


　私、白木 裕子はクラシックを勉強した後、シャンソンや映画音楽を主に歌っています。
とても嬉しいオファーをいただき実現した曲、『あなたを感じて』(徳間ジャパン)に
ついて書かせていただきます。

　2014年に日本クラウンからリリースした白木裕子作詞作曲「巡り逢い」を聴いて
下さった映画制作会社の方からある日、デミームーア主演『ゴースト/ニューヨークの幻
(原題Ghost)』の日本版のような映画を作りたいのでそのテーマ曲を作ってほしいとの
オファーをいただきました。

　今の世の中、理不尽な事で命を奪われてしまう痛ましいニュースをよく聞きますが、
そのような残された方達のやり切れない気持ちを詞(吉野真由美作詞、白木裕子補作詞)に
メロディーを付け出来たのが『あなたを感じて』です。

　この曲は、2020年秋に上映された映画「ゴースト~試煉の道 ENDLESS~」の
エンディングテーマ曲になっています。
金沢克次監督をはじめ主要キャストの俳優さんたち【小澤 雄太さん(劇団EXILE)主演、
三浦浩一さん(半沢直樹等出演)、本宮泰風さん(水戸黄門等出演)、井上正大さん(仮面
ライダーディケイド主役)、沢井美優さん(セーラームーン実写版主役)】、そしてこの
映画が上映された時には惜しくも亡くなってしまわれていましたが個性派俳優の斉藤洋介
さん等が出演のされています。
舞台挨拶も出演者の方達とご一緒しました。

　殺されてしまった愛する彼がすく近くにいるのに触れることすら出来ない、
そんな中で彼女に危機が！彼は彼女を救い出せるのか。再会。そして彼は消えてゆく、、、

是非、映画の中でも『あなたを感じて』聞いてみてください。
ｃ/ｗ(カップリング曲)は、とても元気の出る明るく楽しい曲の
『たった一度の人生だから』です。
笑顔になっていただける曲です！

　CDリリースは既にされていまして9月14日に徳間ジャパンから販売されています。
日本全国のCDショップ、アマゾンなどでもご購入いただけます。
カラオケの配信もされておりますのでDAM、JOY SOUND、UGA等で歌ってみてください♪
有線放送へのリクエストもしていただけましたら嬉しいです！

　

『あなたを感じて』　ｃ/ｗ たった一度の人生だから
映画≪ゴースト～試煉の道 ENDLESS～≫ エンディングテーマ
徳間ジャパンより9月14日販売   \1 ,200(税込)

『あなたを感じて』CD ￥1,200(税込) お申込み

郵便振替口座 00150-5-63991
ゆうちょ銀行 〇一九(ｾﾞﾛ ｲﾁ ｷｭｳ)支店 0063991 振込口座名/オフィスYOU

お振込先：

FAX 03-3303-6554

※メールの方は、必要事項を入力しお送りください。メールアドレス：info@siraki-yuko.com
※メールかFAXでお申込み頂けましたら、お振込み確認後お送りさせていただきます。

えんぴつ不可



【11月】

11月・12月のスケジュール白木裕子
【ライブ・コンサート】

15(日) 4(金)赤坂“ラ・ムール”『気ままなコンサート』13:30～15:30 【要予約】
　　　※後援会会員様ご招待　　非会員様3,500円

ピアノの伴奏で
歌えます♪

恵比寿“sakooホール”開場14:30~17:30  
　　　  チケット￥4,000(ソフトドリンクフリードリンク付)

２部は皆さん
歌えます♪

銀座“天使のコンチェルト”19:30～22:00　TEL 03-3575-1313

赤坂　“ラ・ムール”『気ままなコンサート』13:30～15:30   【要予約】

赤坂“バルバラ”  開場18:00 開演18:30　TEL 03-3586-4484

24(木)

23(水・祝)

横浜“デュモン”『お昼のコンサート』開場13:30 開演14:00  TEL 045-641-2968

8(月)

赤坂“B♭(ビーフラット)”14:00～ 『弾き語りコンサート』※要予約
　　　☆後援会会員様 年1回ご招待使用可能コンサート

24(土) 東中野“カフェ ﾄﾞ リヨン”開場13:30　開演14:00  TEL 03-3360-6886

初出演

赤坂“B♭(ビーフラット)”13:30～15:30 『弾き語りコンサート』※要予約
　　　☆後援会会員様 年1回ご招待使用可能コンサート
　　　港区赤坂3-6-18　赤坂ニューロイヤルビル3F

