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シャインスターズコンサート

「もっともっと輝けシャインスターズ」

■地区補助金事業
＜来訪者＞

下仁田放送　取締役社長　十川　貴浩　様

合同会社ソウ　代表　　　横山　和弥　様

ビストロノックス　代表　横山　明伸　様

高崎北ローターアクトクラブ

　　　　　　　会　　長　富岡　美咲　様

　　　　　　　幹　　事　飯塚もも子　様

　　　　　　　会　　計　堤　　清孝　様

　　　　　　　地区幹事　米山　大樹　様

　　　　　　　　　　　　髙橋　　舞　様

　　　　　　　　　　　　髙橋　侑花　様

■平田会長挨拶

　当年度の地区補助金事業であるこのコンサートをこれから始めます。

５年前に横田年度で実施し、当時の横田会長から継続して実施すること

の提案がありました。この補助金事業での継続、各種イベントでなかな

か実行できませんでしたが、５年目の今年度にまた補助金事業として実

行できる運びとなりました。

　多くの皆さんに演奏を聴いていただきたいとの想いから、当初は高崎

芸術劇場スタジオシアターにおいて 400 人を集めて開催する計画でした

が、残念ながら新型コロナウイルスの関係で縮小せざるを得なくなりクラ

ブ例会での演奏会となりました。

　この補助金事業はロータリアンが汗を流すことが条件となっていま

す。当クラブには演奏についても腕に覚えのあるメンバーが大勢いらっ

しゃいますので、私なんかの出る幕ではないと思っていたのですが、

言い出しっぺが何もしないわけにはいかないということで、急遽半年

間の練習を致しました。コンサートの前座としてその成果をご披露さ

せていただきます。

　シャインスターズ主宰の横山代表、シャインスターズの皆さま、ハー

フムーンバンドの皆さま、下仁田放送のおっきりこみぞー こと 十川さ

んには記録映像をお願いしています。補助金事業の申請手続をご指導

いただいた地区財務委員の小林さん、そして、演奏に参加する当クラ

ブのミュージシャンの皆さん、これまで本当にありがとう御座いました。

♪田村そうくんのお母さん♪
今回、北ロータリークラブの方々とジョイントさせて頂きま

した。練習の時は、本番まで日数が無いのに大丈夫かなぁ

～　　 と思っていました。コロナ禍で満足な練習も出来な

かったでしょうに、本番にはきっちりと仕上げてくるとは流

石です　　　　　　　  感動しました。

新しいアンプは音がとても良く素晴らしい演奏が出来ると

思っていましたが、久しぶりにステージに立ちすご～く緊張

しいつもの実力が出せませんでした   　でも､新しい仲間(子

供はそう思っています ) が 出来てとても嬉しそうに

でした。又、機会が有りましたら是非ジョイントさせて下さい。

その時は、アンプの音の良さを実感させられる演奏を頑張

りたいと　　　   　思います。

最後になりましたが、いつも、シャインスターズを応援し続

けて頂き本当に有り難うございます。これからも応援宜しく

お願いします

♪ダウン症の新井もとひさくんのお母さん♪
お世話になりました。北ロータリー会員方々とご一緒に演奏

が出来、良い思い出が１つ増えました。有難うございました。

♪松本さちえちゃんのお母さん^_^♪
ジョイントコンサートありがとうございました　  練習時間も

少なかったのに、娘はすっかり仲間意識を持ってました、緊

張の中で本番をむかえましたが皆さんと一緒だったので嬉し

くて楽しく参加してました　  練習の時から優しくしてくださ

り、これからももっと練習頑張ってまたご一緒できることを

娘ともども楽しみにしています　 アンプ大事に使わせて頂

きます、ありがとうございました。

♪ピアノの撹上あゆみちゃんのお母さん♪
北ロータリーの皆様、今回短期間で難しい楽器に挑戦され

頭の下がる思いです。シャインスターズにも素晴らしいアン

プを贈って下さり感謝致します有難う御座います。

（最後に横山さん）
シャインスターズと練習を始め

て 20 年を過ぎ今振り返ってみ

ると、一冊の本になるくらい、

いろんな事がありました。長

い間応援してくださっている

皆様に感謝の言葉しかありま

せん。頑張ってきて良かった。

そして、大変な世の中になっ

てしまい、どうしようか、どうしたら良いのかの悩みが、と

にかく頑張ろうのエネルギー源になりました^_^

音楽がハンデを乗り越え、人と人を結びつけてくれる最高

のコンサートでした^_^

素晴らしいアンプ、チャリティーパンのチャリティー大切に

使わせていただき、シャインスターズがこれからも続けられ

るよう、頑張ります ^_^

