/作詞・作曲

1976年デ ビューシングル、2019年7月 脳梗塞で倒れたが現在復帰に向けて リハ ビリ中



 

 

 

 

 

 
 

 

 

令和２年１１月２９日(日)13:00∼15:00 
 

(旧)新富町富田小学校追分分校 校舎 

（新富町大字日置 5167番地 航空自衛隊新田原基地正門から北に車で約５分） 

             入場無料、本格コーヒーのサービスあり 

定員３０名、前日までに下記まで電話でお申し込みください。 

 

主催 特定非営利活動法人宮崎真空管アンプ愛好会 
電話 ０９８５‐５２‐０１２０ 

       ホームページ https://miyazaki-vtc.com または、【宮崎真空管】で検索 

日
時 

会
場 

 



発表年 歌　　手 作　　詞 作　　曲

1 昭39

2 9 松平　晃 高橋掬太郎

3 10 音　　丸 高橋掬太郎

4 15 伊藤久雄 野村俊夫

5 22 藤山一郎・松田トシ 若山牧水

6 22 川田正子 菊田一夫

7 23 二葉あき子 菊田一夫

8 24 伊藤久雄 菊田一夫

9 24 藤山一郎 サトウハチロー

10 28 織井茂子 菊田一夫

11 29 岡本敦郎 丘　灯至夫

12 36 ザ・ピーナッツ 由紀こうじ

13 36 島倉千代子 菊田一夫

14 40 美空ひばり 高橋掬太郎

15 50 薬師丸ひろ子 竹内まりや 竹内まりや

16 51 荒井由実 荒井由実 荒井由実

17 54 山口百恵 さだまさし さだまさし

18 59 谷村新司 谷村新司 谷村新司

19 57 郷ひろみ Ｂ．Ｈｉｇｇｉｎｓ Ｓ．Ｌｉｍｂｏ

20 59 テレサテン 荒木とよひさ 三木たかし

21 60 熱き心に 小林　旭 阿久　悠 大瀧詠一

22 59 石原裕次郎 五輪真弓 五輪真弓

23 61 美空ひばり 小椋　佳 小椋　佳愛燦燦

秋桜 西都原の

いい日旅立ち GoTO・・・

哀愁のカサブランカ 山川啓介訳詩。60歳から・・・

つぐない

思い出さがし

君の名は 27年4月からのラジオドラマ

高原列車は行く 乗物シリーズ

あの日にかえりたい

モスラの歌 東宝映画「モスラ」：インファント島

夕月 東京放送TV「あの橋の畔で」

船頭可愛や

休　　　　　憩

元気を出して エール出演

難曲なのにのど自慢で良く歌われる

白鳥の歌

イヨマンテの夜

長崎医科大学　長井隆博士長崎の鐘

松竹映画「鐘の鳴る丘」より

利根の舟歌

24年松竹が映画化

とんがり帽子

東宝映画「音楽五人男」より

暁に祈る

曲　　　　名 備　　　考

初ヒット曲、コロンビア解雇されず

12年露営の歌、18年若鷲の歌

第6回　昭和の歌謡曲レコードコンサート

主催 ： ＮＰＯ法人　宮崎真空管アンプ愛好会

日時：令和2年11月29日(日)１３：００～１５：００

場所 ：旧新富町立富田小学校追分分校

  『古関裕而特集と大人の歌謡曲』

オリンピック・マーチ 陸上自衛隊中央音楽隊

古関裕而

船頭可愛や 26万枚の大ヒット

フランチェスカの鐘

特定非営活動法人 宮崎真空管アンプ愛好会ホームページ
レコードコンサート等の情報を発信中！

https://miyazaki-vtc.com/
[ 宮崎真空管 ] で検索するとヒットします



宮崎真空管

11/17 日
2019

(旧)新富町富田小学校追分分校 校舎
（新富町大字日置5167番地）
航空自衛隊新田原基地正門から北に車で約５分）

※入場無料、申込みは不要です 直接会場へおいで下さい

13:00～15:00

♪ SPレコード、LPレコードと
真空管アンプを使用して楽しみます ♪

日本の四季を童謡・唱歌に、

懐かしいうた・想い出のう

たを歌謡曲に、訪ねてみま

しょう

「昭和のうた、想い出のうた」
・・・昭和から平成、そして・・・



発表年 歌　　手 作　　詞 作　　曲

SP : 1 昭.24 美空ひばり 藤浦　洸 万城目正

2 30 春日八郎 高野公男 船村　徹

3 31 三橋美智也 横井　弘 鎌多俊与

4 32 フランク永井 佐伯孝夫 吉田　正

5 32 石原裕次郎 石橋正美 上原賢六

6 33 島倉千代子 西沢爽作 遠藤実

LP : 7 23 由紀さおり＆安田祥子 横井　弘 八洲秀章

8 23 近江俊郎 野村俊夫 古賀政男

9 29 岡本敦郎 丘　灯至夫 古関祐而

10 30 三橋美智也 藤間哲郎 山口俊郎

11 36 村田英雄 西条八十 船村　徹

12 39 井沢八郎 関口義明 荒井英一

13 35 西田佐知子 水木かおる 藤原秀行

14 39 ザ・ピーナッツ 岩谷時子 宮川　泰

15 43 都　はるみ 古賀政男 古賀政男

16 47 ちあきなおみ 吉田　旺 中村泰士

17 45 由紀さおり なかにし礼 川口　真

18 50 季　成愛 阿久　悠　 小林亜星

19 51 北原ミレイ なかにし礼 浜　圭介

20 52 千　昌夫 いではく 遠藤　実

21 54 おもいで酒 小林幸子 高田直和 梅谷忠洋

22 53 さとう宗幸 星間船一 さとう宗幸

23 57 梅沢富美男 小椋　佳 小椋　佳

24 61 テレサ・テン 荒木とよひさ 三木たかし

25 33 石原裕次郎 萩原四朗 上原賢六

26 平元 美空ひばり 秋元　康 見岳　章

北の宿から

東京オリンピック開幕金16個

樋口久子全米女子プロで優勝

ああ上野駅

チェルノブイリ原発で大爆発事故

56年動脈瘤で緊急入院

元年6月24日52歳で没

大鵬、柏戸横綱昇進

青葉城恋唄

夢芝居

時の流れに身を任せ

北国の春

アカシアの雨がやむとき

石狩挽歌

ウナ・セラ・ディ東京

失業者1000万人（不況深刻）

鹿児島県立病院で5つ子誕生

カラーＴＶ放送開始

川端康成ノーベル文化賞

田中首相中国訪問、日中国交樹立

国産人工衛星おおすみ打ち上げ成功

錆びたナイフ

川の流れのように

ソニー、ウオークマン発売

成田空港開港

ＣＤプレーヤー発売

影を慕いて

喝采

手紙

第5回　昭和の歌謡曲レコードコンサート

『　昭和のうた　想い出のうた　②　』
  主催 ： ＮＰＯ法人　宮崎真空管アンプ愛好会

 日時：令和元年11月17日(日)１３：００～１５：００

