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CT:TJSH-40453

¥1,143+ 税

【収録曲】
M-1:「蒲田風情」

作詞：合島近
作曲：原まもる
編曲：丸山雅仁

M-2:「祭り列島ひとり旅」
作詞：木下龍太郎
作曲：水森英夫
編曲：丸山雅仁
M-3: 「蒲田風情」

（オリジナルカラオケ）
M-4: 「祭り列島ひとり旅」
( オリジナルカラオケ）

西川ひとみの新曲
「蒲田風情」のＰＶを
ＹｏｕＴｕｂｅ内の
ユーユーテレビにて

ご覧頂けます。

New Single
「蒲田風情」

Vol.09
2015 AUG

西川
ひとみ

〒176-0001 東京都練馬区練馬1-18-2 電話 03-5912-2600 FAX 03-5912-2601発行元：

ユーユーテレビ
https://www.youtube.com/channel/

UCxK3zA2jcjyQGjmW3cJ9Mhg



　肩書きは演歌歌手、ということになるのだろう。でも、まつざき幸介さん
からは「演歌」の渋みよりも、   「歌謡曲」の華やぎのほうが匂ってくる。

　ロック少年だったのが、スナックで働きはじめて流行歌に目覚め、建築士
の仕事を経て歌に戻ってくる、という経歴がそうさせるのだろうか。

　デビューしたのがいまから８年前。それからずーっとひとりでＣＤと衣装
の入ったカートを引いて、いろんな場所で歌ってきて、名の知れた演歌歌手
をしのぐぐらいの数のＣＤを手売りでさばいて、歌でちゃんと生計を立てて。
　それほどの苦労を重ねながら、これほど「苦節」という言葉の似合わない
ひとも、苦労を外に見せないひともいない。

　歌手は芸能者だ。「カラオケの模範歌唱者」じゃない。
　世の中の演歌や歌謡曲が「カラオケで歌いやすい歌」ばかりになっていく
なかで、   「聴かせる歌」の良さを愚直に追い続ける、歌い手の矜持。そのま
っすぐな姿勢が、媚びない男の色気を醸しだす。やっぱり、スタイルがなけ
ればプロじゃないのだから。
　
                                       　　　　　　　（文・都築響一（編集者））

まつざき
幸介Kousuke

Matsuzaki
●お問い合わせ：
まつざき幸介事務局
〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西 2－10－28－101
電話：070-6444-7345 FAX：045-330-4255

お買得価格で提供中

他にはない華麗で上質な衣装
を常時300着取り揃えており
ます。一点もの多数の為、品切
れ必至です。
ご注文は、お早めにどうぞ！

◎ジャケット 20,000円～
◎ドレス 10,000円～（税別）

小花柄ジャケット
限定無料サービス

★今がチャンスです！

お腹周りや袖丈のサイズで
お困りの方、あなたのサイ
ズでお届けします。
お腹だけＬサイズ、腕が短
い又は、長い方にオススメ
です。

ステージ衣装満載のカタログを無料でお送りいたします！

皆様のステージ衣装を着用した
写真をお送りください。

当店発刊の『Ｙｏｕ遊通信』
に無料でご掲載いたします。

〒176-0001 東京都練馬区練馬 1-18-2
営業時間：11:00～19:00 定休日：日曜日
　  http://you-u.biz　　 info@you-u.bizHP

TEL 03-5912-2600 FAX 03-5912-2601TEL 03-5912-2600 FAX 03-5912-2601
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サニーたけし
「想い出酒場」
CD:YZME-15080
¥1,234（税込）
【収録曲】
M-1：想い出酒場
M-2：女花

サニーたけし

塩沢企画
東京都三鷹市上連雀8-6-4
TEL：0422-43-4059

　カラオケで披露したら盛り上がる事間違いなしのカラオ
ケファン待望の一曲。一度は挑戦したくなる様な歌です。
　本人は「必ず “てっぺん” 取ります」と意気満々です！

Sunny

Takeshi

　昨年１０月１日に「女の
願い酒」　「男なんて」を発
売。通信カラオケにも配信
されていて、皆さんに歌い
やすく、覚えやすいと評判
で、沢山の方に歌って頂い
ています。
　また昨年の８月よりテレ
ビ埼玉の番組「アンジェリ
カとよかにせどんの旅物語」
のコーナー「よいしょ　こ
らしょ　どっこいしょ」の
レギュラーとなりました。
　今年は、コーナー名の主
題歌が３月２１日に発売さ
れ、とても楽しい歌で聴い
てる方も一緒にウキウキす
ると思います。
よろしくお願い致します。

