第10回

vol.211

令和4年10月1日（土）
13：30開場 14：00開演

船橋のたからもの！船橋の郷土芸能

「高根町神明社の神楽」

令和4年11月17日（木）

vol.212

令和4年12月15日（木）

BONE倶楽部

グラスハープ&ギター

BONE倶楽部

大橋 エリ 〈グラスハープ〉

～華麗なる大人のトロンボーンアンサンブル～

きらふわコンサート

～魔法のヒーリングサウンド！～

お仕事帰りのひとときを、無料ライブでお楽しみください。

会

場

JR・東武船橋駅南口、京成船橋駅
徒歩2分 フェイスビル6階
TEL 047-423-7261

18：00 入場無料
18：30
（約 45 分）

定員250 名

開場 13：30 定員250 名
開演 14：00（約 60 分）

令和4年10月1日土

第10回 船橋のたからもの！船橋の郷土芸能
「高根町神明社の神楽」
高根町神明社神楽連
vol.211 令和4年11月17日木

BONE 倶楽部
～華麗なる大人のトロンボーンアンサンブル～
箱山 芳樹〈テナーバストロンボーン〉
山本 靖之〈テナーバストロンボーン〉
佐藤 学 〈テナーバストロンボーン〉
喜多原 和人〈バストロンボーン〉
vol.212 令和4年12月15日木

グラスハープ & ギター きらふわコンサート
～魔法のヒーリングサウンド！～
大橋 エリ〈グラスハープ〉
後藤 郁夫〈ギター〉

高根町神明社神楽連
船橋市の財産である郷土芸能（神楽）
と、それを継承する地域の
方々を解説付きで紹介します。地元地域でしか見ることのできない
神楽を、
きららホールでご覧いただけます。
今回出演する高根町神明社の神楽で現在伝えられている神楽
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は、①神子舞 ②猿田彦命舞 ③湯笹舞 ④日本武尊舞 ⑤鈿女之舞
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タマ ト
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⑥剣打ち之舞 ⑦玉取り之舞 ⑧大蛇之舞 ⑨神明之舞 ⑩恵比寿舞
テン コ

マイ

オキナマイ

マイ

アマ

イワ ド マイ

⑪天狐の舞 ⑫翁舞 ⑬ぎおん舞 ⑭天の岩戸舞、
の 14 座。
このうち、④日本武尊舞と⑧大蛇之舞は市内では高根神明社でし
か演じられていない演目です。
神明社の森に囲まれた神楽殿で夜に行われる神楽は、厳粛な雰
囲気とともに、五穀豊穣と地域の安全を願ってきた高根の人たちの
気持ちが込められています。

学打楽器専攻卒。
全日本クラシック音楽コンクール全国大会入賞。
2015 年

ハコ ヤマ ヨシ キ

キングレコードよりデビュー以来新聞各紙、
TV で話題となる。
グラスハープ、

箱山 芳樹 〈テナーバストロンボーン〉

船橋市在住。
国立音楽大学在籍中より日本フィルハーモニー交響楽団に

入団。
現在は千葉交響楽団トロンボーン奏者として活動中。
ヤマ モト ヤス ユキ

山本 靖之 〈テナーバストロンボーン〉

島根県の出雲大社のお膝元で生まれ、
吹奏楽が盛んな土地ということも

あり、吹奏楽にのめり込んだ少年時代を送る。現在、オーケストラ・トリプ
ティーク首席トロンボーン奏者を務める。
サ トウ マナブ

佐藤 学 〈テナーバストロンボーン〉

桐朋学園大学卒業後、
ドイツに留学。
しかし、
お酒が苦手で、
ビールとワイ

ンの美味しさを理解できずに帰国し、
現在はフリーランスとして演奏活動を
している。

船橋市民文化創造館

バ、
打楽器、
カリンバ、
楽曲提供などマルチ音楽家としても活動。
国立音楽大

マリンバ、
カリンバと多彩な５枚のソロアルバムをリリース。
「嵐にしやがれ」
「世界の果てまでイッテ Q！」
「ヒルナンデス」
「ムジカピッコリーノ」
「天才て
れびくん」
「ひるまえほっと」
「THE カラオケバトル」
「東大王」
「ラヴィット！」
他多数出演。
天使の歌声と称されるグラスハープで全国に癒しと活力を届
ける。
日本グラスハープ協会会長。
公式ウェブサイトhttp://erikuo.com/erimba/
Twitter: erioha
ゴ トウ イク オ