♪ダウン症の橋本たくみくんのお母さん♪
練習の時から一緒に晴れ舞台を目指し頑張った事もあり、

本番では全員の思いがこめられたとてもあたたかいよい演

奏だったと思います‼　その達成感が最後まで続くと良かっ

たのですが後の演奏でこけてしまいました 　久しぶりの演

奏会でメンバー全員(母達も)気合が入っていただけにちょっ

と残念です  　　新しいアンプでの始めての演奏で使い慣れ

ない事もあったので又機会があったら次回は倍返しでいい演

奏ができると思います

知的発達障害者バンド
「シャインスターズ」 の楽器購入代のチャリティー

６個 ￥1,000
いつもより塩バターパンを改良して
バージョンアップしました！！
ぜひご賞味下さい

塩バターパン

　久しぶりの演

 　　新しいアンプでの始めての演奏で使い慣れ
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シャインスターズ

横山康子さんプロフィール

＜コンサートの様子＞

演奏第一部

シャインスターズ、高崎北 RC汗かきプレーヤーのコラボ演奏

　曲目　①星に願いを

　　　　②上を向いて歩こう（全員合奏版）

　　　　③上を向いて歩こう（ソロ版）　

　　　　　尺八：島津

　　　　　アルトサキソフォン：平田、大井田、小出

演奏第二部

シャインスターズ

　曲目　①思い出の渚

　　　　②夕日が泣いている

　　　　③聖者の行進

　　　　④ホワイトクリスマス

　　　　⑤ダイアナ　等など

 31 年前、生演奏のお店「ハーフムーン」を始める。

長男の心筋炎をきっかけに、障害をもつ人たち、

重度障害病棟、老人施設、などで楽器遊び、歌

の伴奏をしつつ、現在に至る。20 年前、高松中

のゆうあいクラスのミュージックレベルから指導

をはじめ、現在はダウン症５人、自閉症３人の８

人でハーフムーンで週１回の練習そして慰問活動

中。大勢の人たちに応援していただいていること

に感謝し、「ありがとう」を合言葉に日々努力し

ています！

♪横山さん♪
本日はシャインスターズならびにハーフムーンバンド、エスペ

ランサがお世話に成り、また美味しい料理もご馳走に成り

まして大変ありがとうございました　 バンド一同に成り代わ

りお礼を申し上げます。第２土曜日はバンドが揃っています

ので、一緒に練習したいですね　 本当にありがとうござい

ました 　お疲れ様でした ^_^ 明日からまたシャインスターズ

と頑張りますので、末永ーく宜しくお願いします

♪シャインスターズバンドリーダーの
　あゆみちゃん本人♪
北ロータリーの皆さんシャインスターズの演奏を聞いて優し

く見守ってくれてありがとうございました。少しだけ間違え

たけど、でも聞いてくれる皆さんに届けられて良かったです。

私達はいつまでも繋がっています。いろんな繋がりがあるか

らどんな時もみんなの力をもらいながら頑張れています。

横山康子先生はメンバーの目線に合わせて優しく時には厳し

くして叱られながら注意してくれる恩師の人です。撹上あゆ

みは横山先生にいつも励まされてきました。いつまでも支え

てくれて応援してくれた先生にはいつも感謝しぱっなしで

す。こんな素晴らしい先生はどこにもいません。メンバーに

はいつも大丈夫、大丈夫って言ってくれる先生が大好きで

す。

♪ダウン症の細山孝明くんのお母さん♪
北ロータリーの皆さんの演奏は素晴らしかったです。とても

感動しました。子供も出来ないながらも、楽しそうにリズム

をとりながら弾いていました。こんな姿がみられて胸が熱く

なってしまいました。いつもシャインスターズを応援してくだ

さりありがとうございます。これからもよろしくお願いしま

す。

♪ビブラホーンの根岸まさひこくんの
　お母さん♪
いつも応援をして下さり本当にありがとうございます。相変

わらずのつたない演奏を聞いて頂き申し訳なく思います。北

ロータリークラブの会員の皆様との演奏は練習の時から和

やかで親しみを感じてしまいました。たくさんの優しいお心

使いを御礼申し上げます。

コンサート後の

シャインスターズの方々からの

コンサート後の

シャインスターズの方々からの

ご挨拶・ご感想

と頑張りますので、末永ーく宜しくお願いします
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６個 ￥1,000
いつもより塩バターパンを改良して
バージョンアップしました！！
ぜひご賞味下さい

塩バターパン

　久しぶりの演

 　　新しいアンプでの始めての演奏で使い慣れ

～　　 

　　　　　　　  

  　でも､新しい仲間(子

　　　   　

　  

　  

　 


