
東京エレクトロン韮崎文化ホール会
場

主　　催：東京エレクトロン韮崎文化ホール　公式HP：https://www.nirasaki-bunka.jp/
後　　援：韮崎市教育委員会　企画制作：トールツリー（株式会社ケイミックスパブリックビジネス）
お問合せ：東京エレクトロン韮崎文化ホール TEL.0551-20-1155　 FAX.0551-22-1919　〒407-0002 山梨県韮崎市藤井町坂井205番地

　　■感染症拡大防止のためご来場の皆様へのお願い■
　　①ご来場時に検温をさせていただき37.5度以上ある方や咳などの症状のある方は、ご入場をお断りさせていただきます。
　　②マスクの着用、こまめな手洗い・手指消毒へのご協力をお願いいたします。
　　③万一感染が発生した場合に備え、来場者カードのご記入をお願いいたします。
　　※体調のすぐれない場合はご来場をご遠慮ください。
　　※感染症の状況により中止となる場合があります。事前にご確認の上ご来場ください。

 感染症対策
・定時消毒実施
・前後左右空席
・常時換気など

〈大ホール〉
13:00開場 13:30開演

〈大ホール〉
13:00開場 13:30開演

出演：春風亭弁橋、出前歌声ミレー＆SAYO、松田兄弟、
藤原右裕、ちゃみたくジュエット、ピミエンタ（出演順）
観覧方法：当日「登録カード」に名前・電話番号を記入しご入場
ください（定員 500 名・密にならないよう配席します）。

出演：春風亭弁橋、出前歌声ミレー＆SAYO、松田兄弟、
藤原右裕、ちゃみたくジュエット、ピミエンタ（出演順）
観覧方法：当日「登録カード」に名前・電話番号を記入しご入場
ください（定員 500 名・密にならないよう配席します）。

（約180 分）

「ライブパフォーマンスコンサート」「ライブパフォーマンスコンサート」

「アーティストアーカイブス」に登録中の韮崎にゆかりのあるみなさんによる
パフォーマンスショー。ピアノ、フルート、民族楽器、ギター演奏から落語まで
幅広いジャンルのパフォーマンスをお楽しみください。
※出演時間の目安はチラシ裏面またはホームページでご確認ください。

出演：なおやマン（佐久市子ども未来館 館長）＆しま：アイ
参加方法：ホール窓口で入場整理券を配ります（お一人様２枚まで・９月１８日（土）より）
　定員 150 名・参加は 4 歳より（小学３年生以下は要保護者同伴）

出演：なおやマン（佐久市子ども未来館 館長）＆しま：アイ
参加方法：ホール窓口で入場整理券を配ります（お一人様２枚まで・９月１８日（土）より）
　定員 150 名・参加は 4 歳より（小学３年生以下は要保護者同伴）

〈小ホール〉
9:30開場 10:00開演

〈小ホール〉
9:30開場 10:00開演

「まっくらやみのおひさまパーティー」「まっくらやみのおひさまパーティー」

太陽の光をためて生活している「おひさま妖精」から、光るアイテムをもらったよ︕
みんなも、おひさまアイテムをつくって、光をためて、真っ暗闇でパーティーを楽しもう︕
親子で楽しんでいただける参加体験型エンターテインメントワークショップです。

※東京エレクトロン韮崎文化ホールでは 「感染症拡大予防ガイドライン」 に基づいて対策を講じ  催しを開催しています

10/232021入場
無料

（約６０分）

土

※当日使用するアイテムと形状などが異なる場合がございます。ご了承ください。

～子どもとアーティストにエールを！～～子どもとアーティストにエールを！～～子どもとアーティストにエールを！～～子どもとアーティストにエールを！～

  ※内容が変更になる場合がございます。 ご了承ください。

要整理券

予約不要



「ライブパフォーマンスコンサート 」（大ホール・時間は目安です）「ライブパフォーマンスコンサート 」（大ホール・時間は目安です）

「まっくらやみのおひさまパーティー」（小ホール 10：00 ～）「まっくらやみのおひさまパーティー」（小ホール 10：00 ～）

出演者プロフィール
＆出演タイムテーブル

講師：<なおやマン（島崎直也）＞ 
「毎日の当たり前をワクワクに」する、ヘンテコな世界観のショーやワークショップを全国各地で展開中！
第１回、第２回キッズワークショップアワード優秀賞受賞。sakumo佐久市子ども未来館 館長。
東京都出身。2003年に転職のため、軽井沢に移住。現在、ハイキング好きな妻、歴史好きな12歳長男、昭和ヒーロー好き
な4歳次男の4人で、軽井沢の小さなログハウスに暮らしている。
学習院大学理学部化学科卒業後、東京ガス（株）環境エネルギー館インタープリター（教育プログラムの企画実施）を経
て、2004年にケミカルエンターテインメントを設立。

