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章山企画関連カレンダー手帳
２０１９年、令和元年１０月１日更新

紅葉のきれいな横浜三渓園の聴秋閣

共に学び共に微笑む。学ぶもの来たれ。峰章山の生涯学習塾

峰章山音楽事務所・詩の館
〒２４０ ００５２ 横浜市保土ヶ谷区西谷町１１２０－３

遅れても ここはレッツゴー 峰章山

☎Ｆ０４５－４５９－６２４３ 携帯 ０９０－９８０５－３４０３
峰章山 〒振替００２５０ー７ー ８１４７６

明日に向かって夢を追うスケジュール、日々新
たなる峰章山の日変わりカレンダー。

※ ◆ 印が、峰章山音楽事務所（山月流主幹）主催の行事です。

令和元年 (２０１９)１０月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５
◆個稽古/ ◆吟・保１ ◆土屋氏 ◆吟・保２ ◆吟・保３/
１０時翠 /1０時① 来所 /1０時① 1０時①
◆吟・蒔田 ◆吟・旭１ ◆歌・木曜 ◆歌の手 ◆童謡/1３時
/1４時① /1８時① 歌謡/１０時① 帖来所 ◆賢治/1６時

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２
※日本詩吟 ◆吟・保４ ◆個稽古/ ◆個稽古/ ※清水 ※九州フ ◆個稽古/
協会コンク /1０時① １０時 １０時 蕗山先 ェスティ １０時
ール神奈川 ◆歌謡吟 ◆吟・蒔田 生祝賀 バル／代 ◆あっと撮
予選/関内詠教室/ /1４時② ◆個稽古/ 会 々木公園影
小ホール １３時 ◆歌代様 １０時 /熊本の

◆花輝様 街・雨にも負けず/峰
＆章山シスターズ

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９
◆個稽古/Ｈ 体育の日 ◆個稽古/ ◆吟・保１ ◆歌・木曜 ◆吟・保２ ◆吟・保３/
１０時 １０時翠 /1０時② 歌謡/１０時② /1０時② 1０時②

●ＧＯＬＤ ◆吟・旭１ ◆詩歌詩作
ＬＵＮＣＨ／Ｍ /1８時② ◆レコー ◆個稽古/ 教室/1３時～1

◆レコー ディング １０時響 ６時
ディング ◆別所小教

え子来所

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６
◆クラウン全 ◆吟・保４ ※カラオケ ◆吟・保１ ◆歌・木曜 ◆吟・保２ ◆吟・保３/
国決選 /1０時② 大会審査 /1０時③ 歌謡/１０時③ /1０時③ 1０時③
※後藤旦早 ＆ゲスト/ ◆吟・旭１
先生大会/ ◆レコー 横須賀は /1８時③ ◆個稽古/ ◆レコーデ
ワークピアディング まゆう会館 1７時富・遠 ◆金曜の宴 ィング
／１０時． /１８時～２２時

２７ ２８ ２９ ３０ ３１
畠山重忠公 ◆吟・保４ ◆吟・蒔田
追慕旭区吟 /1０時③ /1４時③ ◆レコー ◆雀の会
詠芸能際/ ◆歌謡吟 ◆レコーディング 1７時半
主催 詠教室/ ディング

１３時
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令和元年 (２０１９)１１月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
◆吟・保２ ◆吟・保３/
/1０時① 1０時①
◆章山店 ◆童謡/1３時

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
文化の日 振替休日 ◆個レッスン/ ◆ＣＤ吟 ◆歌謡/１０時 ◆吟・保２ ◆吟・保３/

◆吟・保４１０時翠 の風全国 ① /1０時② 1０時②
/1０時① ◆吟・蒔田発売 ◆章山店 ◆詩歌詩作

/1４時① ◆吟・保１ ◆個稽古/ 教室/
/1０時① 1７時富・遠 1３時～1６時
◆吟・旭１
/1８時①

１０ １１ １２ １３ 1４ １５ １６
※保土ヶ谷 ◆吟・保４ ◆個レッスン/ ◆歌・木曜 ◆吟・保２ ◆吟・保３/
合唱祭参加 /1０時② １０時響 歌謡/１０時② /1０時③ 1０時③
／あおばキ ◆歌謡吟 ◆吟・蒔田 ◆章山店 ◆童謡/1３時
ッズと共に詠教室/ /1４時②
①ざしきぼっ１３時 ◆吟・旭１
こ②いちょう /1８時②
の実

