
     日期: 2021年8月8日 (日)                                           時間: 1:00pm  ~  7:00pm                                                    地點:-銅鑼灣社區中心

01) 風聲 (以) 26) 探戈舞會** (新) 51) 春日時光 (以) 76) 杜拿 (羅)

02) 樹的歌 (以) 27) 哥拉森** (新) 52) 大衛旋律 (以) 77) 安娜 (羅)

03) 金色華爾滋 (以) 28) 愛不在就放手 (新) 53) 愛的諾言 (以) 78) 我的家鄉在也門 (以)

04) 手足情 (以) 29) 寒冷恰恰 (新) 54) 白色馬珠兒** (波) 79) 耶路撒冷2020 (以)

05) 雅歌 (以) 30) 櫻之花 (新) 55) 愛的呼喚** (以) 80) 夢話 (以)

06) 燭光與香水** (以) 31) 單眼皮女生 (新) 56) 昂首 (以) 81) 孤雛夢** (波)

07) 三月桃花** (新) 32) 海浪 (新) 57) 隨風而逝 (以) 82) 桃花香** (以)

08) 年輕不要留白 (新) 33) 祝福你 (以) 58) 瑪地 (羅) 83) 牛奶與蜜糖 (以)

09) 火熱動感 La La La (新) 34) 真心表白 (以) 59) 印度 (以) 84) 小姑娘 (以)

10) 荷塘月色 (新) 35) 大地的主宰 (以) 60) 大躍進 (以) 85) 小山丘 (以)

11) 叉燒包 (新) 36) 巴富公爵## (蘇) 61) 高傲的少女 (以) 86) 為愛情乾杯 (新)

12) 田納西華士** (美) 37) 瑪莉婚禮## (蘇) 62) 偷心者 (以) 87) 孤寂 (以)

13) 琵琶曲** (新) 38) 東京撲克 (以) 63) 神鵰俠侶** (新) 88) 自信 (以)

14) 金花 (以) 39) 山蔭路上 (以) 64) 難兄難弟** (新) 89) 倩影 (以)

15) 皇后來了 (以) 40) 風中繁星 (以) 65) 雙眸 (以) 90) 聖誦 (以)

16) 阿爾巴尼亞圓環舞 (阿) 41) 天涯海角 (以) 66) 駝峰 (以) 91) 第二人生 (以)

17) 五村婦 (以) 42) 夜傾情** (以) 67) 及時行樂 (以) 92) 美好莊園 (波)

18) 十誡 (以) 43) 腳踏車華士** (新) 68) 大海之歌 (以) 93) 就是現在 (以)

19) 愛丁堡之花## (蘇) 44) 烈火青春 (新) 69) 創傷 (以) 94) 濃情蜜意** (以)

20) 蘇格蘭旋轉## (蘇) 45) 陽光 (新) 70) 失憶週末 (新) 95) 甜蜜的擁抱** (以)

21) 踝足的女孩 (以) 46) 中國人 (新) 71) 月光曲 (新) 96) 好運將至 (以)

22) 洪荒大師 (以) 47) 瀟灑走一回 (新) 72) 勁爆初戀 (新) 97) 最愛的兒子 (以)

23) 木筏 (以) 48) 多看一眼 (新) 73) 常盼望** (以) 98) 快歸向主 (以)

24) 倒霉 (以) 49) 葡萄俏佳人 (阿) 74) 心聲** (以) 99) 珍惜 (以)

25) 迷途 (以) 50) 雅素 (以) 75) 利沙瑪 (以) 100) 幸福人生 (以)

              @@ 燕燕綜藝坊同樂日之集體回憶@@


