会津若松商工会議所は、地域の将来を担う
「こどもたちの支援」地方創生に向けた「文化の向上」に努めます！
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2016.8.21
8.21（日） 會津風雅堂
開場 -14:00 開演 -15:00 入場無料・来場者プレゼント〔抽選〕
◆ご入場には「入場整理券」が必要です。

出演：前田憲男/山口マリー/くるみee

ゲスト：サーカス

地元出演者：会津若松市立一箕小学校合奏部 / 長峰バンド
【ベース】藍澤栄治 / 【ドラム】遠藤典宏
◆ 企画制作：株式会社バルケニック / セイコーホールディングス株式会社
◆後
援：福島県会津地方振興局、会津若松市、会津若松市教育委員会、福島民報社、福島民友新聞社、
ラジオ福島、FMあいづ、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユー福島
◆会場住所・連絡先：会津風雅堂 会津若松市城東町12-1 ☎ 0242-27-0900
◆お問合せ：会津若松商工会議所 会津若松市南千石町6-5 ☎ 0242-27-1212

このイベント名称の わ に込められた意味には、支援活動の
「輪」
のほかに、被災者と支援者で手を取り合う
「輪」
、将来への希望や思いをつ
なぐ
「輪」
、一丸となって復興に取り組む調和の
「和」
、元気な日本の
「和」
があります。これらの思いを形にするため、2013年は わ 応援旗を
作成し日本青年館に掲げました。2014年は わ ハチマキを2015本、日比谷公会堂に掲げました。そして2015年は、 わ カード約4000
枚を文京シビックホールに掲げました。今年2016年も宮城・福島・岩手の被災者の皆さんが希望を持って復興に向かえるよう、来場される
皆さんからのメッセージで わ のハートカードを作成したく思います。それらは来年2017年3月11日、渋谷Bunkamuraオーチャードホー
ルで開催される
「 わ で奏でる東日本応援コンサート2017 in 東京」
と、銀座4丁目
「和光ショーウィンドー」
に展示される予定です。

前田憲男
1934年生まれ、
大阪出身。独学でピアノ習得。
ピアニスト評価絶大。
編曲才能発揮。
ジャンルを問わず幅広い分野で活躍。1980年ウインドブレイカーズ結成。
【受賞】東京音楽祭「最優秀編曲賞」
。
レコード大賞「最優秀編曲賞」
「功労賞」。
ジャズ界最高位「南里文雄賞」。
【TV番組】
サウンドインS、
11PM、
クイズ面白ゼミナール、
ゲバゲバ90分!!、
オシャレ30・30、
世界まるごとHOWマッチ!!、
ギミア・ぶれいく、象印クイズ ヒントでピント、
ザ・テレビ演芸、
ワールドクイズ・
カンカンガク学、
ニュースステーション2代目テーマ曲、
ミュージックステーション初代テーマ曲、
スターウルフ、
クイズタイムショックテーマ曲。
題名のない音楽会音楽監修、
ミュージックフェア音楽編曲担当。

サーカス（叶正子・叶高・叶ありさ・吉村勇一）
1978年
『ミスター・サマータイム』
、1979年
『アメリカン・フィーリング』
が大ヒットし、
日本の音楽界
に颯爽とデビューする。
それまでになかった男女二人ずつ、
しかも３人姉弟＋従姉というユニークな
ヴォーカル・グループとして誕生。洗練されたハーモニーは高い評価をもって迎えられる。
その後
メンバーチェンジを経て、2013年3月に若い2人のメンバーが新加入し、現在の５代目サーカスとなる。
2013年4月にはデビュー35周年の記念アルバム
「We Love Harmony！」
を、5月には80年代の
JPOPの名曲をサーカス流にカバーしたCD
「The Reborn Songs〜80ﾕsハーモニー〜」
をリリース。
2015年10月には、
サーカス新企画＜Pop Stepシリーズ＞の第1弾として
「Pop Step Jazz」
を発売。

山口マリー
シンガー・ソング・ライター。群馬県赤城山麓出身、
大学卒業後、心の枠をこえて歌う、
ダイアナ･ロスの雄大な姿に憧れ歌旅道に。皆に良い所がある。
その想いで、
辺境にある分校コンサートを続けた。
会う人、
逢う人に
「おつかれさま」
と微笑む歌で声をかけたくなった。
震災後の三陸の方の
「生きるって、
食べること、夢見ること、愛すること」
、
いっぱいの幸せを思った。
2012年、震災復興願い、
「しあわせの大漁旗」運動展開。
2013年、｢三陸海岸荒廃から松林を｣と植樹運動を展開し、
CD販売の売上金を、
三陸の未来のために届けた。