みずき小夜子 Mizuki

Sayoko

出身地：東京
生年月日：４月１３日
血液型：Ａ型
趣味：ゴルフ
好きな言葉：努力・一生懸命

　東京都三鷹市で果樹栽培
キウイフルーツと葡萄を作
っています。
　２０１５年３月４日、作
曲家・花岡優平氏が手がけ
た「想い出酒場」でＣＤデ
ビュー。
　全編ハイトーンボイスで
展開される、スピード感溢
れる昔懐かしい歌謡曲。

株式会社エンジェル
神奈川県鎌倉市津 1052-7
ＴＥＬ：0467-32-0077
yokanisedon@abelia.ocn.ne.jp

よかにせどん・
　　　　　蘭ちゃん・浩輔
「青春 よいしょ こらしょ
　　　　　　どっこいしょ」
CD:NB-150321
¥1,500（税込）
【収録曲】
M-1：青春 よいしょ
　　こらしょ どっこいしょ
M-2：紫陽花

三田翔也
「小樽恋港」
c/w「おんなの気持」
¥1,200（税込）
新曲
三田翔也＆霧島かおり
「エンジェルナイト横浜」
c/w「逢いたい」
¥1,200（税込）

っています。まだまだ足りない事ばかりと反省しながらの
毎日ではありますが、一歩一歩前進できたらなぁと思って
います。たくさんのお客様に好かれる様な人間づくりから
始めたいと思います。皆様、よろしくお願いいたします。

　僕がＹｏｕ遊モデルさん
と知り合ったのは、１４～
１５年位前になります。店
内に商品がものすごく多く
並べてあって、その中から
インスピレーションで見つ
けた物を着てみました。
　その時、着やすさ、動き
やすさ、見栄え、形等すべ
て良く感じて、今でも着て
います。そして、値段の手
頃さもいいですね。感謝で
すね。
　僕も今年歌手生活２０年
目になりますが、夢であり
ます紅白出場に向けて頑張

三田 翔也

エスプロレコーズ（株）
東京都港区南青山
　　　　　2-2-15-333
TEL：03-5771-5181

Mita

Shouya

山本裕　本名山本裕行
１月９日横浜市東神奈川妙
善寺生れ。マヒナスターズ
で唄ってました。石原裕次
郎さんが好きで、ムード歌
謡を３０年程歌っています。
７年前にソロデビューし、
ＣＤを出しました。横浜生
れなので、横浜の街をテー
マにした歌を歌っています。

山本ヒロミ　本名山本弘美
１月２０日群馬県桐生市生
れ。若い時はポピュラーソ
ングばかり歌っていました。
誘惑の秘密でデュエットソ

山本裕＆ヒロミ Yamamoto

Yuu&Hiromi

ング、昨年ＣＤを作りました。リズミカルな歌ですので、
応援して下さい。近々、配信も予定しています。

山本裕音楽事務所
神奈川県横浜市神奈川区
　　西神奈川 3-4-1-303
ＴＥＬ：045-516-4750

山本裕＆ヒロミ
「誘惑の秘密」
CD:HOCD-4343
¥1,200（税込）
【収録曲】
M-1：誘惑の秘密
M-2：ブルースの想い



松山 陽子 Matsuyama

Yoko

三国けん
「あああああ」
CD:0000000000
¥1,234（税込）
【収録曲】
M-1：あああああ
M-2：あああああ
ＯＫＡ音楽事務所
埼玉県久喜市八甫 2-275
TEL：0480-58-2520

環境も父、母が作詞作曲家又祖父が民謡家と音楽一家に恵
まれて育ちました。本人はまだまだと控えめ基礎からと一
日平均３時間の勉強中ですと若手らしい答え。

　私はＹｏｕ遊モデルさん
にお世話になり舞台衣装を
使用させて戴いていますが、
舞台が終わると必ずスタッ
フと反省会をします。
　必ず衣装の事が話に出ま
すが、  Ｙｏｕ遊モデルさん
が一番ですね、これからも
宜しくお願い致します。
　三国けんは、若手大型新
人として群馬県を中心に活
躍。近頃では関東を中心に
活躍。行く先々で確実にフ
ァンが多く、低、高音の幅
の広さ、独特の裏声が大型
新人の呼び名の由来。家庭

