
第30回
Zoom de わははの会

2021年8月10日（第2火曜日）

10.00AM－12.00PM



今日のプログラム

10:00 – 10:20 おしゃべりと近況報告
10:20 – 10:30 田中弘美さんからご挨拶
10:30 – 10:45 ストレッチ
10:45 – 10:50 8月のお誕生日、おめでとうございます
10:50 – 10:55 今月の歌（1曲）
10:55 – 11:30 ちょっと為になる音楽（こけしデュオによる連弾）
11:30 – 12:00 お知らせいろいろ



教えて、みちさん

ストレッチ



８月のお誕生日、おめでとうございます。
♪Happy Birthday to you ♪Happy Birthday to you 
♪Happy Birthday

DEAR 直美さん、晶子さん
典子さん、(N)由希子さん、（S)みゆきさん、
麻由美さん、正敏さん
♪Happy Birthday to YOU！



今月の歌
（ピアノ演奏は こけしデュオの
雅子さんと由希子さん）

夏の思い出



夏の思い出
１） 夏がくれば 思い出す

はるかな尾瀬(おぜ) 遠い空
霧のなかに うかびくる
やさしい影 野の小径(こみち)

水芭蕉(みずばしょう)の花が 咲いている
夢見て咲いている水のほとり
石楠花(しゃくなげ)色に たそがれる
はるかな尾瀬 遠い空



夏の思い出
２） 夏がくれば 思い出す

はるかな尾瀬 野の旅よ
花のなかに そよそよと
ゆれゆれる 浮き島よ

水芭蕉の花が 匂っている
夢みて匂っている水のほとり
まなこつぶれば なつかしい
はるかな尾瀬 遠い空



8月

ちょっと為になる音楽
こけしデュオによる PIANOの連弾
お二人は、わははの会のお誕生日のお祝いと今月の歌を
私たちのために弾いてくださるためだけに、毎月、ゴールドコーストから
いらっしゃって下さっています。本当にありがとうございます。

お召しになっている美しいドレスは、お二人で今日の発表会のために手作りされたものです。
画像もお楽しみください。



こけしデュオ プロフィール
中川 由紀子さん
石川県出身
Melba Memorial Conservatorium of Music (Victoria University) 卒業
ゴールドコースト在住
職業：ピアノ講師
趣味：ガーデニング、グルメ、テニス
好きな作曲家：ベートーヴェン、J.S.バッハ、ラフマニノフ

富永 雅子さん
大阪府出身
大阪音楽大学 卒業
ゴールドコースト在住
趣味：ガーデニング、カフェ巡り、ウォーキング
好きな作曲家：J.Sバッハ、モーツァルト



こけしデュエット in オーストラリア
＜本日のプログラム＞

1. 「花」 主題と変奏 滝 廉太郎 青島 広志 編曲
2. 「ふるさと」の変奏曲～バッハ風舞曲にのせて 岡野 貞一 大宝 博 編曲
3. ネコふんじゃった 作曲者不明 宮本 良樹 編曲
4. 私のお気に入り～サウンドオブミュージックより Richard Rodgers 
5. ドレミの歌～サウンドオブミュージックより Richard Rodgers 
6. エーデルワイス～サウンドオブミュージックより Richard Rodgers
7. チョップスティックス 作曲者不明



1. 「花」 主題と変奏

滝 廉太郎 青島 広志 編曲



2. 「ふるさと」の変奏曲～バッハ風舞曲にのせて
岡野 貞一 大宝 博 編曲



3. ネコふんじゃった

作曲者不明
宮本 良樹 編曲



4. 私のお気に入り～サウンドオブミュージックより
Richard Rodgers 



5. ドレミの歌～サウンドオブミュージックより
Richard Rodgers 



6. エーデルワイス～サウンドオブミュージックより
Richard Rodgers



7. チョップスティックス

作曲者不明



お知らせ（1）第2回目ワークショップ
8月22日（日曜日）お申込みをお忘れなく！



お知らせ（1）第3回目ワークショップ
9月5日（日曜日）お申込みをお忘れなく！



では、さっそく申し込んでみましょう！

方法は二つです。
１）下記のアドレスにアクセスするか、
www.wahahabrisbane.com.au/event2021
２）お手元の携帯のカメラをQRコードに近づけてください。

http://www.wahahabrisbane.com.au/event2021


お願い
ITに強いボランティア募集

日本政府による支援事業が8月8日から開催中。

当日は対面だけでなく、「ZOOM」でも発信しますから毎回、
アシスタントが必要です。



お知らせ (2) 趣味の会

毎月第4火曜日の「趣味の会」は
カップ生け花、クラフト、
日本語・日本文化講座
10時から参加される方は、
挙手をお願いします。



お知らせ (3) 
わははブリスベンのインスタグラム

日本政府による邦人団体支援の
イベントを開催するにあたり、
インスタグラムのアドレスをお知らせします。

Wahaha_Brisbane



お知らせ (4) 
わははブリスベンのFacebook

日本政府による邦人団体支援の
イベントを開催するにあたり、
Facebookのアドレスをお知らせします。

Wahaha Brisbane



お知らせ（5）
「祭りブリスベン」が
中止になりました。



今日もご参加いただき、ありがとうございました。

次回のわははの会は
9月14日（火曜日）10時 スタート

皆さんの元気な笑顔に会えますこと、
楽しみにしています。

ボランティア一同
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