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第６回たま音楽祭実行委員
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音楽祭開催に向けて！音楽祭開催に向けて！

（専修大学課題解決型インターンシップ）

＆さきっちょ
川崎出身の３姉妹アーティスト
「ちょっキんず」の次女＆三女。
「音楽のまち・かわさき」のイベント
などで幅広く活動中。

さまざまな音楽との出会い、地域の人との触れ合いを大事に毎年音楽祭を開催してきました。
皆さまのご支援、ご協力により本日音楽祭を開催することが出来ました。有難うございます。
私たち実行委員会は幅広い世代のボランティアの区民、学生１8名で構成され、今年５月より
準備を進めてきました。地域の皆さんにジャンルを超えて素晴らしい音楽を聴いて頂きたい、
そしていろいろな世代の人に音楽祭を楽しんで頂きたいということをモットーに企画を練って
きました。
活動を通じて実行委員どうしがお互いを知り、協力し、学び、そして改めて音楽の楽しみを発見
したことが何よりの喜びでした。
今年も複数のステージで、地域の素晴らしいミュージシャンの音楽を楽しむことが出来ます。
また親子で楽しめる体験企画を新たにワークショップルームとしてご用意しました。音楽を奏
でる人、そして聴く人が一緒に生の音楽を楽しみ、触れ合うことが出来るこの”たま音楽祭”を
一緒に楽しみましょう！

第６回たま音楽祭実行委員一同

平成28年12月3日（土）



プログラムプログラム

メインステージメインステージ

迫力の演奏をゆったりと楽しめるステージ

全ステージの出演者・司会者・スタッフが大ホールに集結！
会場の皆さんと一緒に「上を向いて歩こう」を大合唱します！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テーマソング　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が完成！みんなで歌いましょう！

たま音楽祭

フィナーレ

＜２階  大ホール＞ ＜１階  アトリウム＞ ＜１１階  会議室＞ ＜３階  大会議室＞

専修大学フィルハーモニー管弦楽団専修大学フィルハーモニー管弦楽団

アダンカルテットwithダンスアダンカルテットwithダンス

jajajaja

多摩高校合唱部多摩高校合唱部

Sereno Ensemble with 岩城直也×CloverSereno Ensemble with 岩城直也×Clover

アトリウムステージアトリウムステージ

多彩なパフォーマンスで盛り上がるステージ

KABUKI ageKABUKI age

ざらきprojectざらきproject

山川こうたろうwith麺鉄音山川こうたろうwith麺鉄音

anchang projectanchang project

Team Comp-Team Comp-

リリィ・ヒル・ハワイアンズリリィ・ヒル・ハワイアンズ

バンドステージバンドステージ

ライブハウスさながらの熱気あふれるステージ

Back PackerBack Packer

Drifting CanonballsDrifting Canonballs

あかつきあかつき

東京モダンプレイボーイズ東京モダンプレイボーイズ

The Silver GentlyThe Silver Gently

ワールドステージワールドステージ
＜３階  視聴覚室＞

ワークショップルームワークショップルーム

じっくりとさまざまな音楽が楽しめるステージ

KalavinkaKalavinka

多摩高校ギターアンサンブル部多摩高校ギターアンサンブル部

かんたん亭かんたん亭

うたうやまねこうたうやまねこ

Maikai OhanaMaikai Ohana
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その他企画その他企画

手作り楽器工房
～楽器を作って音を楽しもう～
日用品で楽器を作って演奏しよう！
いろいろな手作り楽器の展示も
あります。

作れる楽器
プララッパ･牛乳パックギター･
プラマラカス

展示手作り楽器
ウォーターベル・ペットボトルギター・
ペットボトルギロ・プラ太鼓

世界のめずらしい楽器がたくさん
展示されます。触って、演奏して、
どんな音か聴いてみよう！

「音」や「音楽」をテーマにした川柳を展示します。
集まった作品を展示するほか、受賞作品の発表も！

受賞作品発表・・・15：00　アトリウムステージ前

「あなたにとって音楽とは」をテーマに、
たくさんのメッセージをお寄せください！
ボードをにぎやかに飾ろう♪

＜１階 アトリウム＞

＜１階 アトリウム＞

Team Comp-の楽しい打楽器体験

川柳コンテスト作品発表

みんなで飾ろう♪メッセージボード

多摩区にあるおすすめスポットを地図にして紹介！
新発見のお店があるかも！？

多摩区お散歩ＭＡＰ

テーマソング披露

「彩るよあなたの世界」

私たちは年２回の演奏会、学内の
行事での演奏などの活動をして
います。本日は管弦楽団を構成す
るピアノ・弦楽器・木管楽器からな
る７つの組み合わせによるアンサ
ンブル演奏を行います。

神奈川・東京を中心に活動してい
るゴスペル・コーラスグループで
す。常にいいもの、楽しいものを
創りあげようと日々奮闘中！美し
いハーモニーとパワフルなステ
ージを！

奄美大島のシマ唄や屋久島の古
謡など南西諸島の唄とjazzの出
会い。地元多摩区在住のミュージ
シャンの素晴らしい演奏、万葉の
言葉が残る奄美の唄の美しさ、そ
してタヒチアンダンサーの参加で
のダンスなど、様々な角度から南
の島の世界観を楽しんでいただ
けたらと思います。

2006年2月ホリプロよりメジャー
デビュー。国内外で幅広くライブ
活動を行う。ソプラノ・サックスを中
心としたオリジナルのメロディー。
ヨーロッパでのツアー・公演も成功
させ、毎年精力的に日本全国ツア
ーを展開中。