三国 けん Mikuni

Ken

　長年ダンスの競技選手と
して大会に出場！
　ダンス曲「幻のタンゴ」
頑張っています。
※２０１４年７月１６日
徳間ジャパン・コミュニケ
ーションズより発売。

出身地：北海道苫小牧市
誕生日：昭和 23 年 5 月 9 日
血液型：Ｏ型
趣味：ダンス、日舞、料理

オフィス松山
北海道苫小牧市桜木町1-12-7
TEL：090-1521-8128
E -ma i l：yoko509m@gmail .com

松山陽子
「幻のタンゴ」
CD:CDP-912
¥1,200（税込）
【収録曲】
M-1：幻のタンゴ
M-2：俺はおまえを離さない

自分の曲で踊ってみたい！
　　　　　　　　　  66歳でデビュー！

岡ゆうじ
「函館夜景」
CD:PISC-1207
¥1,234（税込）
【収録曲】
M-1：函館夜景
M-2：一つ空の下

岡 ゆうじ

ＯＫＡ音楽事務所
埼玉県久喜市八甫 2-275
TEL：0480-58-2520

　お客様と同じ目線で、仲良く、楽しくをモットーに又少
しでも社会貢献ができればと頑張っています。
　函館夜景、一つ空の下、男の償い、横浜の夜、等多数。

Oka

Yuji

　Ｙｏｕ遊モデルさんの衣
装の多さにはビックリです。
　歌手として多くを愛用し
ていますが、ステージだけ
でなく、客席まで居りた時、
動き良さが一番ですね。
　歌も一段と力が入ります。
　Ｙｏｕ遊モデルの堀田社
長とはカラオケ発表会等で
ご一緒しますが、人柄が素
晴らしいですね。
　岡ゆうじも昭和の往年ス
ターとしてテレビ又各地の
カラオケ発表会等、昨年の
倍増の忙しさですが、関東
を中心に飛び回っています。

本　名：松下祐子
誕生日：1 月 13 日 山羊座
血液型：Ｏ型
身　長：157cm
出身地：埼玉県川口市
好きな物：うどん、すし、
　　　　　　しゃぶしゃぶ
学　歴：東京家政大学
平成１４年から多くのカラ
オケ大会にて優勝を受賞。
平成２１年７月３１日パイ
ンズカラオケ大会会主とな
る。平成２２年１月～ハイ
テクサービスのＣＭガール、
歌の手帖、カラオケファン
など音楽誌や全国の新聞に

松下 祐子 Matsushita

Yuko

掲載される。平成２４年７月～ロス・インディオス棚橋静
雄さんとデュエット曲で全国放送「歌謡最前線」に出演。

パインズ会
埼玉県川口市西川口 1-25-3
ＴＥＬ：048-256-2360
E -ma i l：yuu2525@softbank.ne.jp

松下祐子
「鉄輪（かんなわ）の宿」
CD:CDP-912
¥1,200（税込）
【収録曲】
M-1：鉄輪（かんなわ）の宿
M-2：建前祝い唄



天才と言われた夫、櫻庭伸幸が残した宝

Kei Kei

アクセスエンタテイメント
東京都渋谷区
　　　　神泉町 10-2-5F
TEL：03-3464-2464

出身地：広島
趣味：食べ歩き、旅行

　２００７年〔Smile of 
Love〕で念願のデビュー。
　１５歳から卓球を始め、
学生、実業団を経て 1996
年世界卓球連盟国際審判資
格取得し、世界中を駆け回
って、卓球、お唄と二足の
草鞋で日夜励んでいます。
　皆様のご声援よろしくお
願いいたします。

渡部 美紀 Watanabe
Miki

アクセスエンタテイメント
東京都渋谷区
　　　　神泉町 10-2-5F
TEL：03-3464-2464

　Ｙｏｕ遊モデルさんの素
敵な衣装を着させて頂き、
改めて歌わせて頂ける幸せ
を感じました。
　昨年新曲「夕すげの花」
を出させて頂いて、今一生
懸命頑張っております。
　少しでも多くの皆さんに
覚えて頂ける様にこれから
も頑張って歌っていきます。
　どうぞよろしくお願いい
たします。

　　　　　　　　　　　　　　　主人が亡くなって１年が経とうとしている。昨年９月１５日 .. 最愛の息子２人に心臓マッサー
　　　　　　　　　　　　　　ジを受けながら息絶えた。死因は長年の喫煙で出来てしまった腫瘍で日常的に衰えた肺の機能に
　　　　　　　　　　　　　　加えて、肺気胸の発作で呼吸困難になったためだった。夫は福岡県八女市に７人姉妹の中で男１
　　　　　　　　　　　　　　人。やっと出来た男の子…大事に大事に育てられてきた。繊細で女性の気持ちが良く分かる反面
　　　　　　　　　　　　　　九州人の男気丈もあり亭主関白を絵に描いたような人でした。

　　　　　　　　　　　　　　　亡くなった年の暮れ２０１４年第５６回日本レコード大賞特別功労賞を頂き、表彰式では審査
　　　　　　　　　　　　　　員の弦哲也さんから立派な楯を頂いた。天城越えをはじめ弦哲也さんの作品は数知れず…表彰上
　　　　　　　　　　　　　　で握手を交わした弦さんの目はかすかに潤んでいたように見えた。葬儀の時も最前列に座り最後
　　　　　　　　　　　　　　の別れに涙を流しておられた。