メ　　　　モ曲　　　　名

王将

カラーＴＶ実験放送

東京タワー完成

あざみの歌

からたち日記

美空ひばり（11歳）デビュー

ローマの休日大ヒット

俺は待ってるぜ

 場所 ： 旧新富町富田小学校追分分校

フラフ－プ大流行

湯の町エレジー

高原列車は行く

おんな船頭唄

有楽町であいましょう

悲しき口笛

別れの一本杉

哀愁列車

アルミ1円硬貨発行

湯川秀樹日本人初のノーベル賞

特定非営活動法人 宮崎真空管アンプ愛好会ホームページ 

 レコードコンサート等の情報を発信中！ 

 

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/ 
[ 宮崎真空管 ]  で検索するとヒットします 





令和　元年　５月２６日(日)

旧新富町富田小学校追分分校

昭和 曲　　　　名 歌　　手 作　　詞 作　　曲 メ　　　　モ

1 59 早春賦 鮫島有美子 吉丸一昌 中田　章 国内外の多くのオペラ等で活躍

2 49 叱られて 加藤登紀子 清水かつら 弘田竜太郎

3 48 琵琶湖周航の歌 倍賞千恵子 小口太郎 小川實興

4 62 北の旅人 石原裕次郎 山口洋子 弦　哲也 最後のシングル

5 61 函館山から 美空ひばり 小椋　佳 小椋　佳 芸能生活40周年記念

6 49 夜空 五木ひろし 山口洋子 平尾昌晃 ゴールデンヒットコンビ

7 61 おんな港町 八代亜紀 二条冬詩夫 伊藤雪彦

8 50 襟裳岬 森　進一 岡本おさみ 吉田拓郎 レコード大賞

9 52 津軽海峡冬景色 石川さゆり 阿久　悠 三木たかし　令和元年紫綬褒章

10 51 心のこり 細川たかし なかにし礼 中村泰士

11 57 氷雨 日野美歌 とまりれん とまりれん

12 48 ひこうき雲 荒木由美 荒井由美 荒井由美 平２５紫綬褒章

13 50 シクラメンのかほり 布施　明 小椋　佳 小椋　佳 レコード大賞

14 50 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子 山上路夫 平尾昌晃

15 51 しおさいの歌 小椋　佳 小椋　佳 小椋　佳 初TV出演

16 50 夜明けのスキャット 由紀さおり 山上路夫 いずみたく 海外でもヒット

17 50 木綿のハンカチーフ 大田裕美 松本　隆 筒美京平 カバー多し

18 54 プレイバックpartⅡ 山口百恵 阿木燿子 宇崎竜童 デビュー８年で引退

19 51 わかって下さい 因幡　晃 因幡　晃 因幡　晃 8月25日新富で公演

20 56 風立ちぬ 松田聖子 松本　隆 大滝詠一

21 55 昴 谷村新司 谷村新司 谷村新司 アリス、スーパーニッカCM

22 55 恋人よ 五輪真弓 五輪真弓 五輪真弓 キャロル・キング

23 45 上を向いて歩こう 坂本　九 永　六輔 中村八大 昭和60年JAL

・プリアンプ
・メインアンプ
・スピーカー

第４回　昭和の歌謡曲レコードコンサート
ＮＰＯ法人　宮崎真空管アンプ愛好会

『　昭和のうた　想い出のうた　①　』

　本日の使用機器

・プレーヤー 坂東会員     ＴＥＡC TN-400ターンテーブル＋ＳＡＥC ＷＥ506 オルトフォンＳＰＵ－＃１Ｅ改造 ルンダールＭＣトランス  

坂東会員     ＬＵＸ ＣＬ35改プリアンプ（ＷＥコンデサ等による改造品）   

安楽会員     ＫＴ88ＰＰアンプ 、坂東会員 WE300Bシングルモノラル×２  

愛好会所有    ＫＩＮＡＰ lomo4Ａ32＋ＳiemensＫlangfilm 6 Ｒuf 28a 3連 ＷＥコンデンサー 

山本会員          EV46センチウーファー×１ 

特定非営活動法人 宮崎真空管アンプ愛好会ホームページ 

 レコードコンサート等の情報を発信中！ 

 

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/ 
[ 宮崎真空管 ]  で検索するとヒットします 







『さすらいのレコード・コレクター～10 セントの宝物』上映会 と 

『クレデンザ(蓄音機)による SP レコードコンサート』 

 

                          2018 年 10 月 28 日  

  新富町総合交流センター『きらり』 

NPO 法人 宮崎真空管アンプ愛好会 

 

第1部 『さすらいのレコード・コレクター～10 セントの宝物』 上映 13:00～ (52 分) 

 

 2003 年 エドワード・ギラン監督作品 字幕:寺尾次郎 監修:ピーター・バラカン 原題:DESPERATE MAN BLUES 

  出演:ジョー・ハザード  音楽:ロバート・ジョンソン、チャーリー・パットン、サン・ハウス、カーター・ファミリー 

    ジミー・ロジャース、ブラインド・ウィリー・マクテルほか 

   

 

第2部 『クレデンザによる SP レコードコンサート』 14:00～15:30 

 

① ビショップ   Home Sweet Home    アメリータ ガリ=クルチ（sop） 

 

② 映画音楽    ハリーライムのテーマ 映画「第三の男」より アントン カラス（Zit） 

 

③ 歌謡曲     悲しき口笛    美空ひばり 

 

④ 黒人霊歌    Sometimes I feel like a motherless child  サラ・ヴォーン 

 

 

⑤ ポップス    テネシー ワルツ   パティ ページ 

 

⑥ ジャズソング  林檎の木の下で  ディック ミネ バッキー白片と 

アロハハワイアンズ 

 

⑦ クライスラー    愛の悲しみ 愛の喜び  フリッツ クライスラー（Vn） 

 

⑧ 歌謡曲       水色のワルツ  二葉あき子 

 

⑨ バッハ – （ヘス編） 主よ人の望みの喜びよ  ディヌ リパッティ（p） 

   

⑩ シャンソン      モンマルトルの丘    コラ ヴォケール 

 

⑪ 歌謡曲        東京キッド   美空ひばり 



 

⑫ ジャズ        Let’s dance   ベニー グッドマン（Cl） 

 

⑬ 歌謡曲         蘇州夜曲     渡辺はま子・霧島昇 

 