13(月・祝)

3(土)

22(木)

銀座“飛雁閣”『お昼のランチコンサート』食事 中華フルコース　￥6,500
開場12:00  食事12:15    コンサート開演 14:00~  

銀座“飛雁閣”『クリスマスコンサート』TEL03-3572-7111
     12:15～中華フルコースのお食事　14:00～コンサート
     中華フルコースのお食事とコンサート　￥6,500

2022年

【2022年今後のコンサート】※要予約 (白木まで)
11/27(日) 新橋 内幸町ホール“白木 裕子ソロコンサート”開場15:00 開演15:30
　　　　　　1部  シャンソン朗読劇　2部  My Favorite Songs　全席指定  6500円
お昼のコンサートです。皆様のお申し込みをお待ちしています♪
今回も青年座でお芝居をされていた霜田 哲也さんとの朗読劇を致します。
12/3(土)川口“FM川口”『ロビーコンサート』14:00~ 無料
12/8(木)羽村 “繭蔵”『白木 裕子と歌仲間で贈るXmasコンサート』開場15:00 開演15:30
　　　　チケット  1700円(ケーキとお茶のセット付)　
12/25(日)元赤坂“ゲトライデ”『お昼のランチXmasコンサート』開場12:15 食事12:30
                                                                                                                                                                             コンサート14:00

15(木)

2(金)ピアノの伴奏で
歌えます♪

赤坂“バルバラ”開場18:00  開演18:30　TEL 03-3586-448417(木)

予定

海の日(祝日)の為お休み

休演

銀座“月夜の仔猫”譜面で歌えます！ 開場13:00  開演13:30　 TEL 03-3573-3651

7(月)
AineverTV『白木裕子のシャンソンとMy Favorite Songs』20：00～20：45　

お申込受付中！

上野“ライブスペースQui”『朗読シャンソン劇＆コンサート』
　　　1部“シャンソン 朗読劇”2部“コンサート”TEL 03-3831-0747
　　　

メールアドレス：info@siraki-yuko.com
FAX：03-3303-6554TEL：090-8518-6558

《お問合せ・予約お申込先》

　※レッスン、体験についてもお問合せください。フェイスブック：“白木裕子-ホーム”(どなたでも見られます。)
　　　　　　　　   “白木ゆう子”(お友達になって見られます。)

Youtube：白木裕子シャンソンyoutubeで検索して下さい。

    http://siraki-yuko.com
     ホームページ：白木裕子(白木ゆう子)オフィシャルサイト

郵便振替口座 00150-5-63991
ゆうちょ銀行 〇一九(ｾﾞﾛ ｲﾁ ｷｭｳ)支店 0063991
振込口座名/オフィスYOU

《グループレッスン》※日程は、変更になる場合がございます。

“読売カルチャー荻窪”【あの名曲を歌おう】
　荻窪ルミネ6F                第1・3・5水曜日/10:30~12:00
    荻窪・赤坂・上野・調布・羽村・京都・大阪でもレッスンしています。  
　
　　

    http://yuuko.me

≪白木裕子ネットTVアクセス方法≫ 毎月第2・4水曜日 20：00～20：45MAIN-MC：白木 裕子

【配信URL】★≪SHOWROOM ≫ http://www.showroom-live.com/ainevertv
★≪YouTube Live ≫YouTubeにて検索→白木裕子シャンソン     
                                　YouTubeにて検索→AineverTV(白木 裕子)

時間が変更になっています！

9(水)

12(月) 有楽町“国際フォーラム”『プリスリーズコンサート』
　　　　開場17:30  開演18:00  全席指定8,000円

18(日) 神戸“サンジャン”『コンサート』14:00~16:00 
　　　チケット4,000円(1ドリンク・おつまみ・プレゼント付)

要予約

新橋“内幸町ホール”『白木 裕子と歌仲間で贈るスプリングコンサート』
　　開場14:00　1部  開演14:30　『発表会』入場無料
　　　　　　　   2部  開演19:00　『白木 裕子 弾き語りコンサート』
　　　　　　　　　　　　　　　　後援会会員様ご招待(非会員様 ￥3,500)

