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STRUTTIN' in KAWASKI
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STRUTTIN' in KAWASAKI
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川川川川

崎崎崎崎

駅駅駅駅

京京京京

浜浜浜浜

急急急急

行行行行

ププププララララザザザザソソソソルルルル（（（（ララララゾゾゾゾーーーーナナナナ川川川川崎崎崎崎５５５５階階階階））））

市市市市民民民民交交交交流流流流室室室室（（（（ミミミミュュュューーーーザザザザ川川川川崎崎崎崎４４４４階階階階））））

tel：：：：000044444444----888877774444----8888555500001111

市市市市民民民民交交交交流流流流室室室室

階階階階段段段段

エエエエススススカカカカレレレレーーーータタタターーーー

エエエエレレレレベベベベーーーータタタターーーー

シシシシンンンンフフフフォォォォニニニニーーーーホホホホーーーールルルル

音音音音楽楽楽楽工工工工房房房房

至至至至JJJJRRRR川川川川崎崎崎崎駅駅駅駅

ミミミミュュュューーーーザザザザ川川川川崎崎崎崎案案案案内内内内図図図図

歓歓歓歓喜喜喜喜のののの

広広広広場場場場

iiii

市市市市民民民民交交交交流流流流室室室室はははは、、、、エエエエススススカカカカレレレレーーーー

タタタターーーーをををを上上上上ががががっっっってててて右右右右側側側側、、、、音音音音楽楽楽楽

工工工工房房房房のののの中中中中ににににあああありりりりまままますすすす！！！！

4444階階階階

２２２２階階階階連連連連絡絡絡絡デデデデッッッッキキキキ

入入入入口口口口

tel：：：：000044444444----555522220000----0000111100000000

ララララゾゾゾゾーーーーナナナナ川川川川崎崎崎崎案案案案内内内内図図図図

5555階階階階

エエエエレレレレベベベベーーーータタタターーーー

2222階階階階広広広広場場場場西西西西側側側側エエエエススススカカカカレレレレーーーータタタターーーー

ププププララララザザザザ

ソソソソルルルル
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シシシシネネネネママママズズズズ
ココココナナナナミミミミ