⑭ グラナドス（クライスラー編）  スペイン舞曲第 5 番  ジャック ティボー（Vn） 

 

⑮ 歌謡曲         夜霧の第二国道   フランク永井 

 

⑯ 歌謡曲         古城    三橋美智也 

 

リクエスト  

ショパン     夜想曲第 16 番 op55-2    イーグナッツ フリードマン 

 

         幻想即興曲 op66      マルグリット ロン 

 

歌謡曲      港が見える丘       平野愛子 

 

りんどう峠        島倉千代子 

 

タンゴ      ポエマ 

 

ジャズ      グッドバイ         ベニーグッドマン 

 

ポップス     センチメンタルジャーニー  ドリス デイ 

 

 

レコードの歴史☆1877(m10)トーマス・エジソン「フォノグラム」円筒形 ☆1887(m20)エミール・ベルリナー「グラモフォン」円盤型 ☆1902(m35)円盤型

レコード発売 ☆1903(m36)日本でレコード発売(輸入) ☆1910(m43)日本でレコード製作  ☆1917(t6)JAZZ レコード ☆1925(t14)コロンビア電気録音 ☆

1948(s23)LP33 回転発売コロムビア ☆1949(s24)EP 盤 45 回転発売 RCA ☆RIAA 設立(アメリカ)☆1958(s33)米オーディオ・フィディリティー社ステレオ LP

発売 45-45 方式 ☆1963(s38)SP 終了 ☆1970 4CH レコード発売☆1982(s57)CD 発売 3800 円 ☆1986(s61)LP と CD 生産枚数逆転 

 

クレデンザ(ビクトローラ・クレデンザ)とはビクター社が誇るアコースティック蓄音機の最高傑作ともいえる名機です｡キャビネットはイタリア･ルネサンス

様式の豪華なもので､蓄音機の黄金時代を築きました。キャビネット内には全長約１．８メートルのホーンが折り畳まれた状態で収められており、電気増幅なしでも得ら

れる音圧・音質は、このホーンを通して素晴らしい音を奏でてくれます。価格も当時の家が一軒購入できるような値段だったと言われています｡(民音音楽博物館資料) 

 

     宮崎真空管アンプ愛好会ホームページ   レコードコンサート情報などをお知らせしています。 

 

    宮崎市立図書館レコードコンサート 11 月 23 日 (金 勤労感謝の日) 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

      「イージー・リスニング・ジャズ」特集    アート・ペッパー  ビル・エヴァンス  オスカー・ピーターソン、 ウェス・モンゴメリー ほか 



昭和の歌謡曲レコードコンサート昭和の歌謡曲レコードコンサート

『昭和『昭和3030年代の歌声』年代の歌声』

主催　特定非営利活動法人　宮崎真空管アンプ愛好会

〇入場無料　申し込みは不要です
住所:児湯郡新富町大字日置5167番地

〇平成30年5月20日（日）13:30~15:30

直接、会場へおいでください。

問い合わせ　河津（0985-23-7850）

・歌謡曲の黄金時代は、昭和30年代～50年代。

・高度経済成長、新幹線開通、東京タワー、東京オリンピック。　　　　　　　　　　
世の中の発展と共にいつも歌が有りました。

・そんな歌謡曲黄金時代の曲の中から今回は昭和30年代の名曲を　　　　　　　

アナログレコードで、真空管アンプと大型スピーカーを使って楽しみます。

・新富町富田小学校追分分校でのレコードコンサートも今回で3回目です。

・春日八郎　三橋美智也　美空ひばり　島倉千代子　西田佐知子　小林旭　他

詳しくはホームページでご確認ください

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/ または、【宮崎真空管】で検索

〇旧新富町富田小学校追分分校校舎



昭和 曲名 歌手 作詞 作曲 メモ

1 32 O 喜びも悲しみも幾年月 若山彰 木下忠司 木下忠司 4/30 102歳　木下恵介

2 41 e 泣いてたまるか 渥美清 良池まもる 木下忠司 TBS

3 30.3 O 田舎のバス 中村メイコ 三木鶏郎 三木鶏郎 植木等

4 30.4 O 弁天小僧 三浦洸一 佐伯孝男 吉田正 弁天娘女男白波

5 30.4 O ガード下の靴みがき 宮城まり子 宮川哲夫 利根一郎 1927

6 30.10 O 赤と黒のブルース 鶴田浩二 宮川哲夫 吉田正

7 31.4 O 若いお巡りさん 曽根史郎 井田誠一 利根一郎 日活

8 31.3 O 東京の人 三浦洸一 佐伯孝男 吉田正

9 33 L 別れの灯台 春日八郎 高橋掬太郎 吉田矢健治 映画化

10 32 L あんときゃどしゃ降り 春日八郎 矢野　亮 佐伯としを 日活

11 33 L ギター鴎 三橋美智也 矢野　亮 吉田矢健治

12 32 L 一本刀土俵入り 三橋美智也 高橋掬太郎 細川潤一 駒形茂兵衛

13 32 L 雪の渡り鳥 三波春夫 清水みのる 陸奥　明 長谷川伸　映画

14 35 L 一本刀土俵入り 三波春夫 藤田まさと 春川一夫

15 33.5 O 花笠道中 美空ひばり 米山正夫 米山正夫 東映　里見浩太朗

16 32 O 無法松の一生 村田英雄 吉野夫二郎 古賀政男

『　昭和30年代の歌謡曲①』

特定非営利活動法人(ＮＰＯ)宮崎真空管アンプ愛好会設立記念  宮崎真空管アンプ愛好会

第2回昭和の歌謡曲レコードコンサート 平成３０年５月２０日(日)

旧新富町富田小学校追分分校

16 32 O 無法松の一生 村田英雄 吉野夫二郎 古賀政男

17 33 O からたち日記 島倉千代子 西沢爽 遠藤実

18 34 O 僕は泣いちっち 守屋浩 浜口庫之助 浜口庫之助

19 34.10 O 浅草姉妹 こまどり姉妹 石本美由起 遠藤実

20 34.10 O 黄色いサクランボ スリー・キャッツ 星野哲郎 浜口庫之助 映画　体当たりすれすれ娘

21 35.6 O 月影のナポリ 森山加代子 岩谷時子訳詞 ミリアッチ↘ 34ミーナ　カンツォーネブーム

22 34.4 L 可愛い花 ザ・ピーナッツ 音羽たかし シドニー・ベシェ

23 34.9 L 情熱の花 ザ・ピーナッツ 音羽たかし L.V.Beethoven 水島哲

24 34.10 L ギターを持った渡り鳥 小林旭 西沢　爽 狛林　正一 日活

25 35.4 L アカシヤの雨が止むとき 西田佐知子 水木かおる 藤原秀行

26 35.9 L 死ぬまで一緒に 西田佐知子 水木かおる 藤原秀行

・プレーヤー
・プリアンプ 坂東会員　LUX　CL35改プリアンプ 　(WEコンデンサ等による改造品)
・メインアンプ安楽会員製作　PP5/400シングルアンプ(英国製真空管)
・スピーカー

