第５回

出場者各20分の真剣なステージ…

各部門、大賞・特別賞・聴衆賞の表彰があります。
詳しくは裏面をご覧ください。

予備審査を通過したアーティスト各6組の企画公演を是非会場でお楽しみください。
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川津 俊弥
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一般部門

13:00
13:30

柴田 樹

坂田 飛鳥

牛島 のりこ

GLAM SWING

Amie Saxophone Quartet

箏語りユニットつむぎ

16日

15日

ゲスト

音楽療育研究グループ くまの子会

ゲスト

（第4回ﾁｬﾚﾝｼﾞ部門大賞受賞）

楠田 美保

（第4回一般部門大賞受賞）
未就学児も入場可能です。

130 -932

130 -927

お菓子の香梅・KINKEI FARM・明和不動産・大谷楽器・崇城大学
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第５回

M.V.S

牛島 のりこ

【ゴスペル】

公演企画タイトル 『Sing Out Our Joy！
！
！』 −喜びを歌に載せて−
2015年12月MVS Mass Choir（男女混合聖歌隊）から選抜され誕生したゴスペルグループで

ど、実績を重ねています。熊本県内外でイベントやブライダル出演などの活動も行っていま

らポップスまで、場所やジャンルを問わず、様々な場所で演奏活動を行っている。

段は様々な職業に就いていますが、
ゴスペルをこよなく愛する気持ちと歌の力でその垣根

オハイエ御船、中学校伴奏川口小学校訪問演奏伴奏、料亭火の国ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝｲﾍﾞﾝﾄ伴奏、

す。結成以降、全国の様々なコンテストに出場し、2016年より3年連続でノミネートされるな

6歳からピアノを始める。現在、ピアノ講師をする傍ら、
ソロからサポートまたはクラシックか

す。2017年2月に初単独ライブを開催し好評を得ました。
メンバーは県内各地に在住し、普

ピアノ講師、ピアノ伴奏を中心に熊本を中心に活動、平成音大「音楽の日」ゲスト演奏伴奏、

を越え、団結して活動しています。

梅田 麻琴

「第32回熊日学生音楽コンクール最優秀賞」
「第6回フッペル鳥栖3位」
「第54回犬童球渓顕

彰音楽祭コンクール優秀賞」2012年音のコンクール2位・聴衆賞」
「第15回九州音楽コンク

【童謡】

ール一般部門銀賞」

柴田 樹

公演企画タイトル 『ようこそ！童謡の世界へ』 皆で一緒に歌いましょう
2歳の頃より、NPO日本国際童謡館に所属。大庭照子館長をはじめ、専属歌手そがみまこ氏

も金賞をはじめ、最優秀賞を獲得し、
さらなる成長を目指し頑張っています。

熊本私立熊本中央高等学校2年（普通科・芸術創造コース音楽専攻）在学中、高校の芸術（
音楽）
コースで、音楽の基本を学んでいます。

ローマン・ラマシュカ・イリン

【歌】

（Roma Ramashka llin）

公演企画タイトル 『星の男の子』 〜歌やアートを通して、魂を表現したい〜
ウクライナ出身でイスラエルに移住後、
日本の自然農法に興味を持ち、2014年に来日しまし
た。現在はスポーツインストラクターをしています。イスラエルでは、俳優として映画に出演
したり、歌の勉強をしていたこともあり、日本でも機会があればステージに立ちたいと思っ
ています。

岡村 瑠華

【ピアノ】

公演企画タイトル 『THE CHOPIN』

5歳からピアノを始める。さいたピアノコンクール受賞者記念コンサート出演。八代青少年
音楽コンクール 中学生の部 、銀賞。九州音楽コンクール中学生の部、銀賞。高校課題曲の部

、
自由曲の部 銀賞。第34回熊本県高等学校ピアノコンクール、金賞。第5回ブリランテオータ

ニ音楽コンクール、金賞。受賞者記念コンサート出演。想いを届けられるようなピアニスト

を目指して勉強中。ピアノを大村純子、光永育、石井弓子、マティアス・キルシュネライトの各
氏に師事。

【パーカッション】

公演企画タイトル 『RAV DRUM』
RAV DRUMを用いた、癒しのオリジナル曲・即興演奏。

に師事。現在は、
「アルエット」
という女の子6名のグループでも活動。個人でも、老人施設や

イベントでの公演にも出演。子どもの歌コンクールや、音楽フェスティバル（コンクール）で

出
演
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

【ピアノ】

公演企画タイトル 『piano スクリーンミュージック！』
〜心に残る映画やドラマ音楽をあなたに〜

出
演
順
で
は
あ
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ま
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ん
︒