出

くるみ ee

演

シンガー・ソング・ライター。神奈川県平塚市出身。大学専攻情報工学。
身長147cm。
合唱でイタリア演奏時ローマ法王から、
「澄んだ歌声を世界平和のために」
とのお言葉、
そしてマザーテレサの言葉、
「大切なのは、何をどれだけしたかではなく、
どれだけ思いを込めたか」
この二つの言霊を座右に活動中。
分かち合う愛と、
助け合う喜びと、認め合う優しさ、
それらを握った手塩の
「おにぎり」
がくるみeeです。
2012年、震災復興願い、
「しあわせの大漁旗」運動展開。
てしおくん
2013年、岩手県宮古市の浄土ヶ浜遊覧船「おにぎり丸」
で、
みんなで、
おにぎりを食べました。
（くるみeeキャラクター）

会津若松私立一箕小学校
会津若松市立一箕小学校は、
白虎隊精神が宿る飯盛山の麓に建っています。正門近くには
「希望・忍耐・努
力」
と刻まれた記念碑と白虎隊剣士の像が建ち、
あいづっこ宣言の教えを胸に日々過ごしています。
私たち合奏部は、6年生21名、
5年生14名、4年生18名の53名で活動しています。
合奏部の部室には、
子ども
たち手作りの
「十七条の憲法」
がはられており、第一条「人の和を第一にします」第二条「すべてに感謝します」、
第十七条「夢をもちます」
などが書いてあります。私たち合奏部員は、
これらの思いを胸によりよい音づくりを目
指して日々練習に励んでいます。

THE
NAGAMINE
BAND

長嶺バンド

遠藤典宏【ドラム】

２０１１年３月１１日の東日本大震災直後、直接的被
害の少なかった会津にいる自分たちが出来ることは何
か、
と考え、会津のジャズ界を支えてきたハイアマチュア
が集合して結成。
あいづ発福島を元気にするプロジェクト
を立ち上げて、風評被害や食の安全をアピールすべく同
年４月に音楽と食材販売のイベントを開催した。現在もイ
ベントへの参加や街角ライブ等で活動を継続している。

1989年、
ロックバンド
「SUPER BAD」
のドラマ
ーとしてメジャーデビュー。
現在は会津若松市在住にて、AMC（会津マスク
ワイア）
＋ACC（会津子どもクワイア）
ゴスペル
クワイアの立ち上げと・バンドサウンドのプロデ
ュースを担当。2016年で16回目を迎える
「ゴス
ペルライヴ One Voice AIZU」
を毎年開催。

藍沢栄治【ベース】

特別出演

熊川稚児鹿舞保存会（大熊町）

会津若松市生まれ。
１９７５年上京し、数多くの主流
約２００年前より伝わる大熊町指定の無形民俗文
派ジャズピアニストとの共演で腕を磨き、歌伴奏も多く
化財
「熊川稚児鹿舞」
。
かつて、
熊川の地が凶作疫病
経験。
９０年、前田美波里主演の
「奇妙な果実〜ビリー・
に襲われたとき、諏訪神社に鹿舞を奉納し、村の再
ホリデイ物語」
でドン・アブニーとの共演で好評を得る。
建を図ったという言い伝えが残る。
福島第一発電所
松本英彦や中村八大らで結成した
「ビッグ・フォー」
にも の事故により自由に故郷へ出入りできない状況が続く中、
国や県の協力とそし
参加。
ピアニストの多種多様なハーモニー感覚を深く理 て何より保存会の尽力により震災から約４年の月日を経て２０１４年に見事復
解し、
順応できるベース奏者として人気が高い。
活。
昨年にはいわき市内の諏訪神社に震災後初となる奉納をおこなった。
※ ”わ”で奏でる東日本応援コンサート 2016 in 会津へのご入場には
「入場整理券」
が必要です。

入場券について

商工会議所会員 先行受付

同封の申込書に必要事項を記載のうえ、会津若松商工会議所までファクスでお送りください
（６月３０日必着）。
１事業所３名様までお申込み
できます。先着順で当所より入場整理券をお送りしますので、
当日忘れずにお持ちください。
またこの整理券にてプレゼント抽選を行いますの
で、公演終了まで失くさないようお手元にお持ちください。
なお席は全席指定とさせていただきますのでご了承ください。
※７月１日以降の申し込みは一般での受け付けとさせていただきます。