特定非営利活動法人 宮崎真空管アンプ愛好会　ホームページ
レコードコンサート情報を発信中

[　宮崎真空管　]　で検索するとヒットします

宮崎市立図書館レコードコンサート　平成30年7月16日　午後1時30分～3時30分
　『ボサノヴァとブラジル音楽』特集　

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/

本日の使用機器

愛好会所有　KINAP lomo 4A32　+　SiemensKlangfilm 6 Ruf 28a 3連 　WEコンデンサー

坂東会員製作　TEAC TN-400ターンテーブル+SAEC WE５０６　オルトフォンSPU-♯1E　ルンダールMC&オーディオテクネMCトランス他

　『ボサノヴァとブラジル音楽』特集　
ジョアン・ジルベルト　アントニオ・カルロス・ジョビン　他



第2回昭和の歌謡曲レコードコンサート

『なつかしの青春歌謡』

主催　特定非営利活動法人　宮崎真空管アンプ愛好会

〇入場無料　申し込みは不要です

住所:児湯郡新富町大字日置5167番地

〇平成29年12月10日（日）13:30~15:30

直接、会場へおいでください。

問い合わせ　河津（0985-23-7850）

・1960年代初め(昭和30年代後半)盛んになった青春歌謡。

・御三家(橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦)を始め、倍賞千恵子や

　本間千代子、吉永小百合が歌った学園ソング。

・自然に口ずさんだあの曲、この曲。

・そんな懐かしい青春歌謡をアナログレコード(LP)+

　真空管アンプ+大型スピーカーでコーヒー(無料)とともに楽しみます。

・会場はこれも懐かしい小学校の校舎です。

・私たち、宮崎真空管アンプ愛好会はこのたび、特定非営利活動

　法人(NPO)として再スタートしました。

詳しくはホームページでご確認ください

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/ または、【宮崎真空管】で検索

〇旧新富町富田小学校追分分校校舎

NPO法人　設立記念

主催　特定非営利活動法人　宮崎真空管アンプ愛好会



昭和 曲名 歌手 作詞 作曲 メモ

1 37 L さよなら　さよなら　さようなら 北原謙二 星野哲郎 山上進一 1939　　クイズ

2 40 L 高原のお嬢さん 舟木一夫 関沢新一 松尾健司 1944　日活　和泉雅子

3 41 L 星のフラメンコ 西郷輝彦 浜口庫之助 浜口庫之助 1947　日活　松原智恵子

4 39 L 恋をするなら 橋幸夫 佐伯孝男 吉田正 1943　松竹　孤独　桑野みゆき

5 38 L 光る海 吉永小百合 佐伯孝男 吉田正 1945　日活　浜田光男

6 39 O 青春の城下町 梶光夫 西沢爽 遠藤実 1944　ジュエリーデザイナー

7 38 O 美しい十代 三田　明 宮川哲夫 吉田正 1947　39日活　西尾三枝子

8 38 O 寒い朝 吉永小百合/マヒナスターズ 佐伯孝男 吉田正 デビュー曲赤い蕾と白い花　浜田光男

9 39 O 潮風を待つ少女 安達　明 松田ルミ 遠藤実 1948-2011　女学生の友

10 39 O 二人の星をさがそうよ 田辺靖雄 佐伯孝男 吉田正 1945　日本歌手協会8代目会長

11 41 O 空に星があるように 荒木一郎 荒木一郎 荒木一郎 1944

12 40 O 明日は咲こう花咲こう 吉永小百合/三田明 西沢爽 吉田正 日活 僻地　保健婦

13 41 O 二人の銀座 和泉雅子/山内賢 永六輔 ザ・ペンチャーズ 1947　1943-2011　

14 38 O 星空に両手を 島倉千代子/守屋浩 西沢爽 神津義行 1938-2013/1938

15 38 Ｅ 草笛を吹こうよ 三条江梨子/浜田光男 門井八郎 上原賢六 1943/1943大映/日活

16 38 L 純愛の白い砂 本間千代子 米山正夫 米山正夫 1945　東映

『　なつかしの青春歌謡　』

特定非営利活動法人(ＮＰＯ)宮崎真空管アンプ愛好会設立記念  宮崎真空管アンプ愛好会

第2回昭和の歌謡曲レコードコンサート 平成２９年１２月１０日(日)

旧新富町富田小学校追分分校

16 38 L 純愛の白い砂 本間千代子 米山正夫 米山正夫 1945　東映

17 39 L 愛しあうには早すぎて 本間千代子 丘灯至夫 山路進一 舟木　君たちがいて僕がいた

18 41 L 僕だけの君 西郷輝彦 星野哲郎 北原じゅん 25枚目

19 41 L 雨の中の二人 橋幸夫 宮川哲夫 利根一郎 松竹　田村正和/中村晃子

20 40 L あゝ　りんどうの花咲けど 舟木一夫 西沢爽 遠藤実 文語体

21 37 L 江梨子 橋幸夫 佐伯孝男 吉田正 口語体　三条魔子

22 42 L 夕笛 舟木一夫 西條八十 船村徹 日活　松原智恵子　君泣けばs3

23 42 L 潮風が吹き抜ける町 西郷輝彦 奥野椰子夫 米山正夫 抒情歌　日本詩人連盟大賞

24 40 L さよならはダンスの後に 倍賞千恵子 横井弘 小川寛興 1941

・プレーヤー
・プリアンプ 山口会員製作　NFイコライザータイププリアンプ 　SONY製ミキサーアンプ（水野会員）
・メインアンプ木下会員製作　WE300Bシングルモノーラルアンプ×2
・スピーカー

特定非営利活動法人 宮崎真空管アンプ愛好会　ホームページ
レコードコンサート情報を発信中

[　宮崎真空管　]　で検索するとヒットします

宮崎市立図書館レコードコンサート　平成30年2月12日　午後1時30分～3時30分
　『日本の抒情～トランペットと歌で奏でる懐かしき想い出』　

坂東会員製作　TEAC TN-400ターンテーブル+SAEC WE５０６　STAX UA-70 デノンDL-103　ＵＴＣ-Ｃ2080

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/

本日の使用機器

KINAP lomo 4A32　+　SiemensKlangfilm 6 Ruf 28a 3連 　WEコンデンサー

レコードの歴史:1877(m10)エジソン「フォノグラム」　1887(m20)ベルリナー「グラモフォン」 1902(m35)レコード発売　1903(m36)
日本でレコード発売(輸入)　1910(m43)日本でレコード製作　 1917(t6)JAZZレコード　1925(t14)コロンビア電気録音
1948(s23)LP発売コロムビア　1949(s24)EP盤発売RCA 1958(s33)ステレオLP 1963(s38)SP終了　1982(s57)CD発売3800円
1986(s61)LPとCD逆転