　　　　　　　　　　　　　　　天城越えはイチローがバッターボックスに立つと流れるテーマソングにもなり、海外でも高く
　　　　　　　　　　　　　　評価されている。まさに日本の歌謡史に残る名曲である。 琵琶、鼓などに合わせエレキギターを
　　　　　　　　　　　　　　使った当時ではおそらく初めてであろう編曲の工夫は日本人の情念を呼び覚ましたまさしく（櫻
　　　　　　　　　　　　　　庭ワールド）だった。夫はいざ編曲の仕事に入ると決して譜面など見なかった。歌詞を何度も読
　　　　　　　　　　　　　　み返し公園の散歩や大好きなパチンコに行く時も歌詞だけはポケットに入れてあった。歌詞の様
子で風の吹く様子、枯葉の落ちる様子、波のうねり、愛の戯れなども楽器の音で表現するからなのです。一度ひらめくと机に座
り１０時間、時には１５時間も左手にタバコ右手に鉛筆をもちながら、険しい顔で絞り出すように仕事をしていました。子供達
が隣で泣こうが騒ごうが一度ひらめいたら一心不乱だった。編曲は楽器など使うことなく全て頭の中だけで行う事ができた。そ
の編曲の多さは数知れないが、やはりこれぞ櫻庭ワールドと言えるのは天城越え、夢芝居、三年
目の浮気、望郷じょんがら、千年の古都、小樽運河だろうか…

　生前夫は年の離れた私にこんな事を言っていた。僕の万が一の時はあの箱の中に作曲した曲が
あるからそれを歌ってもらってと…思い出して開けてみたらビックリ。どれもこれも良い曲ばか
りだった。日付はだいぶ古いもので若い頃から作曲家で成功したかったであろう志が伝わってき
た。私は櫻庭に嫁いだ理由の一つが見つかった様な気持ちだった。私が生きている間、この名曲
を世に出す事こそが私の生きる道なのではないか…

　　　　　　　　　　　　　　　私は今年 3 人の新人歌手をプロデュースしてこの宝の箱に入っ
　　　　　　　　　　　　　　ていた名曲を世に出す事ができた。高校三年の長男からは作曲学
　　　　　　　　　　　　　　科の充実した大学に行きたいと打ち明けられた。次男はパソコン
　　　　　　　　　　　　　　を使った仕事に就きたいと自ら選んだ高校に進学した。天才と言
　　　　　　　　　　　　　　われた夫が残した宝物は名曲と 2 人の息子達である。

　　　　　　　　　　　　　　　嫁いできた若い頃、結婚式も指輪など何一つ無かったが沖縄か
　　　　　　　　　　　　　　ら九州…北海道まで桜前線とともに北上する長旅をした。センチ
　　　　　　　　　　　　　　メンタルでシャイで偉ぶらない、自分を誇らない人でした。

　　　　　　　　　　　　　　　編曲は常に斬新で派手なものを求められてきま
　　　　　　　　　　　　　　したが、私に残した名曲美しい日本をはじめ数
　　　　　　　　　　　　　　曲は優しさと暖かさに満ち溢れた美しいメロデ
　　　　　　　　　　　　　　ィーでした。この歌に支えられ今日も私は笑顔
　　　　　　　　　　　　　　で生きていられるのです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜文：和 由貴子＞



岡 ひろし Oka
Hiroshi

岡ひろし
東京都練馬区桜台 1-9-1
　　　　　たまやビル 2F
TEL：080-4345-7436

　福島県出身。
　２０１０年５月にキング
レコードよりデビュー。
　唄うジャンルは、主にム
ード歌謡。
　練馬区を中心に歌手活動
をしています。
　第４回Ｙｏｕ遊モデル歌
謡祭に初出演。

小濱 啓二 Obama
Keiji

オフィス・モデラート
茨城県結城市結城 9852-2
TEL：0296-32-4418

小川 義夫 Ogawa
Yoshio

小川義夫
東京都練馬区旭町 2-31-1
TEL：090-4600-6161

昭和二桁ガンバルマン
　結婚５０年、夫婦で助け
合って来た金婚を記念して
作った歌です。
男の年輪
　人生７０有余年、高度成
長期を支えてきた男達への
応援歌です。
　二曲とも宮川つとむ先生
作曲の歌謡曲です。全国配
信中！
　今を遡る事半世紀、民謡
佐藤美恵子
師匠に師事
し歌い始め
全ての人々
に感謝して
歌っており
ます。