ススススポポポポーーーーツツツツ

ククククララララブブブブ

2222階階階階広広広広場場場場

連連連連

絡絡絡絡

デデデデ

ッッッッ

キキキキ

11112222::::１１１１0000~~~~

MMMM....YYYY....NNNN    GGGGeeeeoooorrrrggggeeee    

BBBBiiiigggg    BBBBaaaannnndddd++++BBBBrrrreeeeeeeezzzzeeee

様様様様々々々々ななななジジジジャャャャンンンンルルルルにににに取取取取

りりりり組組組組むむむむビビビビッッッッググググババババンンンンドドドド

がががが日日日日本本本本をををを代代代代表表表表すすすするるるるココココ

ーーーーララララススススググググルルルルーーーーププププををををゲゲゲゲ

スススストトトトにににに迎迎迎迎ええええまままますすすす。。。。

11112222::::55555555~~~~

NNNNEEEEWWWW    QQQQUUUUEEEERRRRCCCCUUUUSSSS    

JJJJAAAAZZZZZZZZ    

OOOORRRRCCCCHHHHEEEESSSSTTTTRRRRAAAA

３３３３００００年年年年前前前前県県県県立立立立川川川川崎崎崎崎高高高高

校校校校吹吹吹吹奏奏奏奏楽楽楽楽部部部部OOOOBBBB中中中中心心心心にににに

結結結結成成成成。。。。４４４４ビビビビーーーートトトトメメメメイイイイ

ンンンンにににに演演演演奏奏奏奏ししししまままますすすす。。。。

11113333::::44440000~~~~

TTTTaaaaffff    PPPPrrrroooojjjjeeeecccctttt

難難難難曲曲曲曲へへへへのののの挑挑挑挑戦戦戦戦をををを信信信信条条条条

ととととすすすするるるる攻攻攻攻撃撃撃撃型型型型社社社社会会会会人人人人

ビビビビッッッッググググババババンンンンドドドドでででですすすす。。。。

11114444::::22225555~~~~

SSSSwwwwiiiinnnngggg    HHHHeeeeaaaarrrrttttssss    

JJJJaaaazzzzzzzz    OOOOrrrrcccchhhheeeessssttttrrrraaaa

結結結結成成成成以以以以来来来来幅幅幅幅広広広広いいいいジジジジャャャャ

ンンンンルルルルのののの曲曲曲曲にににに挑挑挑挑戦戦戦戦しししし続続続続

けけけけてててて１１１１５５５５年年年年がががが経経経経ちちちちまままま

ししししたたたた。。。。

11115555::::11110000~~~~

TTTTrrrroooommmmbbbboooonnnneeee    

BBBBoooorrrrrrrraaaacccchhhhoooossss

トトトトロロロロンンンンボボボボーーーーンンンン５５５５本本本本とととと

チチチチュュュューーーーババババ・・・・リリリリズズズズムムムム隊隊隊隊

ににににボボボボーーーーカカカカルルルルでででで、、、、様様様様々々々々

なななな楽楽楽楽ししししいいいいジジジジャャャャズズズズををををおおおお

送送送送りりりりししししまままますすすす。。。。

11116666::::00005555~~~~

FFFFaaaakkkkeeee    6666

楽楽楽楽器器器器をををを使使使使わわわわなななないいいいアアアアカカカカペペペペ

ララララババババンンンンドドドドでででですすすす。。。。是是是是非非非非そそそそ

ののののハハハハーーーーモモモモニニニニーーーーををををおおおお楽楽楽楽しししし

みみみみ下下下下ささささいいいい。。。。

11116666::::44440000~~~~

HHHHoooonnnneeeeyyyy    LLLLeeeemmmmoooonnnn    00009999

ベベベベイイイイシシシシーーーーななななどどどど定定定定番番番番曲曲曲曲

をををを中中中中心心心心にににに少少少少ししししココココンンンンテテテテ

ンンンンポポポポララララリリリリーーーーなななな曲曲曲曲もももも加加加加

ええええジジジジャャャャズズズズフフフフェェェェススススななななどどどど

にににに出出出出演演演演ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

11117777::::22225555~~~~

BBBBIIIIGGGG    BBBBAAAANNNNGGGG    

JJJJAAAAZZZZZZZZ    OOOORRRRCCCCHHHHEEEESSSSTTTTRRRRAAAA

結結結結成成成成２２２２７７７７年年年年目目目目。。。。

SSSSWWWWIIIINNNNGGGGかかかかららららFFFFUUUUNNNNKKKKまままま

でででで幅幅幅幅広広広広いいいいジジジジャャャャンンンンルルルルのののの

曲曲曲曲をををを演演演演奏奏奏奏ししししまままますすすす。。。。

11118888::::11110000~~~~

BBBBlllluuuueeee    HHHHeeeerrrrdddd    HHHH    GGGGrrrroooouuuupppp

「「「「歌歌歌歌ううううアアアアドドドドリリリリブブブブ」」」」とととと

「「「「綺綺綺綺麗麗麗麗ななななササササウウウウンンンンドドドド」」」」

をををを目目目目指指指指ししししたたたたベベベベテテテテラララランンンン

中中中中心心心心のののの社社社社会会会会人人人人ビビビビッッッッググググ

ババババンンンンドドドドでででですすすす。。。。

11118888::::55555555~~~~

MMMMFFFF    TTTTrrrriiiibbbbuuuutttteeee    BBBBaaaannnndddd

トトトトラララランンンンペペペペッッッッタタタターーーー「「「「メメメメ