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
※大和吟詠 ◆歌謡吟 ◆個レッスン/ ◆吟・保１ ◆歌・木曜※ケント 勤労感謝の日
連盟招待 詠・歌謡１０時翠 /1０時② 歌謡/１０時③ 歌謡吟詠

曲、峰章 ◆吟・蒔田 ◆吟・旭１ ◆雀の会 大会
山新曲披 /1４時③ /1８時③ 1７時半
露宴

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
◆個稽古/Ｈ ◆吟・保４ ◆個レッスン/ ◆吟・保１ ◆個稽古/ ◆相鉄線Ｃ ◆八聖殿顕彰
１０時 /1０時③ １０時 /1０時③ 1７時富・遠 Ｄ発売 会落葉清掃活

◆歌謡吟 ◆章山店 動／１０時

詠教室/ ◆金曜の宴 ◆相鉄線開通
１３時 /１８時～２２時 キャンペーン

あっとほーむ

＊相鉄線開通祝賀、峰章山の相鉄線の歌 キャンペーン
①相鉄線の駅裏で ②好きよ鶴ヶ峰 ③大和引地川 ④素敵な瀬谷にバラの花
⑤希望ヶ丘と夢が丘 ⑥二俣川は別れ駅 ⑦懐かしの南万騎が原 ⑧西谷駅から
出演／峰章山 水野みどり 他

令和元年 (２０１９)１２月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
◆吟赤穂義士 ◆吟・保４ ◆個稽古/ ◆吟・保１ ◆歌・木曜 ◆吟・保２ ◆吟・保３/
祭、忘年会 /1０時① １０時翠 /1０時① 歌謡/１０時① /1０時① 1０時①
予定日 ◆歌謡吟 ◆吟・蒔田 ◆吟・旭１ ◆章山店 ◆童謡/1３時

詠教室/ /1４時① /1８時① ◆個レッスン/ ◆賢治/1６時半
１３時 1７時富・遠客高取様

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
◆日歌連東西 ◆日歌連 ◆泉岳寺
カラオケ大東西カラ墓参・午 ◆章山店 ※七尾工口
阪大会 オケ大阪前9時/京 先生祝賀会

●ＧＯＬＤ 急横浜改
ＬＵＮＣＨ／Ｍ 札口

１５ １６ １７ １８ 1９ ２０ ２１
※七尾工口 ◆個稽古/ ◆個稽古/ ◆吟・保１ ◆歌・木曜 ◆吟・保２ ◆吟・保３/
先生祝賀会 Ｈ１０時 １０時翠 /1０時① 歌謡/１０時② /1０時② 1０時②

※松島演 ◆吟・旭１ ◆個稽古/ ◆章山店 ◆◆個レッスン
芸会ゲス /1８時① 1７時富・遠 １３時紅
ト

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
◆日歌連東西 ◆吟・保４ ◆個レッスン/ ◆歌謡納 ◆章山店 ◆詩歌詩作
カラオケ東 /1０時② １０時響 会/1 7時 教室納会/
京大会 ◆歌謡吟 ③ ◆金曜の宴 1３時～1６時

詠教室/ ◆雀の会 /１８時～２２時
１３時 1７時半

２９ ３０ ３１

◆歌謡吟舞「花乃舞」第２回公演／にぎわい座、新年１月２５日（土）開催。

◆山月流新春の会、新年３月１５日（土）開催。
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峰章山と音楽事務所『詩の館』基本月予定
日 月 火 水 木 金 土

貸切教室 貸切教室

担 当 ス タ 上島 小林 上島 章山
ッフ （山内） （山口） （熊谷） （ ）

吟保④１ 個人レッスン 吟保①１ 歌謡 吟保②１ 吟保③１

第 予約制詩歌謡吟 詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ 童謡合唱団/
１ 館昼カラ詠②教 ラオケ ラオケ ラオケ ラオケ 横浜宮沢

週 オケ 室１３時 賢治の会

吟旭１

個人レッスン 個人レッスン 個人レッスン 歌謡 吟保②２ 吟保③２

第 予約制詩 ＧＯＬＤ 詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩歌詩作
２ 館昼カラ ＬＵＮＣＨ／Ｍ ラオケ ラオケ ラオケ ラオケ 教室
週 オケ

吟・瀬２ 吟旭２

吟保④２ 個人レッスン 吟保①２ 吟保②３ 吟保③３

第 予約制詩 詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ童謡合唱
３ 館昼カラ ラオケ ラオケ ラオケ ラオケ 団
週 オケケ