後藤 郁夫 〈ギター〉
東京都出身。幼少よりピアノ教師の母にピアノを、
13 歳より石平修にギ
ターを師事。
96 年ドラマ出演を皮切りにプロ活動を開始。
Eテレ
「みんなの
広場だわんぱーく」
「夢りんりん丸」
に５年間レギュラー出演し全国にファン

喜多原 和人 〈バストロンボーン〉

を広げる。
現在 NHK
「おかあさんといっしょ」
「おとうさんといっしょ」
「わん

在は、
トロンボーン奏者としては
「和じい
（かずじい）
」
の名称で、
パーカッショ

音楽制作で関わる。

ン奏者としては
「翁
（おきな）
」
の名称で活動。
また、
指揮者としても活動中。

Twitter: IkuoGoto

船橋市在住。
日本フィルハーモニー交響楽団入団後、
フリーとして活動。
現

催

日本にただ１人メジャーデビューしているプロのグラスハーピスト。
マリン

クラシック、ジャズ（トミー・ペダーソン等）
、現代 音楽等、多彩な
ジャンルを得意とするトロンボーンアンサンブルグループ。ライブハ
ウス等で活動し、好評を博している。

キ タ ハラ カズ ト

主

オオ ハシ

わんパッコロ」
「みんなの歌」
「DJ日本史」
各番組、
教育教材、
CMなど幅広く

vol.213

令和5年1月19日（木）

ファイブ

邦楽囃子方集団 チリカラ伍
～新風！お囃子ライブ ㏌ 船橋～

vol.214

令和5年2月16日（木）

vol.215

オペラ 注文の多い料理店
～競い立つ

雷鳴とどろく

羅針盤～

令和5年3月16日（木）

GYPSY JAPAN コンサート

～マカフェリギター3本で奏でる、フレンチジャズの夕べ～

お仕事帰りのひとときを、無料ライブでお楽しみください。

会

場

JR・東武船橋駅南口、京成船橋駅
徒歩2分 フェイスビル6階
TEL 047-423-7261

18：00 入場無料
18：30
（約 45 分）

定員250 名

vol.213 令和5年1月19日木

ファイブ

邦楽囃子方集団 チリカラ伍
～新風！お囃子ライブ ㏌ 船橋～
藤舎 呂近／藤舎 雪丸
望月 左太助／藤舎 英心
〈小鼓・大鼓・太鼓ほか〉

福原 寛瑞〈笛〉

チリカラ伍

日本の伝統楽器…小鼓、大鼓、太鼓、笛ほかを用いて、歌舞伎や各
種三味線音楽などの伴奏を担うのが邦楽囃子。
「チリカラ伍」はその
若手 5人が流派を超えて 2020 年に結成したグループ。未来を見据
え、伝統音楽の価値と、時代とリンクした新たな音楽を体現し、熱い
注目を集めている。
公式ウェブサイト https://www.chirikaraiiiii.jp/
トウ シャ

ロ コン

藤舎 呂近 〈小鼓・大鼓・太鼓ほか〉

vol.214 令和5年2月16日木

オペラ 注文の多い料理店
～競い立つ 雷鳴とどろく 羅針盤～
天雨劇場
天雨 航平〈コレペティートル〉他
vol.215 令和5年3月16日木

GYPSY JAPAN コンサート
～マカフェリギター3本で奏でる、フレンチジャズの夕べ～
GYPSY JAPAN
菅原 智明〈マカフェリギター〉
青鹿 賢一〈マカフェリギター ・ウクレレ〉
田中 直也〈マカフェリギター〉

東京都出身。
幼少より囃子を祖父・藤舎呂浩、
父・藤舎呂英のもとで指導を
受ける。
現在、
囃子を六世家元 藤舎呂船、
大鼓を藤舎呂秀に師事。
市川市文
化復興財団第三十一回新人演奏家コンクール邦楽器部門最優秀賞を受賞。
2020 年東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。
現在、
邦楽演奏のほか洋楽と
のコラボなど幅広く音楽活動を行う。
トウ シャ ユキ マル

藤舎 雪丸 〈小鼓・大鼓・太鼓ほか〉

栃木県出身。
二世・藤舎呂雪に師事。
高校は音楽高校に通いピアノを専攻、
高校三年の頃より邦楽囃子を始め翌年東京藝術大学入学。
2020 年同大学
を卒業し現在、
邦楽演奏のほか地元栃木県での邦楽普及活動などを行う。
モチ ヅキ