イイイイナナナナーーーードドドド・・・・フフフファァァァーーーーガガガガ

ソソソソンンンン」」」」にににに公公公公認認認認さささされれれれ本本本本

人人人人のののの楽楽楽楽曲曲曲曲ののののみみみみをををを演演演演奏奏奏奏

すすすするるるるババババンンンンドドドドでででですすすす。。。。

11111111::::55550000~~~~

11112222::::33335555~~~~

JJJJ....SSSS....MMMM

溝溝溝溝のののの口口口口でででで生生生生ままままれれれれたたたたごごごご当当当当

地地地地ババババンンンンドドドド。。。。ジジジジャャャャズズズズをををを

身身身身近近近近にににに感感感感じじじじてててていいいいたたたただだだだ

くくくくここここととととががががモモモモッッッットトトトーーーー♪♪♪♪

11113333::::22220000~~~~

MMMMYYYY2222TTTTrrrriiiioooo

11114444::::00000000~~~~

AAAASSSSAAAARRRREEEENNNNSSSS

11114444::::44445555~~~~

wwwwaaaadddd    ttttrrrriiiioooo　　　　

11115555::::33335555~~~~

AAAAzzzzaaaammmmiiiinnnnoooo    

JJJJaaaazzzzzzzz    QQQQuuuuiiiinnnntttteeeetttt

11116666::::22220000~~~~

TTTTrrrriiiilllleeeemmmmmmmmaaaa

11117777::::00000000~~~~

ttttaaaakkkkeeee    ttttrrrriiiioooo++++HHHHKKKK

11117777::::44440000~~~~

MMMMIIIIZZZZOOOORRRRAAAAMMMM

11118888::::22225555~~~~

メメメメルルルルカカカカーーーートトトトババババンンンンドドドド

11119999::::00005555~~~~

NNNNoooobbbbiiiieeee&&&&FFFFeeeelllllllloooowwwwssss

川川川川崎崎崎崎軽軽軽軽音音音音楽楽楽楽部部部部・・・・KKKK----oooonnnn

地地地地元元元元のののの川川川川崎崎崎崎ドドドドララララムムムム教教教教

習習習習所所所所かかかからららら、、、、講講講講師師師師にににによよよよ

るるるる選選選選抜抜抜抜ババババンンンンドドドドがががが出出出出演演演演

ししししまままますすすす。。。。

ススススタタタタンンンンダダダダーーーードドドドジジジジャャャャズズズズ

をををを中中中中心心心心ににににメメメメロロロロデデデディィィィのののの

美美美美ししししいいいい曲曲曲曲をををを演演演演奏奏奏奏ししししてててていいいい

まままますすすす。。。。ドドドドララララムムムムレレレレスススストトトト

リリリリオオオオでででですすすす。。。。

スススストトトトレレレレーーーートトトト・・・・アアアアヘヘヘヘッッッッ

ドドドドななななジジジジャャャャズズズズをををを目目目目指指指指しししし

ななななががががららららもももも、、、、チチチチョョョョイイイイチチチチ

ョョョョイイイイつつつつままままみみみみ喰喰喰喰いいいい。。。。

ススススタタタタンンンンダダダダーーーードドドドかかかかららららココココ

ンンンンテテテテンンンンポポポポララララリリリリーーーーままままでででで

フフフフレレレレキキキキシシシシブブブブルルルルなななな指指指指向向向向

性性性性ののののピピピピアアアアノノノノトトトトリリリリオオオオでででで

すすすす。。。。

ススススタタタタンンンンダダダダーーーードドドドジジジジャャャャズズズズ

をををを中中中中心心心心にににに２２２２管管管管のののの美美美美しししし

いいいいハハハハーーーーモモモモニニニニーーーーやややや掛掛掛掛けけけけ

合合合合いいいいにににによよよよるるるる演演演演奏奏奏奏をををを目目目目

指指指指ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

町町町町田田田田、、、、川川川川崎崎崎崎をををを中中中中心心心心にににに

活活活活動動動動中中中中。。。。ススススタタタタンンンンダダダダーーーー

ドドドドのののの他他他他にににに、、、、ポポポポッッッッププププスススス

ややややオオオオリリリリジジジジナナナナルルルルににににももももチチチチ

ャャャャレレレレンンンンジジジジ！！！！

ススススタタタタンンンンダダダダーーーードドドド中中中中心心心心のののの

アアアアココココーーーースススステテテティィィィッッッッククククカカカカ

ルルルルテテテテッッッットトトト。。。。

ああああででででややややかかかかddddiiiivvvvaaaaとととと5555人人人人

衆衆衆衆！！！！ススススパパパパーーーーククククリリリリンンンンググググ

ななななひひひひととととととととききききををををおおおお愉愉愉愉しししし

みみみみくくくくだだだだささささいいいい。。。。

田田田田園園園園都都都都市市市市線線線線のののの沿沿沿沿線線線線でででで

ススススモモモモーーーーキキキキーーーーななななスススストトトトレレレレ

ーーーートトトトジジジジャャャャズズズズをををを演演演演奏奏奏奏しししし

ててててまままますすすす。。。。

スススストトトトレレレレーーーートトトトアアアアヘヘヘヘッッッッドドドド

ジジジジャャャャズズズズ王王王王道道道道ののののククククイイイインンンン

テテテテッッッットトトトがががが素素素素敵敵敵敵ななななデデデディィィィ

ーーーーババババををををササササポポポポーーーートトトト。。。。

11116666::::33335555~~~~

CCCCaaaatttt''''ssss    MMMM