　『日本の抒情～トランペットと歌で奏でる懐かしき想い出』　
　　　　　　ニニ・ロッソ　倍賞千恵子　他



昭和の歌謡曲

レコードコンサート

『なつかしの歌声』

主催　宮崎真空管アンプ愛好会

〇入場無料　申し込みは不要です

〇旧新富町富田小学校追分分校校舎
住所:児湯郡新富町大字日置5167番地

〇平成29年5月28日（日）13:30~15:30

直接、会場へおいでください。

問い合わせ　河津（0985-23-7850）

昭和の日本は激動の時代。

そんな昭和を代表する懐かしの歌謡曲。

テレビやラジオで何度もきいたあの歌。

毎日の生活で慣れ親しんだ懐かしの曲。

昭和の名曲をアナログレコード+真空管アンプ+大型スピーカーで

たのしみます。

会場はこれも懐かしい小学校の校舎です。

詳しくはホームページでご確認ください

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/ または、【宮崎真空管】で検索



昭和(年) 曲名 歌手 作詞 作曲 メモ

1 27 リンゴ追分 美空ひばり 小沢不二夫 米山正夫 SP　追分節

2 35 哀愁波止場 美空ひばり 石本美由紀 船村　徹 2/16没　84歳

3 30 別れの一本杉 春日八郎 高野公男 船村　徹 SP　望郷歌謡

4 38 長崎の女 春日八郎 たなかゆきを 林伊佐緒 h3没 67歳

5 30 リンドウ峠 島倉千代子 西条八十 古賀政男 SP　映画『りんどう鴉』

6 32 東京だよおっ母さん 島倉千代子 野村俊夫 船村　徹 h25没 75歳

7 30 おんな船頭唄 三橋美智也 藤間哲郎 山口俊郎 h8没　65歳

8 31 哀愁列車 三橋美智也 横井　弘 鎌多俊興

9 32 柿の木坂の家 ちあきなおみ 石本美由紀 船村　徹 青木光一

10 32 東京のバスガール コロムビア・ローズ 丘灯至夫 上原げんと 初代

11 33 星はなんでも知っている 平尾昌晃 水島　哲 津々美洋

12 36 川は流れる 仲宗根美樹 横井　弘 櫻田誠一

13 34 南国土佐を後にして ペギー葉山 武政英策 武政英策 4/12没　83歳

14 36 下町の太陽 倍賞千恵子 横井　弘 櫻田誠一 山田洋次

15 27 テネシー・ワルツ 江利チエミ 音羽たかし Pee Wee King R・スチュワート

16 35 再会 松尾和子 佐伯孝夫 吉田　正

『　なつかしの歌声　』

手作り真空管アンプとＬＰレコードによるコンサート 宮崎真空管アンプ愛好会

昭和の歌謡曲 平成２９年５月２８日(日)　

旧新富町富田小学校追分分校

16 35 再会 松尾和子 佐伯孝夫 吉田　正

17 35 有難や節 守屋　浩 浜口庫之助 森　一也　採譜 俗謡

18 35 潮来花嫁さん 花村菊江 柴田よしかず 水時富士夫

19 36 ソーラン渡り鳥 こまどり姉妹 石本美由紀 遠藤　実

20 36 北帰行 小林旭 宇田　博 宇田　博 旅順高等学校寮歌　16年

21 36 王将 村田英雄 西条八十 船村　徹

22 34 大利根無情 三波春夫 猪又　良 長津義司 笹川繁蔵　飯岡助五郎

23 33 錆びたナイフ 石原裕次郎 萩原四朗 上原兼六 映画

24 37 赤いハンカチ 石原裕次郎 萩原四朗 上原兼六 映画化

25 40 夏の日の想い出 日野てる子 曽根崎保太郎 永吉大三 ハワイヤン

26 41 夢は夜ひらく 園　まり 中村泰士・富田清吾 曽根幸明 練馬鑑別所

27 38 忘れないさ 北原謙二 三浦康照 山路進一 青春歌謡

・蓄音機
・プレーヤー 坂東会員製作　TEAC TN-400ターンテーブル+SAEC WE５０６　STAX UA-70 デノンDL-103
・プリアンプ 山口会員製作　NFイコライザータイププリアンプ
・メインアンプ木下会員製作　WE300Bシングルモノーラルアンプ×2
・スピーカー

宮崎真空管アンプ愛好会　ホームページ
レコードコンサート情報を発信中

http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/

本日の使用機器

KINAP lomo 4A32　+　SiemensKlangfilm 6 Ruf 28a 3連 　WEコンデンサー

レコードの歴史:1877(m10)エジソン「フォノグラム」　1887(m20)ベルリナー「グラモフォン」 1902(m35)レコード発売　1903(m36)
日本でレコード発売(輸入)　1910(m43)日本でレコード製作　 1917(t6)JAZZレコード　1925(t14)コロンビア電気録音
1948(s23)LP発売コロムビア　1949(s24)EP盤発売RCA 1958(s33)ステレオLP 1963(s38)SP終了　1982(s57)CD発売3800円
1986(s61)LPとCD逆転

"His Master's Voice"　The　Gramphone　Company　製　　（針貝会員）

[　宮崎真空管　]　で検索するとヒットします



♪真空管アンプ＋ＬＰレコード ＋大型スピーカー! ♪ 

【第 5 回 旧去川小学校レコードコンサート】 

 

フォークソング(FolkSong)特集 
 

 

 

 

〇 と き   平成２８年 ５月 ２９日（日） 

         １3 時から 15 時まで（2 時間程度） 

〇 ところ   旧去川小学校（去川こども村）宮崎市高岡町内山 3615-1〕 

        「高岡町中心部から国道１０号線を都城方向へ約１０キロ、 

国道 10 号線沿い。 有名な去川の大イチョウ入口付近」 

〇 内 容   

         ブラザーズ・フォーやピーター・ポール＆マリー、ボブ・ディランなどのアメ

リカン・フォーク、そこから派生して生まれた日本のフォークのうち、

『高石ともや』と『岡林信康』をお聴き頂きます。 

〇 使用機器 

         ロシアンクラングフィルムスピーカー 【RussianKlangfilm】 

真空管アンプは PP5/400(PX25 系)アンプ 、 他 

   ♯入場無料 申込みは不要です。直接、会場においでください♯ 

                     主催 宮崎真空管アンプ愛好会 

                     共催 (有)サン･グロウ (0985-64-9500) 