　作家、クラシックギター
講師として数多くの人を世
に送り出す。
　最近は、自らステージに
立ち、自作の曲を唄ってま
す。
　Ｙｏｕ遊モデルさんのジ
ャケット、アクセサリーが
気に入り、重宝してます。

♪日本音楽著作権協会会員
♪オリエントレコード㈱
　専属作家
♪東日本ク
ラシックギ
ター愛好連
合会理事長

寿 太郎 Hisa
Taro

寿 太郎音楽事務所
埼玉県朝霞市
　　　　宮戸 2-15-46
TEL：048-475-0588

【御同輩】皆様に
　　　　歌って頂けたら最高です！

　東京都練馬区出身。
　皆様に楽しんで、喜んで、
感動貰える歌手を目指しま
す。
　ステージ衣装は、オリジ
ナルでＹｏｕ遊モデルの堀
田社長さんが、心を込めて
デザインして頂きました衣
装で、ステージで輝いてい
ます。
「心の演歌」
テレビ埼玉
チバテレビ
栃木テレビ
に出演して
います。

人生経験の豊富さを活かし
人の心の喜び悲しみを唄い上げます

　栃木県佐野市出身。
　２０１３年オリエントレ
コードから「水鏡」「枯葉の
ように」でＣＤデビュー。
　ＤＡＭ、ＪＯＹ、ＵＧＡ配
信中。
　曲の素晴らしさと本人の
努力が実り只今人気上昇中。

♪水鏡　♪枯れ葉のように
♪異国の恋
♪佐野雨情
♪湯西川
　　恋讃歌
作詞・作曲
　小濱啓二

作詞、作曲家、
　　　ギタリスト

盛永 孝則 Morinaga
Takanori

盛永孝則音楽事務所
北海道石狩市花川南
　　10 条 3 丁目 81 番 8
TEL：0133-72-2424

　私の夢は６０歳で記念に
ＣＤを出す事でしたが、偶
然アレンジャーの伊戸のり
お先生と日本クラウンの制
作部長さんと会う事があり、
それをキッカケにＣＤデビ
ューする事になりました。
　来年１０年になり、新曲
をリリースする予定です。
　又、平島賢治氏（帯広）、
池政昇氏（北見）等の特に
親しい歌手の皆さんと一緒
に、北海道
で活躍して
おります。

佐野 夕子 Sano
Yuuko

佐野夕子音楽事務所
茨城県結城市結城 9852-2
TEL：080-2211-6373

喜寿を迎え
　歌手デビュー！
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オフィス水紀
埼玉県狭山市東三ツ木 249
TEL：042-941-2503

　2015 年 2 月 25 日日本ク
ラウンよりデビュー。
　両Ａ面として「恋のみれん
酒」（失恋ソング）、「福寿草」
（幸福ソング）で全国キャンペ
ーン頑張ります。
　覚えやすい曲なので、カラ
オケで皆さん歌って下さい。
　福寿草の歌に合わせて、福
寿草色の黄色のドレスをＹｏ
ｕ遊モデルで選びました .
　皆さん、応援よろしくお願
い致します。

水紀 美春
Mizuki Miharu

東京都出身　1・31 生れ
趣味：
旅行、パワースポット巡り

埼
玉
県
新
座
市　
大
森 

美
佐
子　
さ
ん

　久方ぶりの歌の発表で、ロン
グドレスが必要…という事にな
り貴店を利用させて頂きました。
　大きいサイズで、ピアノ演奏
と抱き合わせだから袖が動き易
く、肩が無いので落ちやすい…
等々、細かい点までフォローし
て頂き、おかげ様で目的に沿っ
たドレスをゲットできました。
　当日の会場でも「そのドレス、
すごい素敵！」と直接お声をか
けて下さる方がいました。
ありがとうございました。