JJJJaaaazzzzzzzz・・・・SSSSoooouuuullll・・・・RRRR&&&&BBBB

等等等等ををををここここよよよよななななくくくく愛愛愛愛しししし、、、、

魂魂魂魂のののの歌歌歌歌をををを追追追追求求求求すすすするるるる渾渾渾渾

身身身身ののののユユユユニニニニッッッットトトト。。。。

11117777::::11115555~~~~

EEEEvvvvaaaa&&&&穂穂穂穂積積積積翔翔翔翔太太太太　　　　DDDDuuuuoooo

武武武武蔵蔵蔵蔵中中中中原原原原のののの喫喫喫喫茶茶茶茶店店店店でででで

活活活活動動動動中中中中。。。。表表表表現現現現豊豊豊豊かかかかなななな

ギギギギタタタターーーーササササウウウウンンンンドドドドはははは必必必必

聴聴聴聴でででですすすす。。。。

11117777::::55555555~~~~

TTTThhhheeee    FFFFoooouuuunnnnddddrrrryyyy

ジジジジャャャャズズズズをををを基基基基調調調調ににににボボボボササササ

ノノノノババババややややポポポポッッッッププププススススななななどどどど

ピピピピリリリリリリリリととととススススパパパパイイイイススススのののの

効効効効いいいいたたたたアアアアレレレレンンンンジジジジででででおおおお

届届届届けけけけししししまままますすすす。。。。

11118888::::44440000~~~~

OOOOttttoooozzzzuuuurrrreeeezzzz

VVVVoooo++++GGGGtttt++++BBBBaaaa++++DDDDrrrrののののカカカカ

ルルルルテテテテッッッットトトト。。。。シシシシッッッッククククでででで

エエエエッッッッジジジジーーーーななななススススタタタタンンンンダダダダ

ーーーードドドド＆＆＆＆オオオオリリリリジジジジナナナナルルルルをををを

おおおお届届届届けけけけししししまままますすすす。。。。

11119999::::22220000~~~~

AAAAttttoooommmmiiiicccc    HHHHeeeeaaaarrrrtttt

ヴヴヴヴァァァァイイイイオオオオリリリリンンンンもももも加加加加わわわわ

っっっってててて、、、、ささささててててどどどどんんんんなななな音音音音

ににににななななるるるるののののででででししししょょょょうううう？？？？

11112222::::１１１１００００~~~~

SSSSTTTTEEEEPPPPSSSS

神神神神奈奈奈奈川川川川でででで活活活活動動動動ししししてててていいいい

まままますすすす。。。。ススススタタタタンンンンダダダダーーーードドドド

をををを中中中中心心心心ににににオオオオリリリリジジジジナナナナルルルル

アアアアレレレレンンンンジジジジでででで演演演演奏奏奏奏いいいいたたたた

ししししまままますすすす。。。。

SSSSTTTTEEEEPPPPSSSS

11112222::::５５５５５５５５~~~~

岩岩岩岩淵淵淵淵&&&&山山山山崎崎崎崎＆＆＆＆渡渡渡渡辺辺辺辺

普普普普段段段段はははは都都都都内内内内ののののアアアアッッッットトトト

ホホホホーーーームムムムななななババババーーーーでででで演演演演奏奏奏奏

ボボボボササササノノノノババババ、、、、ララララテテテテンンンンジジジジ

ャャャャズズズズななななどどどどリリリリララララッッッッククククスススス

ししししてててておおおお聞聞聞聞きききき下下下下ささささいいいい。。。。

1111３３３３::::3333５５５５~~~~

JJJJuuuunnnn&&&&CCCCoooo....

ススススタタタタンンンンダダダダーーーードドドド以以以以外外外外にににに

洋洋洋洋楽楽楽楽のののの名名名名曲曲曲曲ももももジジジジャャャャズズズズ

アアアアレレレレンンンンジジジジ。。。。可可可可憐憐憐憐なななな歌歌歌歌

姫姫姫姫とととと熟熟熟熟練練練練ののののババババンンンンドドドドママママ

ンンンンががががおおおお届届届届けけけけししししまままますすすす。。。。

1111４４４４::::２２２２0000~~~~

かかかかととととりりりりおおおお

結結結結成成成成４４４４年年年年目目目目。。。。ここここれれれれもももも

ジジジジャャャャズズズズ？？？？どどどどちちちちららららかかかかとととと

いいいいううううとととと欧欧欧欧州州州州系系系系？？？？息息息息のののの

合合合合っっっったたたたププププレレレレイイイイををををおおおお楽楽楽楽

ししししみみみみ下下下下ささささいいいい。。。。

1111５５５５::::００００0000~~~~

HHHHYYYYOOOOTTTTTTTTAAAAMMMM

雛雛雛雛とととと卵卵卵卵がががが訛訛訛訛っっっったたたたのののの北北北北

方方方方のののの方方方方言言言言。。。。ピピピピアアアアノノノノトトトト

リリリリオオオオととととヴヴヴヴォォォォーーーーカカカカルルルルでででで

何何何何のののの殻殻殻殻をををを破破破破るるるるかかかかなななな？？？？

11115555::::55550000~~~~

CCCCoooorrrraaaaggggggggiiiioooo

力力力力強強強強くくくくもももも繊繊繊繊細細細細でででで美美美美しししし

いいいいササササウウウウンンンンドドドドををををおおおお楽楽楽楽しししし

みみみみ下下下下ささささいいいい！！！！

。。。。

11111111

////

11111111

ssssaaaatttt....

市市市市

民民民民

交交交交

流流流流

室室室室

11111111

////

1111２２２２

ssssaaaannnn ....

市市市市

民民民民

交交交交

流流流流

室室室室

11111111

////

11118888

ssssaaaatttt....

ププププ

ララララ

ザザザザ

ソソソソ

ルルルル