中学校卒業と同時に、深く音楽を学びにMI JAPAN 福岡校へ入学。同校では山部三喜男、パ

ンテーン中嶋、Changの各氏に師事。6年間、自己のグループやサポート等で活動し熊本へ

拠点を移す。現在は県内外でRAV DRUMを用いたソロ活動やユニット、様々なアーティスト

のサポート、
レコーディングをはじめディスコパーカッション、
フラメンコや舞台、
クラシック
音楽、
アイルランド民謡の共演も積極的に行っている。

「Music for ASO 2016 supported by ap bank」など、多数の出演実績あり。

坂田 飛鳥

【シンガーソングライター】

公演企画タイトル 『今日、
そして明日。』
明日は良い日になるという想いを込めています。
熊本県出身。1月16日生まれ。

現在熊本を中心として、ピアノ演奏、
シンガーソングライターとしてフリーランスで演奏活動

を行っている。主にアーティストのライブサポートやBGM演奏を務め、熊本市の南区に位置

する済生会病院内のレストランCARNA（カルーナ）にて、定期的にBGM演奏を務めている。

ピアノ、ギター、パーカッションなど様々な楽器を使い、マルチに演奏活動を行っている。

GLAM SWING

【タップダンス・ピアノ】

公演企画タイトル 『タップとジャズからの心伝達GLAM SWING』
熊本地震復興の中の出逢いと絆から生まれた

GLAMSWING

TAP

dancer

TAKEOと

JAZZPIANIST RENによるTAPとJAZZのそれぞれの世界で即興表現を重視しパフォーマンス

してきた2人の出逢いから生まれた舞音ユニット
《glam swing》日本と熊本と人間の魂と心

川津 俊弥

【トロンボーン】

公演企画タイトル 『やればできる！勇気と希望を！』
トロンボーンの様々な音色をクラシックやポピュラーの曲に乗せて奏でます。
14歳よりソロコンクールに挑戦。同時に柏尾剛徳氏に師事。

自閉症スペクトラムという障がいを持っています。

「第26回日本クラシック音楽コンクール全国大会最高位」
「第21回ＪＢＡソロコンテスト全
国大会優良賞」 他、入賞多数。

をタップダンスと多種な音楽で切り出し表現する世界は観る方に笑顔と心の躍動という感
動やハッピーを届けたく活動をしている。

Amie Saxophone Quartet

【サックス】

公演企画タイトル 『サクソフォーンで熊本を元気に』
現役の音大生が皆さんを笑顔にします！
！
！

東京音楽大学3年生により結成されたサクソフォーン四重奏団。

○2018年３月 オハイエくまもととっておきの音楽祭出演

メンバー全員、小串俊寿門下生。
フランス語で、”友”という意味を持つ”Amie”に基づき、同じ

○2017年11月 月足さおりコラボピアノリサイタル

いという志を持ち活動する。福祉施設やブライダル会場などのアウトリーチ活動や演奏会

○2018年1月 熊本市障がい者成人式ゲスト演奏

楽器を専攻する”友・仲間”として互いを尊重し合い、切磋琢磨しながら１つの音楽を作りた

など

熊本県立ひのくに高等支援学校卒業。現在、就労継続支援Ａ型事業所にて就労中。２０歳。

MATUKYOU

【Beat Box】

公演企画タイトル 『Human Music in mouth』
様々な音楽ジャンルをHuman Beat Boxでパフォーマンスします！
！

○若っ人ランド出演
○刻士無双ベスト8

○ロックンロールハイスクール出演

○Boots北九州バトルAベスト８

○T-1フェスタ3位

箏語りユニットつむぎ 【箏・フルート・朗読・バレエ】
公演企画タイトル 『箏語り〜つるのおんがえし〜』

口だけ音楽を奏でるHuman BeatBox、最近は全国各地で大会も開かれていて人気が上が

っている注目のパフォーマンス。様々なジャンルの音楽を口だけで奏でる。

への出演、
リサイタルコンサートを実施。

これまでに室内楽を小串俊寿、波多江史朗、原博巳の各氏に師事。

幼少より同じ師に学んだ者達で、2012年に箏曲ユニット琴梨（ことり）を結成。

以後、パーティーでのレセプション演奏や、寺社にての奉納演奏、及び自主企画コンサート
などを中心に演奏活動をしております。絵本の世界を箏の演奏にのせて楽しんでいただけ
たらきっと面白い！という想いで、
「箏語りユニットつむぎ」
として花さき山・つるの恩返しな

どに挑戦。今回は、
ダンサーの春日遥香さん、
フルート奏者の北崎ひろみさんをお迎えして
「
つるの恩返し」を表現いたします。
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本公演出場者の中からチャレンジ部門・一般部門、各以下の賞を決定します。
※審査委員の選考により決定（賞状、楯、賞金、受賞者記念コンサート出演等の副賞あり）
※審査委員の選考により決定（〃）
※お客様の投票により決定（〃）

公演終了後にお客様から聴衆賞シートの回収を行います。
ご協力をお願いいたします。
その後、表彰式（大賞・特別賞・聴衆賞の授与）、審査員講評があります。

※会場の駐車場には台数や駐車制限等がございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