西武池袋線　豊島園駅駅前
〒176-001
練馬区練馬 4-15-15 篠田ビル２Ｆ

ステージアップ
カラオケ＆ライブ 歌の教室

電 話：03-3557-5771
FAX：03-3999-6273

電話：03-3843-3521

■営業時間
　昼：13:00～17:30
　夜：19:00～24:00

■定休日
　毎月第一月曜
　火・水曜は歌の教室
　（一般営業はお休み）

　Ｙｏｕ遊モデルのある練馬駅のお隣、豊島園駅にあるカラ
オケ＆ライブ　ステージアップの橘　章裕と申します。
　Ｊ：ＣＯＭ ＴＶの「カラオケ地域のど自慢」という番組で
ご覧頂いた方もいらっしゃるかと思います。
　今年で開店９年になります。開店当初はスナックと間違え
て来店される方もいましたが、現在は歌が好きでたまらない
という方々の憩いの場になっています。
　一部では「ステージアップは歌が上手い人しか行っちゃい
けないのよ」なんて噂があるようですが、決してそんなこと
はございません。とにかく歌がお好きな方ならどなたでも大
歓迎！！楽しんで歌って頂きたいと思います。
　最近よく歌われている曲について想うこと、昔は有名な大
物歌手の新曲が出ると、皆必ず歌ったものですが、近頃は歌
手の知名度に関係なくあまり有名でない歌手（失礼）の曲で
も良い歌なら歌う！！という時代になってきたようです。
　良い作品は、カラオケ店で誰かが歌うと「それ誰の歌？
何ていう曲？」という形式で広がっているようです。
　新人の歌手や作詞作曲家の方々にもよりヒットの可能性が
大きくなっているのではないでしょうか。

　ステージアップのマスター橘さんは、カラオケ発表会や
大会等の司会をしたり、歌を教えたり、又お店で歌手の方
を呼んでイベントをしたり、とにかく前向きな方です。
　Ｊ：ＣＯＭ ＴＶの「カラオケ地域のど自慢」（出演者募集
中）をお店で開催し、練馬の歌好きを応援しています。
　一度、お店をのぞいてみたら !?（Ｙｏｕ遊モデル 堀田）

　皆様もぜひ、少しだけお
しゃれしてお出かけ頂きた
いと思います。
　そして他人様の前で歌う
ことに多少慣れたら、思い
切って大会や発表会に出場
されることをぜひお勧めし
ます。
　きっと人生変わるかも !?

〒111-0032
東京都台東区浅草 1-3-6( 雷門から８軒目 )

営業時間　10:30～19:00
音のヨーロー堂

　はじめまして！浅草にあります演歌歌謡曲応援ＣＤショップ
『音のヨーロー堂』店主の松永好司と申します。
　２階には演歌歌謡曲専門のキャンペーンスペースがあるので
す。島倉千代子さんを始め氷川きよしくん、山内惠介くんなど
の人気スターからデビュー間もない新人さんまでたくさんの歌
手の方々に登場いただきました。
　今日は工藤あやのちゃんと津吹みゆちゃんのふたり会『東北
っ娘スマイルキャンペーン』普段から仲の良い２人だからこそ
実現したメーカーを超えたスペシャル企画です。
　まだデビューして間もない 2 人ですが抜群の歌唱力、そして
堂々としたパフォーマンス。底抜けに明るいステージににお客
様も満面の笑顔です。
　お互いのオリジナル曲を歌い終え、ラストはこの企画ならで
はのコラボレーション、キャンディーズの『もうすぐ春ですね』
を２人でカヴァー。
　息ピッタリで仲の良さが伝
わります。あっという間の楽
しいヒトトキでした。
　皆様も是非一度お運びくだ
さいね。

ヨーロー堂　店主　松永好司
 



　民謡の師範として指導にあ
たる中、歌の深さを知り演歌
の世界へ。
　演歌は聴いて下さる皆様、
そして自分自身の人生の応援
歌です。

小池 忠昭

小池忠昭
東京都町田市
　　　　　成瀬が丘 3-3-4
TEL：090-1264-0219

高橋須磨子

TEL：090-6164-1462
FAX：048-873-3327

ランプロン
夕川叶桃
東京都墨田区墨田 4-50-1

Koike TadaakiKunihira Genichi

　一般社団法人「全国ふれあ
い歌謡連盟」の理事長として
歌で繋ぐ歌仲間の輪を広げる
活動と更に歌のすばらしさと
感動を届けていきたいと思い
ます。

国平 源市

一般社団法人
　　全国ふれあい歌謡連盟
栃木県宇都宮市
　　　　　　末広 2-3-20
TEL：028-655-2171

「京恋路」
「ターニングポイント」
「母ちゃん待ってろ！」

　三曲がカラオケダムにて配
信中。応援よろしくお願いし
ます。

舞 さくら

オフィスサクラ
千葉県習志野市
　　　　　鷺沼台 3-14-9
TEL：047-478-2286

Mai Sakura

Nakatani Mari

　父・新田八郎が歌った「南
洋航路」が原曲の「ラバウル
小唄」が大ヒットしました。
　父を偲んだ「ラバウル小唄
を聴きながら」を詠ミーさん
がパーソナリティーのＦＭラ
ジオで唄いました。
　たいへん好評をいただきま
した。

中谷 まり

中谷まり
東京都港区高輪 4-10-30
品川プリンスホテル 1F
TEL：03-3447-1033

高橋 須磨子
Takahashi Sumako

Yukawa Tomo

　毎月第４水曜日に詠ミーさ
んの「生バンドの会」にレギ
ュラー出演しています。バン
ドは私の曲の作曲者・隼トシ
ヒデ＆シーバードです。
　毎週火曜日は、カラオケレ
ッスンをしています。
　  「闇の中」よろしくお願い
します。