私たち合唱部は、創部60年という
伝統を持つ、合唱を愛する人が集
まる部活です。コンクールや定期
演奏会の他にも地域の人とのつな
がりを大切に日々活動をしていま
す。高校生らしい爽やかな歌声を
お楽しみ下さい。ステージ後半に
は、メインステージ出演の”Sereno 
Ensemble"の素敵なストリングス
をバックに歌います。

前回は別々のグループとして出演
しましたが、なんと今回はコラボレ
ーションが実現！弦楽アンサンブ
ル、ピアノの美しい響き、ボーカル”
せいら”の心に染み渡る歌声と、”ダ
イジー”の魅惑的なギターで大ホ
ールを鮮やかに彩ります。最後の
曲では多摩高校合唱部のコーラ
スも加わり、あの名曲を歌い・演奏
します。お楽しみに！

「ざらきちゃん」を中心とした音楽
ユニット！当日はざらきちゃん（ピア
ノ）、エリちゃん（ピアノ）、ミカちゃ
ん（オーボエ）の３人でお送りしま
す。独特の世界観で見て楽しい、
聴いて楽しい、わくわくするコンサ
ートをお見逃しなく！

オリジナル楽曲と懐かしのJ-POP 
ミュージックのカバーをレパート
リーにもち、ハイトーンボイスと
バラード演奏でライブ会場を魅
了するおやじデュオ！首都圏各地
で活動中！2016年第一興商おや
じフェスティバル準グランプリ受
賞。

日本列島から奄美～宮古・八重
山・与那国～台湾～太平洋へと、
島を訪ねては声によるプリミティ
ブな唱和の楽しさを、三線、和洋
楽器とともに追求しています。

メンバー全員が幼少の頃よりクラ
シックの専門教育を受け、在学
中、卒業後より演奏活動、作・編曲
活動を行っています。クラシカル
な音楽だけでなく、様々なジャン
ルの音楽を取り入れ幅広いレパ
ートリーを持つ実力バンドです。

地元稲田堤を中心に活動！楽しく
演奏し多くのお客さま方に喜んで
いただいています。ハワイアン、
ラテン、ジャズなどの曲を、フラダ
ンスを交え演奏します！

2回目の参加です。メンバーも
楽曲も一新して2016年2月東
京マラソン街頭応援ライブより
「Honey moon tour」をスター
ト。全３公演のラストがたま音楽
祭でむかえられることを楽しみ
にしています。

バンド結成8年目。アメリカ白人
の伝統音楽を学生時代（５０年
前）にやっていて、あるきっかけ
で稲田堤に集まるようになりまし
た。活動場所は川崎、横浜、東京
各地。昨年はBSTVにも出演を果
たしました。

ボーカル無しのいわゆるインス
トゥルメンタルバンドです。アニ
ソン・ボカロ曲を中心にジャズ、
ラテン、映画音楽、ポピュラー等
ジャンルを問わず演奏していま
す。それぞれの楽器の音色を聴
いて楽しんで頂ければと思いま
す。

気の合う仲間たちと、1972年に
サークルとして結成し、余暇を利
用しながら活動を続けて早や44 
年。結成当時はオリジナルを中
心に活動、更に1991年頃から
JAZZ を取り込み、現在、年数回
程度の活動を介護施設、飲み屋
さん、イベント会場で行っていま
す。

10代の頃のリバプール時代の
粗削りだが上手さをちらつかせ
たロックンロール。そしてビート
ルズとして衝撃的なデビューを
飾った初期の楽曲をカバー。４人
とも耳で音源を確認し、忠実に
再現することを目標に集まった
平均年齢６０歳の懲りないおやじ
達です。

雅楽はアジア諸国と日本の舞や
音楽が融合して10世紀頃に完
成し「世界最古のオーケストラ」
と言われています。中心となる
楽器は、「笙」、「篳篥」、「龍笛」の
三管です。今回は主旋律の「篳
篥」と、最も雅楽らしい音色の
「笙」で演奏します。

多摩高校ギラーアンサンブル
部、略してギタサンです。基本的
に７種類のギターを使って合奏
します。クラシックギターならで
はのやわらかな音色をどうぞお
楽しみください。

昨年度創設された昭和音楽大
学公認の合唱・アンサンブルサ
ークルです。音楽ジャンルにとら
われず合唱・オペラ・オペレッタ
そしてポップスさらにダンス
も！！？進化し続けるかんたん亭は
見逃せません！

東京、神奈川のライヴハウスを
中心に活動中。山や川、風や土、
そして海。風景が浮かぶような
歌、そして猫の気持ちをピアノ
に乗せて歌っています。１st 
Single発売中。

NPO法人高津総合型スポーツ
クラブSELFで実施している「フ
ラ＆ウクレレ教室」で活動を行っ
ています。小学生から高齢者ま
で、幅広いメンバーでハワイア
ン音楽とフラダンスを楽しんで
おります。

多摩区総合庁舎 会場案内図多摩区総合庁舎 会場案内図

・バンドステージ
・レストランたま（営業中）

・ワールドステージ
・ワークショップルーム

・メインステージ
（オープニング・フィナーレ）

・アトリウムステージ　・本部
・川柳コンテスト　・メッセージボード

 

 

たま音楽祭のテーマソング

「彩るよあなたの世界」が完成！

みんなで歌おう♪

１６：５０頃にホールに集まってね！

11階「レストランたま」営業中！

11時～14時までお食事できます。お立ち寄りください！！
（食べ物のお持込はご遠慮ください。）