                        (旧 宮 崎 市 立 去 川 小 学 校 利 活 用 事 業  去 川 こども村 ) 

  詳しくはホームページでご確認ください http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/ 



 フォークソング特集 

 
【ブラザース・フォー／19５９年】 ８‘５４“  

 1. グリーン フィールズ  

 2. 遥かなるアラモ  

 3.七つの水仙 

 

【ジョーン・バエズ／19５９年】 １３‘３０“ 

 1.ドンナドンナ 

 2.朝日のあたる家 

 3.坊やおやすみ 

 4.クンバイヤ 

 5.ブラック イズ ザ カラー 

 

【ボブ・ディラン／19６２年】 ６‘０４“ 

 1.風に吹かれて 

 2.時代は変わる 

 

【ピーター・ポール＆マリー／19６１年】 １１‘４５“ 

 1.風に吹かれて 

 2.我が祖国 

 3.悲惨な戦争 

 4.虹と共に消えた恋 

 

 

 

                  ２０１６.５.２９.   

 

 

 

【高石ともや LIVE】 20‘４６“ 

 1.受験生ブルース 

 2.あの人の日曜日 

 3.お父帰れや 

 4.とび職ぐらし 

 5.のんき節 

 6.時代は変わる 

 7.想い出の赤いヤッケ  １９６８.１.１２. 

            於：大阪サンケイホール 

 

【岡林信康 LIVE】 ２３‘１８“ 

 1.自衛隊に入ろう 

 2.手紙 

 3.お父帰れや 

 4.山谷ブルース     １９６９.３.２９.  

             於：神田共立講堂 

 

おまけ【なぎらけんいち LIVE】 ６‘１６“ 

 1.悲惨な戦い 

             １９７３.８.７. 

           於：全日本フォークジャンボリー  







♪真空管アンプ＋ＬＰレコード ＋大型スピーカー! ♪ 

【第３回 旧去川小学校レコードコンサート】 

…特集 昭和の歌謡曲 第 1 集… 
 

去川こども村(旧去川小学校)レコードコンサートは今回で 3 回目。

今回は懐かしい昭和の歌謡曲特集です。昭和の歌謡曲は単にノスタ

ルジーだけではなく、楽曲としての完成度、クオリティが高いものが数

多くあります。また、ＬＰレコードには歌手の絶頂期の歌声がそのまま

残っています。そんな昭和の歌謡曲をたっぷり聴いて頂きます。 
 

〇 と き   平成２７年 ７月 ５日（日） 

         午後１時から３時まで（2 時間程度） 

〇 ところ   旧去川小学校（去川こども村）宮崎市高岡町内山 3615-1〕 

        「高岡町中心部から国道１０号線を都城方向へ約１０キロ、 

国道 10 号線沿い。 有名な去川の大イチョウ入口付近」 

〇 内 容   
三橋美智也・フランク永井・春日八郎・美空ひばり・島倉千代子・園まり・あべ静

江・日野てる子・菅原洋一・布施 明・小柳ルミ子・八代亜紀・石川さゆり・舟木

一夫・西田佐知子・いしだあゆみ・ちあきなおみ・テレサ テン・山口百恵などなど   

 

♯入場無料 申込みは不要です。直接、会場においでください♯ 

                        主催 宮崎真空管アンプ愛好会 

                        共催 (有)サン･グロウ (0985-64-9500) 

                             (旧宮崎市立去川小学校利活用事業 去川こども村) 

  詳しくはホームページでご確認ください http://www13,plala,or,jp/miyazaki-vtc/ 

                 （リクエストが有りましたらホームページからお寄せください） 



曲名 歌手 作詞 作曲

2015年7月5日
宮崎真空管アンプ愛好会

メモ

・・特集　昭和の歌謡曲　第1集・・プログラム

第3回　旧去川小学校レコードコンサート

曲名 歌手 作詞 作曲

1 忘れないさ 北原謙二 三浦康照 山路進一

2 あざみの歌 伊藤久男 横井　弘 八洲秀章

3 哀愁列車 三橋美智也 横井　弘 鎌多俊予

4 山の吊橋 春日八郎 横井　弘 吉田矢健治 昭和34年

メモ

昭和31年

昭和24年

昭和36年

4 山の吊橋 春日八郎 横井　弘 吉田矢健治

5 川は流れる 中宗根美樹 横井　弘 桜田誠一

6 下町の太陽 倍賞千恵子 横井　弘 江口浩二

7 有楽町で逢いましょう フランク永井 佐伯孝夫 吉田　正

8 哀愁波止場 美空ひばり 石本美由起 船村　徹

昭和37年

昭和35年

昭和36年

昭和32年

哀愁波止場 美空ひばり 船村　徹

9 この世の花 島倉千代子 西條八十 万城目正

10 アカシヤの雨がやむ時 西田佐知子 水木かおる　 藤原秀行　

11 やさしい雨 園まり 安井かずみ 宮川泰

12 夏の日の想い出 日野てる子 鈴木道明 鈴木道明

昭和30年

昭和41年

昭和35年

昭和40年

13 知りたくないの 菅原洋一 なかにし礼 Don Robertson

14 おもいで ～　霧の摩周湖 布施　明 水島　哲 平尾昌晃

15 私の城下町 小柳ルミ子 安井かずみ 平尾昌晃

16 おんな港町 八代亜紀 二条冬詩夫 伊藤雪彦

昭和41年　昭和40年

昭和46年

昭和52年

昭和40年　(昭和28年)