吟旭３

吟保③３ 個人レッス 吟保①３ 歌謡

第 予約制詩歌謡吟 詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ童謡合唱
４ 館昼カラ詠①教 ラオケ ラオケ ラオケ ラオケ 団
週 オケ 室１３時 Ｐ音楽

金曜の宴

第 詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ詩館昼カ
５ ラオケ ラオケ ラオケ ラオケ ラオケ
週

【峰章山音楽事務所主催行事・峰ゲスト行事】
成令和元年７月１日現在

歌１月３日（火） 春の歌祭新年会１８時～ 【担当／熊谷】

吟１月４日（水） 章山吟友新年会１５時～ 【担当／熊谷】

吟１月６日（日）山月流免状授与式
・新年参拝/保土ヶ谷神明社 １１時
・免状授与式/岩間市民プラザ １２時

・新年賀詞交換会/龍海閣 １３時
【担当／山戸・藤縄】

吟１月１２日（土）日詩協新春吟詠の集い/深川江戸資料館
【担当／小林・野口】

吟１月１９日（土）日章山企画歌謡吟舞『花乃舞』公演

【担当／熊谷・上島・小林・野口】

吟２月３日（日）日詩協選手権大会 首都東決戦審査

吟２月１１日（祝）日詩協選手権大会 首都東決戦審査

吟３月９日（土）山月流吟詠会初吟会Ｈ横浜ガーデン

【担当 山戸・藤縄 \上島・小川】

吟３月３０日（土）吟詠サミットショー、『山と月の国国主』
【担当・熊谷 \藤縄】

吟と歌４月１２日（金）大震災慰霊祭／両国回向院

歌４月３０日（月休）『さよなら平成』春の歌祭り
(カラオケ)テアトルフォンテ 【担当・水野 \上島】

吟歌５月１８日（土）ケント歌謡吟詠コンクール審査

歌ヨッシー＆ちえＣＤ発売披露宴13時～16時/H横浜ガーデン

吟５月２８日（火）吟詠肥後の会創立２０周年記念大会
【担当・飛田・佐藤鏡月・野口】

歌６月６日（木）宮澤家訪問花巻台温泉イーハトーヴオ・ミニコン
サート 【担当 熊谷・藤縄】

- 4 -

歌６月６日（木）宮澤家訪問花巻台温泉イーハトーヴオ・ミニコン
サート 【担当 熊谷・藤縄】

吟６月７日（金）花巻旅行、平泉義経堂・金色堂参詣ほか

吟６月２４日（月）山月流吟詠会温習会/サンハート音楽ホール
１０時開演 【担当 熊谷・藤縄・鈴木静月】

吟と歌８月１０日（土）峰章山を歌う会（新作歌謡吟詠披露）

歌８月２５日（日）あおばキッズコンサート/そよ風出演
／あざみ野アートフォーラム

吟８月３０日（金） クラウンジョイントリサイタル

【担当 山口・野口】

吟９月１４日（土）第１回八聖殿顕彰吟詠大会・秋の月屋形船の会

【担当 三田・野口】

吟１０月６日（日）日本詩吟協会神奈川地区コンクール
【担当 熊谷・藤縄・鈴木静月】

吟１０月２７日（日）第１３回重忠公追慕旭区吟詠芸能祭

【担当 山戸響月 (\)小川苑月】

吟１１月 日（ ）大和市詩吟連盟大会

歌１１月１０日（日）保土ヶ谷区民合唱祭峰章山合唱団出演
＊イーハトーヴの夢つづりより、ー青葉キッズと共にー
「ざしきぼっこ」峰章山作詞作曲 指揮／峰章山 ピアノ／岡野靖子
「いちょうの実』峰章山作詞作曲 指揮／矢野秀子 ピアノ／岡野靖子

【担当 熊谷・鈴木八栄子・小川】

歌１２月８日（日）日本歌謡連盟東西カラオケ・大阪大会

歌１２月１５日（日）日本歌謡連盟東西カラオケ・東京大会

吟１２月１１日（水）泉岳寺参詣 【担当 北村・藤縄】

吟１２月１３日（金）吉良家菩提寺華蔵寺法要／愛知県西尾市
【担当 大越・飛田】

吟１２月２９日（日）山月流赤穂義士讃詠吟詠祭／詩の館
【担当 静野箏月・山戸響月】


