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2017. 9/30［土］18:30 開演

曽我部恵一

の

小椋佳

日

1st day

藤田尚之

た

浜口茂外也（Per） 窪田晴男（Gt）

め

阿里松慶一（Ba） 大光 亘（Dr）
矢野 誠（Pf）

イルカ

中村響子（violin） 飯田 香（viola）

を

長尾行泰（Ag）

日

奇妙礼太郎

今

2017. 10/1［日］17:00 開演

に

2nd day

郷田祐美子（cello） 矢野 誠（Pf）

は
じ

料金 ● 一般 4,500円／学生・シニア（65歳以上）4,000円《日時指定／全席指定》

め

会場 ● 富士見市民文化会館キラリふじみ・メインホール
※当日は各500円ＵＰ ※身体障害者手帳をお持ちの方は4,000円
（窓口のみ）
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平成29年度 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業

る

チケット取扱・お問合せ ● 富士見市民文化会館キラリふじみ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1803-1 TEL 049-268-7788
http://www.kirari-fujimi.com

キラリ音 楽 祭
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は
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歌われる言葉、音楽に乗って踊りだす歌。
初めて会う人だけれど、歌とサウンドの中に一緒にいるということ。
投げられた心と掴んだ心が響き合う。
歌われたフレイズが、編まれた音空間のなかで変化する。
今、遠い国の人の体の中にも、血が流れている。そのことと釣り合う音の比重。̶ 音楽監督 矢野 誠

1st day ● 2017 9/30［土］18:30 開演

2nd day ● 2017 10/1［日］17:00 開演

小椋佳

イルカ

曽我部恵一

藤田尚之

長尾行泰（Ag）

浜口茂外也（Per） 窪田晴男（Gt）

中村 響子（violin） 飯田 香（viola）

阿里松慶一（Ba） 大光 亘（Dr） 矢野 誠（Pf）

小椋 佳

郷田 祐美子（cello） 矢野 誠（Pf）
イルカ

おぐら けい

作詩・作曲家

奇妙礼太郎

1944年東京・上野生まれ。1967年東京大学卒業後、
日本勧業銀行

東京生まれ。女子美術大学に在学中からフォークグループを結成、
シュリークスを経て、

（現みずほ銀行）
入行。同行に約四半世紀勤務、浜松支店長・本店財務サービス部長

74年ソロデビュー。翌年の75年『なごり雪』
が大ヒットし、
シンガーとしての地位を確立

等を経て1993年退職。1994年東京大学法学部に再入学。
この間、1971年初LPア

する。活動45周年を経た現在も毎年コンサート活動を継続し、
ニッポン放送「イルカの

ルバム
「青春・砂漠の少年」発表。3作目のアルバム
「彷徨」
は100万枚のセールスを

ミュージックハーモニー」のラジオパーソナリティは26年目を迎えている。2004年には

日々」
「 愛燦燦」等、多数のアーティストへ作品を提供。日本レコード大賞を始め数々の
賞を受賞。作詩作曲・歌手活動の他、執筆活動や舞台創造も重ねる。1998年以降、

IRUKA

Kei
Ogla

突破。以来、
ソングライターとして
「シクラメンのかほり」
「俺たちの旅」
「夢芝居」
「愛しき

IUCN国際自然保護連合初代親善大使に就任。絵本・エッセイの執筆や、母校である
女子美術大学にて客員教授も務め、2012年からは着物のデザイン・手描き・染め・プロ
デュースを手掛けるなど活動の幅を広げている。母親でもあるイルカはこれらの活動を通

歌と語らいで綴る公演「歌談の会」、
「歌紡ぎの会」
を各地にて開催。2013年、11月遺

じて
「私達は皆、
この地球という大きな生き物に住む細胞同志である」
というメッセージ

言エッセイ
「生前葬コンサート」
を出版。同年12月最後のオリジナルアルバム『 闌

を、世代を超えた沢山の人々へ伝えている。最新作として、
イルカ45周年を経て
「今、伝

（Takenawa）』
をリリース。2014年9月NHKホールにて4日間にわたる
『生前葬コン

えたいこと」
をたっぷりと盛り込んだオリジナル・フルアルバム
「惑星日誌〜今、伝えたい

サート』、2015年全国を巡る約5年振りのコンサートツアー
「余生あるいは一周忌コン

こと〜」
（日本クラウンより2017年7月26日）
をリリース。

サート」、2016年 年男 にちなみ「老猿（おいざる）
の会」
と称し各地にて公演開催。

イルカ公式HP… http://www.iruka-oﬃce.co.jp/

2017年、
小椋佳が楽曲提供した代表的なアーティストが一堂に会し、
小椋佳の世界を
創り上げる、
まさに生前葬を終えた小椋佳を
「偲ぶ会」
さながらの贅沢なコンサート
「小椋