17 暖流 石川さゆり 阿久　悠 三木たかし

18 北国の街 舟木一夫 丘灯至夫 山路進一

19 君だけを　～　チャペルに続く白い道 西郷輝彦 水島　哲 北原じゅん

20 砂漠のような東京で いしだあゆみ 橋本　淳 中村泰士

昭和40年

昭和39年

昭和46年

昭和52年

21 東京砂漠 内山田洋とクールファイブ 吉田　旺 内山田洋

22 コーヒーショップで あべ静江 阿久　悠 三木たかし

23 円舞曲　(ワルツ) ちあきなおみ 阿久　悠 川口　真

24 しなやかに歌って 山口百恵 阿木耀子 宇崎竜童 昭和54年

昭和49年

昭和51年

昭和48年

25 女の港 大月みやこ 星野哲郎 船村　徹

26 時の流れに身をまかせ テレサ・テン 荒木とよひさ 三木たかし

昭和58年

　宮崎真空管アンプ愛好会のホームページ　　レコードコンサート情報をお知らせしています。ご利用ください。　　

http://www13.plala.or.jp/miyazaki-vtc/　　　　　　　　または『宮崎真空管アンプ愛好会』　　　検索　　　　

昭和61年

http://www13.plala.or.jp/miyazaki-vtc/　　　　　　　　または『宮崎真空管アンプ愛好会』　　　検索　　　　



♪真空管アンプ＋ＬＰレコード ＋大型スピーカー! ♪ 

【第 2 回 旧去川小学校レコードコンサート】 

…懐かしの映画音楽特集… 
 

2009 年 3 月に廃校になった去川小学校の校舎を利用して、レコード

コンサートを実施します。 

昨年 9月に実施したレコードコンサートが好評で、「定期的に実施して

欲しい」との声も多いことから、今回は懐かしいイタリア映画・フラン

ス映画を中心に、サウンドトラック盤のレコードコンサートを計画しま

した。 
 

〇 と き   平成２７年２月２２日（日） 

         午後１時から３時まで（2 時間程度） 

〇 ところ   旧去川小学校（去川こども村）宮崎市高岡町内山 3615-1〕 

        「高岡町中心部から国道１０号線を都城方向へ約１０キロ、 

国道 10 号線沿い。 有名な去川の大イチョウ入口付近」 

〇 内 容   
『ブーべの恋人』・『鞄を持った女』・『禁じられた恋の島』・『刑事』(死ぬほど愛し 

て)・『誘惑されて棄てられて』・『島の女』(いるかに乗った少年)・『女王蜂』『鉄 

道員』・『アラビアのロレンス』・『太陽がいっぱい』・『太陽はひとりぼっち』・『シェル 

ブールの雨傘』・『シャレード』などなど、主としてイタリア・フランス映画音楽をサウ 

ンドトラック盤、他で聴いて頂きます。 

♯入場無料 申込みは不要です。直接、会場においでください♯ 

                        主催 宮崎真空管アンプ愛好会 

                        共催 (有)サン･グロウ (0985-64-9500) 

                             (旧宮崎市立去川小学校利活用事業 去川こども村) 

  詳しくはホームページでご確認ください http://www13,plala,or,jp/miyazaki-vtc/ 



曲名 主演など 監督 音楽

鉄道員 ピエトロ・ジェルミ ピエトロ・ジェルミ カルロ・ルスティケツリ 1956

第2回　旧去川小学校レコードコンサート

・・懐かしの映画音楽特集・・プログラム
2015年2月22日

宮崎真空管アンプ愛好会

メモ

鉄道員 ピエトロ・ジェルミ ピエトロ・ジェルミ カルロ・ルスティケツリ

Il Ferroviere エドアルド・ネボラ

ブーべの恋人 クラウディア・カルディナーレ ルイジ・コメンチーニ カルロ・ルスティケツリ

La ragazza di Bube ジョージ・チャキリス

禁じられた恋の島 ヴァニ・ド・メイグレ ダミアーノ・ダミアーニ カルロ・ルスティケツリ

Arturo's Island ケイ・マースマン

誘惑されて棄てられて サーロ・ウルツィ ピエトロ・ジェルミ カルロ・ルスティケツリ

1956

イタリア

3
1962

イタリア

1963

1

2
1963(昭和38)　　1964.9.12　　マーラ(クラウディア・カルディナーレ)

イタリア・フランス合作

誘惑されて棄てられて サーロ・ウルツィ ピエトロ・ジェルミ カルロ・ルスティケツリ

Sedotta e abbandonata レオポルド・トリエステ

ロミオとジュリエット レナード・ホワイティング フランコ・ゼフィレッリ ニーノ・ロータ

Romeo and Juliet オリヴィア・ハッセー

太陽がいっぱい アラン・ドロン ルネ・クレマン ニーノ・ロータ

Plein soleil  マリー・ラフォレ

いるかに乗った少年　(島の女) ソフィア・ローレン ジーン・ネグレスコ ヒューゴ・フリードホーファー

1960

イタリア・フランス合作

1968

イギリス・イタリア合作

1957

4
1963

イタリア・フランス合作

5

6

いるかに乗った少年　(島の女) ソフィア・ローレン ジーン・ネグレスコ ヒューゴ・フリードホーファー

BOY　ON　A　DOLPHIN アラン・ラッド ジュリー・ロンドン

慕情 ウィリアム・ホールデン ヘンリー・キング アルフレッド・ニューマン

Love Is a Many-Splendored Thing ジェニファー・ジョーンズ

鞄を持った女 クラウディア・カルディナーレ ヴァレリオ・ズルリーニ マリオ・ナシンベーネ

La Ragazza con La Valigia ルチアーナ・アンジェリロ ファウスト・パペッティ

(二人の天使)～シェルブールの雨傘 カトリーヌ・ドヌーヴ ジャック・ドゥミ ミシェル・ルグラン

1955

アメリカ　　20世紀フォックス

7

8

1957

アメリカ

9

1964

1961

イタリア

(二人の天使)～シェルブールの雨傘 カトリーヌ・ドヌーヴ ジャック・ドゥミ ミシェル・ルグラン

Les Parapluies de Cherbourg ニーノ・カステルヌオーヴォ ダニエル・リカーリ

ジェルソミーナ　(道) アンソニー・クイン フェデリコ・フェリーニ ニーノ・ロータ

La Strada ジュリエッタ・マシーナ

太陽はひとりぼっち アラン・ドロン ミケランジェロ・アントニオーニ ジョヴァンニ・フスコ

L'eclisse  モニカ・ヴィッティ ミーナ

死ぬほど愛して　(刑事) クラウディア・カルディナーレ ピエトロ・ジェルミ カルロ・ルスティケツリ

1954

イタリア

10
1964

フランス

12
1962

イタリア・フランス合作

1959　ニーノ・カステルヌオーヴォ

11

死ぬほど愛して　(刑事) ピエトロ・ジェルミ カルロ・ルスティケツリ

Un maledetto Imbroglio ピエトロ・ジェルミ アリダ・ケッリ

女王蜂 ウーゴ・トニャッツィ マルコ・フェッレーリ テオ・ウズエリ

Una storia moderna: l'ape regina, マリナ・ヴラディ

アラビアのロレンス ピーター・オトゥール デヴィッド・リーン モーリス・ジャール

Lawrence of Arabia

ひまわり ソフィア・ローレン ヴィットリオ・デ・シーカ ヘンリー・マンシーニ

14

16
1970      リュドミラ・サベーリエワ

イギリス

13
1959　ニーノ・カステルヌオーヴォ

イタリア

1962

1963

イタリア・フランス合作

15

ひまわり ソフィア・ローレン ヘンリー・マンシーニ

I Girasoli マルチェロ・マストロヤンニ

酒とバラの日々 ジャック・レモン ブレイク・エドワーズ ヘンリー・マンシーニ

Days of Wine and Roses リー・レミック

シャレード オードリー・ヘプバーン スタンリー・ドーネン ヘンリー・マンシーニ

CHARADE ケーリー・グラント

風のささやき(華麗なる賭け) スティーブ・マックイーン ノーマン・ジュイソン ミシェル・ルグラン

18

16
1970      リュドミラ・サベーリエワ

イタリア

17
1962

アメリカ　

19
1968

1963

アメリカ

風のささやき(華麗なる賭け)