28(土)
14(水) AineverTV『白木裕子のシャンソンとMy Favorite Songs』20：00～20：45　

※ライブは、開演時間が変更になる可能性がありますので白木迄お問合せ下さい。

新宿“シャンパーニュコンサート” 開場18:30　TEL 03-3354-2002
　　　前売り 6,000円　当日 7,000円　フリードリンク・おつまみ付

チケット
発売中！

お休み

上野“ライブスペースQui”『昼下がりのコンサート』TEL 03-3831-0747
　　　開場13:30  開演14:00　ピアノとベースの演奏で♪
　　　

24(木)

AineverTV『白木裕子のシャンソンとMy Favorite Songs』20：00～20：45　

【12月】

要予約

青山“草月ホール”『パリ祭番外編』開演17:00　全席指定 7,000円

四谷“ウナ・カンツォーネ”開場18：30　開演19：00　TEL 03-3353-4804
 

横浜“デュモン”開場18：30　開演19：00　TEL 045-641-2968

6(水)

新宿“シャンパーニュ”開場18：00　開演18：30　TEL 03-3354-2002

京都祇園“私の部屋”13:00~無料レッスン  14:00~ コンサート TEL  075-551-2627   
　　　チケット 4,000円(フリードリンク・食事・おつまみ付)

京都祇園“JTN”開場13:00  開演14:00   TEL  075-708-3559 
           チケット 4,000円(1ドリンク)

20(日) 京都祇園“JTN”開場13:00  開演14:00   TEL  075-708-3559 要予約

銀座“月夜の仔猫”譜面で歌えます！ 開場13:00  開演13:30  TEL 03-3573-3651

有楽町“国際フォーラム”『フェスティバル・ドゥ・シャンソン・プリスリーズ』
　　　　開場17:30　開演18：00　S席￥8,000　Ａ席￥6,000　全席指定
　　　今年も20代の方達のコンクールの上位5名の決勝ステージもご覧になれます。

11(月)

京都祇園“私の部屋”TEL 075-551-2627
12:30~13:30 無料ヴォイストレーニング等レッスン
開場13:30 開演 14:00  コンサート　フリードリンク、食事、おつまみ付￥4,000 

27(土)要予約

横浜“デュモン”開場18：30　開演19：00　TEL 045-641-2968

お早目のお申込みを
お待ちしています♪

※いつもと時間が違います。

2(水) 新宿“シャンパーニュ”開場18:30　開演19:00　TEL 03-3354-2002

渋谷“オーチャードホール”『パリ祭』開場16:15 開演17:00
　　　全席指定　S席￥10,000　A席￥7,000　B席￥4,000

7(木)

※お問い合わせください。

25(土)

AineverTV『白木裕子のシャンソンとMy Favorite Songs』20：00～20：45　

上野“ライブスペースQui”開場18:00 開演18:30  TEL 03-3831-0747
　　　

11(金)

5(月)

17(土)要予約

元赤坂“ゲトライデ”『Xmasランチコンサート』開場12:15　TEL 03-3404-7750

青山“草月ホール”『パリ祭番外編』開場16:30  開演17:00　
全席指定  7,000円

29(土)要予約

7(水) 新宿“シャンパーニュ”開場18:30　開演19:00　TEL 03-3354-2002

10(月) ラジオ出演“ラジオ日本”AM1422MHz『夏木ゆたかのホッと歌謡曲』16:45~17:00

川口“FM Kawaguchi”『ロビーコンサート』14:00～　無料

FM85.6MHz

AM1422MHz
Fm　92.4MHz

お早目のお申込みを
お待ちしています♪

詳細は後程！

23(水・祝) “帝国ホテル”『日本藝術院会員就任祝賀会』

27(日) “内幸町ホール”『白木 裕子ソロコンサート』開場15:00 開演15:30　¥6,500 
 1部 シャンソン朗読劇(忘れな草)　2部 映画音楽　　TEL03-3500-5578

29(火) 千葉“沙羅”開演14:00　　 \4,400(1ドリンク付)
　　　1部 シャンソン朗読劇(一枚の絵皿)　2部 My Favorite Songs

静岡コンサート

8(木) 羽村“繭蔵”『白木 裕子と歌仲間で贈るXmasコンサート』
　　　開場15:00  開演15:30　チケット\1,700(ケーキとお茶のセット付)

28(水)
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