アイワ不動産グループ チャリティコンサート

Smile! Smile!! Smile!!!
2018年

11月20日 火

開 場1 8：0 0 ／ 開 演 1 8：30
会

場： 静岡音 楽 館 A O I 8 階ホール
静岡市葵区黒金町1 番地の9

チャリティ入 場 料：3 , 0 0 0 円（全席自由席 ）

第一部

風の章

風

KAZE

6

vol.

ス マ イル ! ス マ イル ! ! ス マ イル ! ! !

〜 子どもた ち の 未 来 へ 〜
「子どもたちの未来を、笑顔であふれる未来にしたい。」
「人と人のつながりの中で想いを届ける時、そこに笑顔があるように。」
チャリティコンサートを通じてご賛同いただく皆様と私たちの想いが、
未来を担う子どもたちの笑顔につながるように、
震災復興に希望を持つ皆さん、
そして静岡で暮らす子どもたちの笑顔につながるように、
想いをより一層強く持ち、実施してまいりたいと考えております。
笑顔あふれるチャリティコンサートにしたいと思います。
ご賛同のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

第二部

月の章

月

TSUKI

コンサート収益金は震災復興応援並びに静岡の子どもたちのために寄付いたします。
主催：アイワチャリティコンサート実行委員会（アイワ不動産・アイワマネージメント・アイワホームサービス）
協 賛：
後 援 ： 静岡県、静岡市、
ライオンズクラブ国際協会（334-Ｃ地区2Ｒ4Ｚ）、大槌ライオンズクラブ、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、
テレビ静岡、76.9ＦＭ-Ｈｉ!

アイワ不動産グループ チャリティコンサート

Smile! Smile!! Smile!!!

6

vol.

〜子どもたちの未来 へ〜

国内外で活 躍するアーティストの競演。
和太鼓と琵琶による優雅で繊細なステージをお届けします。

風の章

第一部

太鼓奏者

はせ みきた

はせみきた（和太鼓）

KAZE

風

静岡県沼津市出身。幼少より
「黄瀬川太鼓育成保存会」
に
て和太鼓に親しむ。静岡大学教育学部在学中にサークル
「龍韻太鼓」
を創立。2000年よりプロ演奏家としての本格的
な活動を開始。太鼓ユニット
「ようそろ」
を結成、解散までの16
年間、舞台の構成・演出を手掛ける。太鼓ソリストの第一人
者･林英哲に師事。師の作品創作に関わりながら、国内外の
大舞台に立ち、表現者としての研鑽を積む。
現在は独奏者として、意欲的にオリジナル作品を創作し、国
内外でコンサート・ライブ活動を展開。加えて、
イベントのプロ
デュース、国内外の太鼓チームへの楽曲提供／指導、学校
公演／教室／ワークショップなども精力的に行っている。箱
根の麓に稽古場を構え、音楽・パフォーマンスの両面から和
太鼓の可能性を追求。音楽性の高い演奏と、林英哲師直伝
の大太鼓の打ち姿には定評がある。

◆ 近年の主な活動：
阿部サダヲ主演舞台『八犬伝』(2013)。
テレビ朝日
「題名のない音楽会」葉加瀬太郎・上妻宏
光らと共演(2013)。市川海老蔵自主公演『ABKAI2014』(2014)。
ファーストソロアルバム
『オト
ダマ』をリリース(2014)。指揮者・西本智実と共に南米3ヶ国にて各地のオーケストラと共
演、和太鼓協奏曲「飛天遊」
でソリストを務める(2015)。世界遺産となった富士山本宮浅間
大社の本殿にて奉納演奏(2016)。米国「East Coast Taiko Conference」
日本からの特別講
師として参加(2017)。宮本亜門企画構成「東京2020文化オリンピアードナイト」ギター
MIYAVI、
ダンス大前光市、
ヴォーカル鈴木瑛美子、ゆず等と共演(2017)。
◆ 公式ホームページ：http://granbeats.com/

第二部

月の章

坂田美子（琵琶）

1978年、琵琶と出会い半田淳子に師事。10年間指導を受け
た後、独自の演奏活動を開始。語り物と器楽の両面を併せ持
つ琵琶音楽の可能性に魅かれ、古典曲から現代曲まで幅広
く活動中。
「坂田美子の琵琶一夜」
と題したリサイタルをシリーズで行
い、現代語を取り入れるなどの弾き語り曲の創作発表に精力
的に取り組む。
オリジナル曲を中心としたCDアルバム
「琵琶う
たものがたり」
「壇ノ浦〜安徳天皇入水」
をリリース。
また、
ロシ
ア、
フィンランド、
イタリア、
フランス、
オランダ、
ドイツ、
イギリス、
ア
メリカ、
インド、韓国、中国、
タイ、
メキシコ、
オーストラリア、マ
レーシア、
シンガポール、
ミャンマー、ベトナム、
ボスニア、
クロア
琵琶奏者
チアなどの海外公演に参加。国内では鬼太鼓座、鼓童、
山本
寛斎、坂田明、
中村メイコなど他分野のジャンルのアーティス
トやオーケストラとの共演も行い、冨田勲、神津善行、
ヤドラン
カ、姫神、小椋佳などのCDにも参加。
またテレビ、
ラジオへの
出演、演劇や映画音楽などでも演奏。
邦楽器と歌の可能性を追求するユニット びかむ を結成し、琵琶歌、民謡、子守唄などの
アレンジ曲やオリジナル曲、音楽物語などを多数発表。これまでにCDアルバム
「七つの
海」
「今は昔、竹取物語」
「そてつの実のように」
をリリース。
また平成21，22年度の文化庁
による巡回公演事業として、びかむ で各地の小中学校にて学校公演を行う。
フランスの
シャイーヨール音楽祭に参加。最近では作詞の分野にも力をいれ、NHKTV「新日本紀行
ふたたび」
のテーマ曲
（冨田勲作曲）
の作詞と歌を担当している。びかむ のメンバー稲
葉美和とともに、心に響く日本の歌作りを目指したオリジナル曲の創作発表を積極的に
行っている。

