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9月 18日 (1月
:祝

)

開場 14時 30分 開演 15時

サンポート高松 第一小ホール

9月 23日 (土 )

釧路市民文化会館 だヽホ‐ル

9月 30日 (土 )

静岡市清水文化会館
マリナート小ホール

10月 7日 (土 )

名古屋市東文化小劇場

|● 11■■■‐ ‐ |‐ ■|  ||

101月 13日 (金 )

開場 18時 間演 18時 30分
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!聖なる主の御名を賛美致 します。

福音歌手 として歩んで25年…もう四半世紀 も歌い続けているとは、なんという恵みで

しょうか。振 り返ると、どんな時も共 にいて くださる主が、「これが道だ、これに歩め」

と導いて くださつたことを感 じます。そして多 くの皆様 のお祈 りとお支 えがあった

ゆえだと本当に感謝でいっぱいです。

小さい頃から歌が大好きだった私は、ミュージカルで活躍することが夢で した。その夢

自体 は実現 しませんで したが、神様 は私の人生にもっと素敵な台本 を書いて下さり、

まさに歌と共に1シーン1シーンを生きてきたように思います。その台本

には、「震災での弟の死」や「父の天国への旅立ち」もありましたが、

すべてが恵みとなり、今 につながっています。

まだ歩みの途中ですが、この節 目の時、皆様に尽 きせぬ感謝をこめて、

25周 年 の記念コンサー トを企画 いたしました。永遠の命 の希望 を、

歌 にのせてお届 けしたい と願 っています。是非皆様、会場 にお運 び

下さいませ。                     ■‐      ‐

これか らも魂 をこめて、賛美 を捧 げてまい り

たい と思いますので、続いて祈 り支えて頂 け

ましたらうれしく存じます。

皆様の上に主の豊かな祝福 を祈 りつつ、

会場でお会いできるのを楽しみにしています |

感謝 と共に

福音歌手 森 祐理
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釧路市民文化会館小ホール なかのZERO月 ホヽール

9月 18 EI(月 0祝
)

開場 14時 30分  開演 15時

サンポート高松第一小ホール
〒7600019香川県高松市サンポー ト2 1 TEL 087 825 5000
【アクセス】」R「 高松J駅 から徒歩3分  ことでん「高松築港J駅 から徒歩5分

高松港から徒歩2分    高松自動車道高松中央 Cか ら車で約20分

9月 23日 (土 )

開場 14時 30分  開演 15時

〒0850055北海道釧路市治水町 12 10 TEL 0154 24 5005
【バスをご利用の場合】

12番文苑公住線、55番南北線に乗車し、「市民文化会館」で下車。

100番イオン線、36香白糠線、38番大楽毛線、66番昭和線に乗車し、「新橋大通6丁目Jで下車。

9月 30日 (土 )

開場 14時 30分  開演 15時

静岡市清水文化会館
マ リナー ト小ホール
謬ti♀ :書頷ンL専√譲暮li5S推甦抵嘗ま理凛路帥

静岡鉄道「新清水」駅下草、徒歩 10分

10月 7日 (土 )

開場 14時 30分  開演 15時

名古屋市東文化小劇場
〒4610047名 古屋市東区大幸南1110カ ルポート東 TEL 052 719 0430
【アクセス】 地下鉄名城線「ナゴヤ ドーム前矢田J下車、1番出口南へ徒歩5分

ゆとリーとライン「ナゴヤ ドーム前矢田J下車、南へ徒歩3分

市バス「大幸J下車 徒歩5分 (名 駅15号系統、東巡回系統)

10月 13日 (金 )

開場 18時  開演 18時 30分

〒1640001東 京都中野区中野297
TEL 03-5340-5000(代 )

【アクセス】」Rまたは東京メトロ東西線「中野」駅南口から徒歩8分

10月 21日 (IL)
開場 14時 30分  開演 15時

芦屋市民センター

ルナ・ホール
〒6590068兵庫県芦屋市業平町8 24 TEL 0797 31 4995
【アクセス】 」R「 芦屋」駅より改本し口を南に出て、西へ徒歩約7分

阪急電車「芦屋川J駅 より改札口を南に出て、南へ徒歩約7分

阪神電車「芦屋J駅 より改札口を北に出て、北へ徒歩約8分


