
主将挨拶

明治大学マンドリン倶楽部第 96代主将

政治経済学部 4年 茂木 聖親

本 日はお忙 しい中、明治大学マンドリン倶楽部の演奏会にお越 しくださいまして、誠にあ りが

とうございます。

明治大学マンドリン倶楽部は、大正 12年 に昭和を代表する作曲家・古賀政男先生を中心 と

して創設 されました。以来、伝統の「何でも弾いてやろう」のフロンティア精神の下、古賀メ

ロディーはもとより、ポップスやラテン音楽など様々なジャンルに挑戦 し、直向きに音楽 と向

き合い続 け、今年で創部 96年を迎えることが出来ました。 これも会場に足を運び、温かい拍

手とお言葉で応援 して下 さる全国各地の皆さまのおかげと、部員一同深 く感謝 してお ります。

さて、本年は古賀政男先生の没後 40年の節 目の年 とな ります。世の中の移 り変わ りが激 し

い昨今ではあ りますが、時代を経て今なお愛 される古賀先生の楽曲を大切 に、先輩方が積み重

ねてきた伝統を受け継ぎ、さらなる発展を目指 して引き続 き努力 してまい ります。

何分学生の演奏でございますので、時に至 らぬ点 もあるかと存 じますが、皆さまにご満足頂

ける演奏会を目指 し、部員一同精一杯演奏いた します。 どうぞ最後 までごゆっくりお楽 しみ く

ださい。

最後にな りましたが、本 国の演奏会を開催するにあた り、ご尽力下さいました主催者の皆様、

並びに関係者の皆様に、心 より厚 く御礼申し上げます。



明治大学マンドリン倶楽部 2018年公演予定

2月

11日 (日 )東 京都府中市 (指揮 :甲斐靖文)

12日 (月 )～ 18日 (日 )

春合宿 千葉県御宿町 いしい荘

28日 (水)徳 島県海陽町

3月

1日 (木)徳 島県徳島市 (井上善策、井上美紗子)

2日 (金)香 川県高松市

3日 (上)広 島県呉市

6日 (火)徳 島県阿南市

8日 (木)愛 媛県新居浜市

9日 (金)愛 媛県松山市 (大 田裕美)

10日 (土)広 島県福山市

11日 (日 )愛 媛県八幡浜市

14日 (水)宮 崎県宮崎市

15日 (木)鹿 児島県鹿児島市 (渡辺真知子)

17日 (土)熊 本県人吉市

18日 (日 )宮 崎県五ヶ瀬町 (指揮 :甲斐靖文)

22日 (木)宮 崎県延岡市 (秋元順子)

24日 (土)広 島県尾道市

4月

15日 (日 )茨 城県坂東市

21日 (土)静 岡県沼津市 (指揮 :甲斐靖文)

30日 (月 )栃 木県宇都宮市 (五郎部俊朗)

5月

6日 (日 )明 治大学アカデ ミーコモン

12日 (上)福 島県白河市 (角 田和弘 指揮 :甲斐靖文)

13日 (日 )東 京都杉並区

19日 (土)東 京都荒川区

20日 (日 )群 馬県太田市 (山本 リンダ 指揮 :甲斐靖文)

26日 (土)茨 城県土浦市 (今陽子)

27日 (日 )静 岡県富士市

6月

2日 (土)静 岡県浜松市 (太 田裕美)

3日 (日 )神 奈川県秦野市

9日 (土)埼 玉県秩父市(山本 リンダ 指揮 :甲斐靖文)

10日 (日 )東 京都立川市

30日 (上)明 治大学マンドリン倶楽部

第 182回 定期演奏会「燦々と愛の讃歌」

グスト:ジュディ・ォング 指揮:甲斐靖文

日本青年館ホール

7月

7日 (土)千 葉県松戸市 (由紀さお り 指揮 :甲斐靖文)

21日 (上)長 野県飯山市 (指揮 :甲斐靖文)

8月

11日 (土 )～ 17日 (金 )

夏合宿 新潟県南魚沼市六日町 ほてる木の芽坂

新潟県長岡市

新潟県新発田市

和歌山県田辺市 (指揮 :甲斐靖文)

大阪府岸和田市 (指揮 :甲斐靖文)

兵庫県神戸市 (指揮 :甲斐靖文)

愛知県豊橋市 (ト ワエモア)

福島県相馬市

福島県郡山市

新潟県村上市

山形県鶴岡市

岩手県盛岡市

北海道帯広市

北海道函館市

群馬県伊勢崎市 (大田裕美)

神奈川県藤沢市

千葉県東金市

静岡県清水市 (ト ワエモア オ旨揮 :甲斐靖文)

静岡県藤枝市 (指揮 :甲斐靖文)

茨城県常陸大田市

群馬県沼田市

埼玉県春日部市 (大田裕美 指揮 :甲斐靖文)

長野県軽井沢町 (指揮 :甲斐靖文)

神奈川県横浜市 (指揮 :甲斐靖文)

群馬県高崎市 (今陽子)

栃木県小山市 (う ～み)

東京都墨田区

けやき演奏会 古賀政男記念館

ホームカミングデー (指揮 :甲斐靖文)

明治大学アカデ ミーコモン

明治大学マンドリン倶楽部

第 183回 定期演奏会

日本青年館ホール

神奈川県小田原市

千葉県勝浦市

東京都調布市

神奈川県横須賀市 (永井みゆき)

明治大学アカデ ミーコモン(指揮 :甲斐靖文)

埼玉県熊谷市

茨城県水戸市

クリスマスコンサー ト

よみうリホール(有楽町)

18日 (上 )

19日 (日 )

24日 (金 )

25日 (土 )

26日 (日 )

9月

1日 (上 )

3日 (月 )

4日 (火 )

5日 (水 )

6日 (本 )

8日 (土 )

10日 (月 )

13日 (木 )

16日 (日 )

17日 (月 )

22日 (土 )

23日 (日 )

24日 (月 )

29日 (上 )

30日 (日 )

10月

6日 (土 )

7日 (日 )

8日 (月 )

13日 (土 )

14日 (日 )

19日 (金 )

20日 (上 )

28日 (日 )

11月

3日 (土 )

4日 (日 )

10日 (土 )

23日 (金 )

24日 (土 )

25日 (日 )

12月

8日 (上 )

9日 (日 )

22日 (土 )



本日は、ご来場頂きましてありがとうございました。

これからも頑張つてまいりますので、ご声援よろし<お願い申し上げます。

明治大学マンドリン倶楽部一同

明治大学マンドリン倶楽部 ホームページ&ブログ

◆ホームページ 明治大学マンドリン倶楽部

スケジュール、ブログ、写真館など情報盛りだ<さんです。ご意見ご感想

もお待ちしております。

◆丁wttter@mankurakun

◆Facebook 明治大学マンドリン倶楽部

マンドリン倶楽部の活動を速達でお届けします。

定期演奏会等のプレゼント企画も実施しています。お見逃しな<!
フォローお待ちしております。

マンドリン倶楽部 お問い合わせ

◆本日の演奏会に関するご意見 0ご感想をお間かせ<ださい。

「○○クンかつこいい !」 といつたファンレターもお待ちしております !

尚、お手紙には、「○月○日○○演奏会で」とお書き添えいただきますよ

うよろし<お願い致します。

宛先 〒10J-8301
東京都千代田区駿河台 1-1 明治大学マンドリン倶楽部 行