夕川 叶桃
父が歩んだ歌の道
　ー　私もいま…

　長男を亡くした時の詩があ
まりにも素晴らしかったので
ＣＤにしました。
　先日、詠ミーさんのラジオ
番組に出させていただいて唄
いました。大反響があり嬉し
く思います。銀河の彼方へ旅
立った息子への良い鎮魂歌と
なりました。

先に逝った
息子への鎮魂歌…

詠ミーと歌仲間達
このコーナーでは、Ｙｏｕ遊
モデル歌謡祭で司会をしてい
ただいている詠ミーさんが、
ラジオ番組や各地のイベント
で知り合った歌手の方々をご
紹介しています。
■お問い合わせ：
エイミ・ミュージックカンパニー　詠ミー
〒196-0003
東京都昭島市松原町3-6-7-101
TEL：090-3591-8304
FAX：042-545-5815

Eimi詠 ミ ー
　ラジオのパーソナリティーで全国の
　　皆様に素晴らしいひとときを届
　　　けています。
　　　　ことばのあたたかさで人々
　　　　　の心に残る様なＭＣを
　　　　　　心がけています。

　　　　　　　詠ミーさんの司会
　　　　　　　を見て、さすがプ
　　　　　　　ロ！と思いました。
　　　　　　　気配りと全体を見渡して進行を進めていく
　　　　　　　のは、さすがプロ！！
　　　　　　　ハプニングの対応も、さすがプロ！！！
　　　　　　　　　　　　　　　（Ｙｏｕ遊モデル　堀田）



西武池袋線 大泉学園駅北口

和由貴子の店
Music&Live うたや
練馬区東大泉1-29-1
　　　　ゆめりあ1 B1-105
03-3924-2702

営業時間  18:00～24:00
定休日　　日曜日
　　　　　コンサートの日

美味しいお酒と美味しいお料理をご用意しています。
生演奏で歌うことも出来ます。ぜひ一度お越し下さい。

埼玉県新座市栄5-4-22 西武池袋線
大泉学園駅

北口よりバス

みさと愛の店
　Bar 雫 shizuku

営業時間
　　昼：12:00～17:00
　　　　　　　　（火木土）
　　夜：19:00～24:00
　　　　　　　（水・祭休）

048-458-0755

※自薦、他薦ＯＫ。ページの都合により順次掲載させていただきます。

おすすめのお店 茨城県結城郡八千代町川尻890

カラオケ
　　サロン 舟

営業時間
　　 夜：18:00～23:00
　　　　　　　（水・祭休）
料　金 歌い放題1,000円
　　　ドリンク・茶菓子付
定休日　水曜日

水曜日　歌謡教室
　　　　 12:00～23:00

090-1100-2556

神奈川県川崎市中原区新丸子町915-5 東急東横線
東急目黒戦
新丸子駅

昼カラオケ＊
　　　　スナック 慶

昼カラオケ
営業時間  12:00～17:00
料　金
1,000円（食べ物持込可）
（アルコールは無し）

044-722-6000

西武池袋線 練馬駅北口

昼カラオケ
　　　　まるちゃん
練馬区練馬1-35-1
03-5999-8001

営業時間  12:30～19:30
定休日　水曜日
料　金 
　　 セット料金1,500円
　（軽食・ワンドリンク付）

JR山手線
巣鴨駅

カラオケステージ
めぐり逢い

豊島区巣鴨2-9-5 若杉ビル3F
03-3949-6056

営業時間
　　昼：12:00～17:00
　　夜：19:00～24:00
定休日　年中無休

西武新宿線
新所沢駅東口

ふぁみりぃ酒場 祭子
埼玉県所沢市松葉町4-2 安藤ビル1F
04-2994-0360

営業時間
　　昼：12:00～17:00
　　夜：18:00～23:00
定休日　毎週日曜日
料　金
　　セット料金1,500円

家庭的な雰囲気のお店です。
祭子の手作りの食事が出ます。
家庭的な雰囲気のお店です。
祭子の手作りの食事が出ます。

横浜市営地下鉄
グリーンライン
日吉本町駅

カラオケハウス 銀の夢 日吉本町店
神奈川県横浜市港北区
箕輪町3-18-16港北ビル1F
045-620-9072

営業時間  12:00～23:00
料　金
　 オールタイム1,000円
定休日　年中無休

西武池袋線
入間市駅

画廊カラオケ
喫茶 彩彩
埼玉県入間市豊岡2-2-20-2F
04-2964-6523

営業時間
　　昼：12:00～17:00
　　夜：18:00～22:00
料金　全コースおつまみ付
昼の部

夜の部

関東鉄道常総線
下妻駅

ソフトドリンクコース 1,500円
焼酎彩彩コース2,000円
ソフトドリンクコース 2,000円
焼酎彩彩コース2,500円



●お問い合わせ：
株式会社クラウンミュージック
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷 2-12-19 東建インターナショナルビル 6F
電話：03-6381-7799 FAX：03-3797-0331津吹