The Windmills Of Your Mind(The Thomas Crown Affair)
フェイ・ダナウェイ

荒野の七人 スティーブ・マックイーン ジョン・スタージェス エルマー・バーンスタイン

The Magnificent Seven ユル・ブリンナー

　宮崎真空管アンプ愛好会のホームページ　　レコードコンサート情報をお知らせしています。ご利用ください。　　

http://www13.plala.or.jp/miyazaki-vtc/　　　　　　　　または『宮崎真空管アンプ愛好会』　　　検索　　　　

19

20
アメリカ

アメリカ

1960

http://www13.plala.or.jp/miyazaki-vtc/　　　　　　　　または『宮崎真空管アンプ愛好会』　　　検索　　　　



♪真空管アンプ＋ＬＰレコード ＋大型スピーカー! ♪ 

【旧去川小学校 

    レコードコンサート】 
…オールディーズ特集… 

 

2009年 3月に廃校になった去川小学校の校舎を利用し

て、ＬＰレコードのコンサートを実施します。レコードは過去

のものとして忘れられようとしていますが、レコードには

貴重で優れた演奏が残されています。小学校の校舎で、

懐かしいメロディーに今一度触れてみませんか。輝いてい

た青春時代が蘇ってくることでしょう。 
 

〇 と き   平成２６年９月２８日（日） 

         午後１時から３時まで（2 時間程度） 

〇 ところ   旧去川小学校（去川こども村）宮崎市高岡町内山 3615-1〕 

        「高岡町中心部から国道１０号線を都城方向へ約１０キロ、 

国道 10 号線沿い。 有名な去川の大イチョウ入口付近」 

〇 内 容   コニー・フランシス ニール・セダカ ポール・アンカ ボビー・ソロ カスケーズ 

カーペンターズ パット・ブーン フランソワーズ・アルディ シルヴィー・バルタン 

カテリーナ・バレンテ ロネッツ イーグルス などなど  

♯入場無料 申込みは不要です。直接、会場においでください♯ 

                        主催 宮崎真空管アンプ愛好会 

                        問い合わせ先 河津 (0985-23-7850) 

  詳しくはホームページでご確認ください http://www13,plala,or,jp/miyazaki-vtc/ 



2014年9月28日

宮崎真空管アンプ愛好会

曲名 歌手 メモ 年

オールディーズ特集　プログラム
　　　　

旧去川小学校レコードコンサート

曲名 歌手 メモ 年

Rhythm of The Rain The Cascades サンディエゴ 1962
悲しき雨音 カスケーズ
California Dreamin' The Mamas & The Papas 1966
夢のカリフォルニア ママス&パパス
San Francisco Scott Mckenzie ベトナム戦争　 1967
花のサンフランシスコ スコット・マッケンジー ジョン・フィリップス

Hotel California Eagles ドン・フェルダー 1976
ホテル・カリフォルニア イーグルス

1

2

4

3

ホテル・カリフォルニア イーグルス
Ma jeunesse fout le camp Francoise Hardy 仏 1967
もう森へなんか行かない フランソワーズ・アルディ 沿線地図　　ドビュッシー

Only You The Platters 1955
オンリー・ユー プラターズ
Love Letters In The Sand Pat Boone 1957
砂に書いたラブレター パット・ブーン
One Way Ticket(To The Blues) Neil Sedaka 1960

7
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5

One Way Ticket(To The Blues) Neil Sedaka 1960
恋の片道切符 ニール・セダカ
You Are My Destiny Paul Anka 1958
君はわが運命(さだめ) ポール・アンカ
Where The Boys Are Connie Francis 1961
ボーイ・ハント コニー・フランシス
Poetry in Motion Johnny Tillotson ツィスト 1960
ポエトリー・イン・モーション ジョニー・ティロットソン
Una Lacrima Sul Viso Bobby Solo カンツォーネ 1964
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9

Una Lacrima Sul Viso Bobby Solo カンツォーネ 1964
ほほにかかる涙 ボビー・ソロ
La plus Belle pour Aller Danser Sylvie Vartan 仏 1963
アイドルを探せ シルヴィ・バルタン
Be My Baby The Ronettes ウォール・オブ・サウンド 1963
ビー・マイ・ベイビー ロネッツ
Sixteen Reasons Connie Stevens 1961
シックスティーン・リーズンズ コニー・スティーヴンス
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シックスティーン・リーズンズ コニー・スティーヴンス
Passion Flower Caterina Valente 伊独 1959
情熱の花 カテリーナ・ヴァレンテ
Green Green Grass Of Home Porter Wagoner カーリー・プットマン・Ｊｒ 1966
思い出のグリーングラス ポーター・ワゴナー
The End Of The World Skeeter Davis 1963
エンド・オブ・ザ・ワールド スキーター・デイヴィス
Save The Last Dance For Me The Drifters 1960
ラストダンスは私に ドリフターズ
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ラストダンスは私に ドリフターズ
The Sound of Silence Paul Simon 1965
サウンド・オブ・サイレンス ポール・サイモン
You Don'tHave To Say You Love Me Dusty Springfield 英　カンツォーネ 1966
この胸のときめきを ダスティ・スプリングフィールド
Summer Wine Nancy Sinatra 1967
サマー・ワイン ナンシー・シナトラ リー・ヘイゼルウッド

A Song For You Leon Russell 1970
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A Song For You Leon Russell 1970
ア・ソング・フォー・ユー レオン・ラッセル
Love Me Tonight Tom Jones カンツォーネ 1969
ラブ・ミー・トゥナイト トム・ジョーンス
Yesterday Once More Carpenters Now and Then 1973
イエスタディ・ワンス・モア　　ほかカーペンターズ

　宮崎真空管アンプ愛好会のホームページ　　レコードコンサート情報をお知らせしています。ご利用ください。　　

http://www13.plala.or.jp/miyazaki-vtc/　　　　　　　　または『宮崎真空管アンプ愛好会』　　　検索　　　　
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http://www13.plala.or.jp/miyazaki-vtc/　　　　　　　　または『宮崎真空管アンプ愛好会』　　　検索　　　　