サ

タ スケ

望月 左太助 〈小鼓・大鼓・太鼓ほか〉

東京都出身。
幼少期より大田区にて和太鼓を始め、
邦楽囃子を望月左太
郎に師事。
2019 年、
東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。
稀音家浄観賞、
安
宅賞、
アカンサス音楽賞を受賞。
演奏会や歌舞伎公演で活動する一方、
NHK
大河ドラマやピタゴラスイッチにも鳴物で出演。

GYPSY JAPAN

アマ ウ ゲキ ジョウ

天雨劇場

「心と街の中心に」をモットーに、人間の自然な生の声と、人工物で
ある楽器の集合体オーケストラの総合芸術であるオペラに特化した
団体。天雨劇場の第一弾プロジェクトが「オペラ 注文の多い料理
店」である。実践型コミュニティー「天雨航平オペラアカデミー」で学
ぶメンバーが今回の天雨劇場に出演予定。
アマ ウ

コウ ヘイ

天雨 航平 〈コレペティートル〉
船橋市在住のコレペティートル。
オペラを大学 3 年生から本格的に勉強
し、半年で文化庁主催マリエッラ・デヴィーアコレペティオーディション合
格。
大学卒業後渡伊。
国立ミラノ音楽院“ジュゼッペ・ヴェルディ ”コレペティ
科に入学、
現在在学中。
2022 年スカラ座アカデミー、
マスタークラスに参加。

トウ シャ エイ シン

※コレペティートルとは、
歌劇場などでオペラ

群馬県出身。
2018 年より邦楽囃子を藤舎呂英に師事。
慶應義塾大学総
合政策学部
（SFC）
を卒業後、
東京藝術大学別科邦楽囃子小鼓専攻を修了。
現在、
邦楽演奏のほかに、
オンラインによる子供向けコンテンツや、
地元群
馬県での邦楽普及活動などを行う。

歌手やバレエダンサーにピアノを弾きながら

藤舎 英心 〈小鼓・大鼓・太鼓ほか〉

音楽稽古をつけるコーチのこと。

主

催

船橋市民文化創造館

愛知県出身。
笛を福原寛に師事。
2020 年東京藝術大学音楽学部邦楽科
を卒業後、
現在同大学大学院修士課程在籍。
大学在学中に
「安宅賞」受賞。
市川市文化振興財団 第三十一回 新人演奏家コンクール《邦楽囃子部門》
最優秀賞 受賞。
現在、
国内外の演奏会、
舞踊会などで活動中。

スガ ワラ トモ アキ

菅原 智明 〈マカフェリギター〉

東京ミュージック& メディアアーツ尚美卒業。ロックやジャズをはじめ

様々なジャンルの演奏法・テクニック・アンサンブル・音楽理論・サウンドメイ
キングなどを学ぶ。
卒業後は自身が得意とするジプシースウィングを基盤に、
オリジナル曲の制作やライブのサポート、
定期的なジャムセッションなども
行う。
ピアノ・パーカッションとのトリオ“Retrio”
、
アコーディオンとのデュオ
“Coin de rue”でも活動中。
“World Beats School of Music”でギター
講師を務める。
アオ シカ ケン イチ

青鹿 賢一 〈マカフェリギター ・ウクレレ〉

東京ミュージック&メディアアーツ尚美卒業。
ロックやジャズなど様々な音

楽を学ぶ。
卒業後はジプシースウィングギタートリオを中心に活動。
2003 年
より“ヤマハ大人の音楽教室”ギター・ウクレレ講師として稼働中。2019 年
～20 年、
“DEAD END”のギタリスト足立祐二とのギターデュオ“YOU 鹿”
でも活動。
タ ナカ ナオ ヤ

田中 直也 〈マカフェリギター〉

ミューズ音楽院卒業。
ロックやジャズなど様々な音楽を学ぶ。
卒業後に

フク ハラ カン スイ

福原 寛瑞 〈笛〉

※都合により出演者が変わる場合がございます。

1930 年代より、ヨーロッパを中心に活躍した偉大なるギタリスト
“ ジャンゴ・ラインハルト ”から受け継がれてきた音楽“ ジプシース
ウィング ”
。当時から伝わるサウンドを基盤に、自分達ならではのアレ
ンジを取り入れ、
オリジナル・カバー曲など幅広く演奏している。

“ジャンゴ・ラインハルト”に感銘をうけ、
ジプシースウィングを始める。
ジプ
将来の成長株、可能性を秘めた原石を発掘し紹介します。
一番星となって輝くことを願って！

シースウィング以外にもジャズ、
ロック、
アコースティックなど、
都内でのライブ
やセッションで精力的に活動している。
ヤマノミュージックサロン麻布、
都内
“SOUND STUDIO NOAH”で講師としても稼働中。