坂田 美子

コンサートフラメンコギターの世界

アイワチャリティコンサート実行委員会

主催実績

長尾春花ヴァイオリンリサイタル
会場：静岡音楽館AOi
出演：長尾春花（ヴァイオリン）
・前田拓郎（ピアノ）
静岡新聞社・静岡放送「愛の都市訪問」へ
義援金 合計７３７,２１１円

Smile！ Smile!! Smile!!!

２０１０年４月１６日
（金）

会場：しずぎんホール ユーフォニア
出演：ホセ・マヌエル・カーノ
（フラメンコギター）
・吉川二郎
（フラメンコギター）野口久子（フラメンコギター）
静岡新聞社・静岡放送「愛の都市訪問」
２２９,１８４円
スペイン国テロリズム被害者協会 ２３０,０００円
義援金 合計４５９,１８４円

会場：静岡音楽館AOi
出演：長尾春花（ヴァイオリン）
・前田拓郎（ピアノ）
静岡新聞社・静岡放送「愛の都市訪問」350,000円
タミヤ奨学会350,000円
義援金 合計７００,０００円

音楽のタネ

アミスタッ
会場：静岡音楽館AOi
出演：ホセ・マヌエル・カーノ
（フラメンコギター）
・吉川二郎
（フラメンコギター）
・野口久子（フラメンコギター）
２０１２年１１月２７日
（火）
会場：かみよ稲穂館（岩手県大槌町）
大槌町へ義援金 合計１,５４６，
８５８円

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.3

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.2
２０１４年１１月１９日
（水）

会場：静岡音楽館AOi
出演：はせみきた
（太鼓）
・山田路子（篠笛）
・
鈴木裕子（二胡）
・渥美御友季（ピアノ）
２０１４年６月１日
（日）
会場：浄土宗大念寺（岩手県大槌町）
出演：はせみきた
（太鼓）
・鈴木裕子（二胡）
大槌町へ義援金 合計１,７７０,８８１円

会場：静岡音楽館AOi
出演：長尾春花（ヴァイオリン）
・鈴木裕子（二胡）
・
コレギウム・ムジクム静岡（管弦楽団）
大槌町へ義援金 合計１,３９７,３５０円

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.4

２０１２年１１月２４日
（土）

出演：ようそろ
（はせみきた・岡田寛行）
・山田路子・
藤舎理生・坂田美子・長尾春花・
コレギウム・ムジクム静岡
大槌町へ義援金 合計1,703,034円
【主催】
ライオンズクラブ国際協会334-Ｃ地区 2Ｒ4Ｚ5ＬＣ

２０１３年１１月１４日
（木）

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.5

２０１6年9月６日
（火）

２０１7年9月29日
（金）

会場：静岡音楽館AOi
出演：はせみきた
（和太鼓）
・林 正樹（ピアノ）
岩手県大槌町７００，
０００円
ＮＰＯ法人カタリバ・大槌臨学舎５００，
０００円
ＮＰＯ法人静岡市里親会家庭支援センター５００，
０００円
静岡市子ども食堂ネットワーク２００，
０００円
義援金 合計１，
９００，
０００円

会場：静岡音楽館AOi
出演：長尾春花（ヴァイオリン）
・鈴木裕子（二胡）
岩手県大槌町７００，
０００円
ＮＰＯ法人カタリバ・大槌臨学舎５００，
０００円
ＮＰＯ法人静岡市里親会家庭支援センター５００，
０００円
静岡市子ども食堂ネットワーク3００，
０００円
義援金 合計2，0００，
０００円

チケットお問い合わせ

長尾春花ヴァイオリンリサイタル

2004年８月２０日
（金）

2012年2月18日
（土）

2011年９月１５日
（木）

月

TSUKI

アイワチャリティコンサート実行委員会

２０１5年10月６日
（火）
会場：静岡音楽館AOi
出演：ホセ・マヌエル・カーノ
（フラメンコギター）
・吉川二郎
（フラメンコギター）
・野口久子（フラメンコギター）
大槌町へ義援金 合計１,７１０,０００円

アイワ不動産グループチャリティコンサート
寄付金に関するお知らせ
チャリティコンサート開催にかかる諸費用のうち、出演者に
関する出演料、交通費、会場費は株式会社アイワ不動産ホー
ルディングスが負担いたします。お客様にご購入頂いたチャ
リティコンサートチケットの売上代金より、コンサート運営費
を差引いた全額が「コンサート収益金」として寄附されます。

〒420-0034 静岡市葵区常磐町１丁目８番地の６ 株式会社アイワ不動産ホールディングス内

☎ 054-253-2811（代）
contact@aiwahd.com