奇妙礼太郎

佳トリビュート・コンサート2017〜命はいつも生きようとしてる〜」
を東京と大阪にて開催。

2016年春に解散した奇妙礼太郎トラベルスイング楽団とクロスする形で、
ソロ名義で

曽我部恵一

なロックボーカリストとしての歌声とパフォーマンスの才能は、数々のTVCMで起用され

キミョウ レイタロウ

のバンド編成の活動を開始した奇妙礼太郎。弾き語りや天才バンドでも見られる多様
そかべ けいいち

1971年8月26日生まれ。香川県出身。1994年、
サニーデイ・サービスのボーカリスト/ギ
ジャーレコード会社から独立し、東京・下北沢に＜ローズ・レコーズ＞を設立。精力的なラ
イブ活動と作品リリースを続け、執筆、CM・映画音楽制作、
プロデュースワーク、DJなど、

ることでお茶の間にも届けられている。夏フェスから秋に行われた全国ツアーで披露され

Reitaro
Kimyo

タリストとしてメジャーデビュー。2001年よりソロとしての活動をスタート。2004年、
メ

たそのパフォーマンスにはソロアーティスト
「奇妙礼太郎」
としての可能性が日に日に成
熟していく様子が見られ、今後の彼から目が離せない。2017年2月には天才バンド東
名阪ワンマンツアーを敢行。6月には 3rd Album『ロミオとジュリエット』
の発売、
それに

Keiichi
Sokabe

伴う全国ツアーの開催も発表されている。 http://kimyoreitaro.com

その表現範囲は実に多彩。現在はソロのほか、
サニーデイ・サービスでのLIVEやリリース
を精力的におこなっている。最新作は6月2日よりストリーミング配信を開始した、
サニーデ
イ・サービスのNEWアルバム
『Popcorn Ballads』。

矢野 誠

http://www.sokabekeiichi.com

藤田尚之

松本 隆、筒美京平らと活動。72年、
いしだあゆみ、南 沙織、
ブレッド&バターなどの作・

ふじた なおゆき

編曲者としてデビュー。以降、喜納昌吉、吉田美奈子、矢野顕子、南 佳孝、石川セリ、

大阪府生まれ 兵庫県育ちのシンガーソングライター。去年グループの一員としてメジャー

あがた森魚らを手がけ、新たな音楽シーンを開拓。井上陽水、岡林信康、
ムーンライダー

Makoto
Yano

デビュー。今年6月からソロ活動を開始。又、
ボイストレーナー、
ダンスインストラクターとし
ても活躍中。

ズ、
ユニコーン、
サニーデイサービス等、多くのアーティストのアレンジ・プロデュースを手
がける。90年よりソロ活動を開始。99年に
『あむ』、2000年に
『あむ〜Chorusing』
を

Naoyuki
Fujita

発表。2010年ひらたよーことのコラボアルバム
『少年』
を発売。2012年4月に、国吉
良一とのキーボードDUO「ヤノクニ」
を結成。2013年には
「矢野誠+こども」
と題し、
こど
もが歌えるメロディーをテーマにライブ活動を行う。最新作に、
ひらたよーこ+矢野誠によ
る
『クレーの天使』
がある。2011年4月より、
キラリふじみアソシエイト・アーティスト。

会場 ● 富士見市民文化会館キラリふじみ・メインホール
料金 ● 一般 4,500 円

学生・シニア（65 歳以上）4,000 円

※当日は各 500 円ＵＰ ※身体障害者手帳をお持ちの方は 4,000 円（窓口のみ）

日時指定
全席指定

チケット取扱・お問合せ ● 富士見市民文化会館キラリふじみ
〒 354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬 1803-1
TEL: 049 -268 -7788
http://www.kirari-fujimi.com
保育サービス

やの まこと 《両日とも出演》

作曲家・編曲家・プロデューサー・ピアニスト。70年代初めより、鈴木慶一、細野晴臣、

対象：1歳以上未就学児
定員：5名（申込順） 料金：500円
締切：9/23
［土］ 申込：キラリふじみ TEL 049-268-7788

交通のご案内
最寄駅●東武東上線「鶴瀬」駅（池袋駅より準急で 28 分）東口より徒歩 20 分（タクシー 8 分）
東口バス乗り場
（地図乗り場❶）から東武バス
「ららぽーと富士見」行き
（10 分間隔で運行）
、
または市内循環バス「富士見市役所」行きのご利用が便利です。乗車時間約 5 分、バス停
から徒歩 3 分。
車●富士見川越バイパス「富士見市街出口」を降りてすぐ、富士見市役所隣り。
駐車場（無料）は台数に限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

チケット発売日
2017. 7/29［土］

予約・購入方法
❶ キラリふじみ 窓口 〈 9 時〜 21 時〉
❷ オンライン予約 http://www.kirari-fujimi.com
❸ 電話 049-268-7788 〈 9 時 〜 22 時〉