みゆ Miyu Tsubuki

　今回、新企画として＜紅晴美＆響ファミリー
＆歌仲間達ジョイントコンサート＞を練馬文化
センター小ホールにて６月２６日（金）に開催
いたしました。
　第１回という事で戸惑いましたが、お客様の
反応も良く大好評でした。
　また、来年６月１７日（金）に西川ひとみ＆
響ファミリーのジョイントコンサートを開催い
たします。
　皆様に楽しんでいただく企画を今後もやって
いきたいと思っています。

　Ｙｏｕ遊通信 Vol.8 号は、おかげ様で大好評
をいただき、誠にありがとうございました。
　今回は、歌手・一般の方の紹介だけでなく読
み物を多く取り入れました。
　 「天才と言われた櫻庭伸幸が残した宝」を妻
であり、歌手である和由貴子さんに書いていた
だきました。
　和由貴子さんは、櫻庭さんが残した曲を元に
プロデュースもされています。
　そして、浅草のＣＤショップヨーロー堂さん
には、キャンペーンでの歌手の方の裏話を、練
馬で有名なステージアップのマスター橘さんに
登場していただきお店からのひとことを頂きま
した。
　今後も、読んで楽しいＹｏｕ遊通信にしてい
きたいと思っています。

Ｙｏｕ遊モデル代表　堀田秀雄

編 集 後 記
カラオケで思う事

ジョイントコンサートについて

①歌手の方
　■掲載の為にご用意頂くもの
　　ＣＤジャケット、当店のドレス・ジャケットの着用
　　写真、メッセージ（どんな事でも）
②一般の方
　■掲載の為にご用意頂くもの
　　当店のドレス・ジャケットの着用写真、簡単なメッセージ
送り先 ■郵　送

　〒176-0001
　東京都練馬区練馬 1-18-2　You 遊モデル
■Ｅメール
　info@you-u.biz　You 遊モデル

Ｙｏｕ遊通信は掲載無料ですので、
ぜひご協力をお願いいたします。
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〒176-0001 東京都練馬区練馬1-18-2 電話 03-5912-2600 FAX 03-5912-2601発行元：

　ああ、私はまだ忘れられずにいたんだ！と思った途端、涙が
あふれて、あの時はもう歌にならず、歌うのも涙・聴くのも
涙…でした。

　あれからもう８年。もちろん、これからも頑張ります。
　声と体力の続く限り日本中を駆け巡ります。
　何処かでお会いしましたらお声をかけて下さいね。

　そんな折、Ｙｏｕ遊モデルの社長さまにお会いしました。
　私はステージは殆ど和服なのですが、素敵な沢山のドレス
を拝見して私も今度はドレスでステージに立ってみたいな～
と思います。
　そのためにはもう少し…ね。
　はい！ダイエットしてきれいなドレスが映えるような、
ナイス・ボディを目指して歌と一緒に頑張ります。
　皆様、こんな西川ひとみですが、今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川 ひとみ

●お問い合わせ：
株式会社歌研工房
〒130-0014
東京都墨田区亀沢 1-17-7 アプレシティ両国 501
電話：03-6479-6277 FAX：03-6479-6277

Hitomi Nishikawa

皆様、こんにちは。
　ホリディ・ジャパン所属の歌手、西川ひとみです。
　　同じレコード会社に一字違いのタレントさんがいらっしゃいます
　　　が、忠臣蔵の合言葉のような「山」と「川」の一文字違いで、
　　　私は「川」の方です（笑）。
　　　生まれは、火の国、熊本県。大御所「八代亜紀」さんの家の６
　　　　　　　　軒先の家で産声をあげました。浪曲師の父親の影響
　　　　　　　　で、産声も浪曲調だったらしいですよ。母親の病気
　　　　　　　　　の介護をしたりで一寸の闇、歌手を休業しました
　　　　　　　　　が、母の恢復を期にどうしても捨てられなかった
　　　　　　　　歌の道に舞い戻ってきました。嬉しかったのは「お
　　　　　　　　　　帰りなさい！」と忘れずに待っていて下さった
　　　　　　　　　　　ファンの方たちの掛け声でした。