全国各地で、「毎日の当たり前をワクワクに」する、こども向けのステージショーやワークショップを展開中。
 教育施設スタッフや教職員の研修、教育施設の竣工事業（環境省 全国地球温暖化防止活動推進センターストップおんだん館、東京ガスが
すてなーになど）なども行っている。
2008年：2007年度エネルギー・コミュニケーター奨励賞受賞（主催：経済産業省資源エネルギー庁）。2010年：第１回キッズワークショップア
ワード優秀賞受賞。2011年：第2回キッズワークショップアワード優秀賞受賞。2019年：環境省 第7回グッドライフアワード実行委員会特別賞
「子どもと親子のエコ未来賞」受賞。・こどもヘンテコまほうラボ所長　・こども環境学会2021年大会（長野県）実行委員長　・佐久大学 信
州短期大学部 福祉学科 子ども福祉専攻 非常勤講師（2021年～）・軽井沢町社会教育委員（2020年〜）・軽井沢22世紀風土フォーラムま
ちづくり活動支援部会委員（2020年～）・国立科学博物館サイエンスコミュニケータ養成実践講座 講師（2015年〜）・群馬大学教育学部 非
常勤講師（教員養成実地指導講師）（2015年年度）・軽井沢中部小学校 発明科学クラブ 講師（2005年〜2017年）・NPO法人CANVASフェ
ロー　・ワークショップ知財研究会 メンバー　・文化庁主催 令和2年度ミュージアム・マネジメント研修 修了（2021年） など
所属学会など：・こども環境学会　・日本保育学会　・日本こども学会　・日本サイエンスコミュニケーション協会

4.< 藤原 右裕＞15 ： 00 ～
生年月日 ： 1988 年 3 月 15 日
出身 ： 山梨県韮崎市 ( 現在は東京在住 )
調理師と栄養士の資格を持つ異色のシ
ンガーソングライター。 2008 年に活動

をスタート。 過去には 5 枚のアルバムリリースや山梨 ・ 東京 ・
長野 ・ 静岡でのワンマンライブツアーと精力的に活動を続ける。
まるで絵本から文学作品までが並ぶ図書館のように紡ぎ出さ
れたバリエーション豊かな楽曲が魅力。
ライブでは真面目に誠実にひたむきに丁寧に優しい声でまっす
ぐに想いを届け、 聴く人の心を柔らかく温かく包む。

2.<出前歌声ミレー＆SAYO＞（稲葉美鈴） 14 ： 00 ～
韮崎市内で音楽教室を開きながら演奏活動をして
いる。 出前歌声では県内に住む国立音楽大学同期
の仲間と活動し、 間もなく 5 年目を迎える。 甲府
市内公民館講座 講師 / カルチャーセンター講座や
まなし歌声ハート倶楽部 月 1 回開催 30 回を超す
■ メッセージ

音楽は聴くより演じた方が断然楽しいです。 歌なら誰でも気軽
に演者になれますし、 皆で歌えば楽しさ倍増します。 途中私
たちの演奏も組み入れながら、 コンサートを楽しみましょう。

3.<松田兄弟＞１４：３０～
私たちはブギウギピアノ連弾ユニッ
トの［松田兄弟］です！見て楽しい聞
いて楽しい、一緒に歌って踊って楽し
い演奏会で、小さなお子さまからお
母さんお父さん、おじいちゃんおば
あちゃんまで楽しんでいただいてお
ります！演奏会を通じて暖かい時間
を過ごしていただけたら嬉しいです！

5.＜ちゃみたくジュエット＞15：30～
【鈴木 卓】（フルート）　東京都出身。高校卒業後
ドイツ、スイスに5年半留学。帰国後はソロ、室内
楽、オーケストラ等で活躍。同時に自主公演も多く
企画する。最近では「きいてけしコンサート」企画
＆指揮をし、年４回山梨県で定期的にコンサートを
行っている。

【鈴木 麻美】（フルート＆オカリナ）　浜松市出身。13歳よりフルート
を始め常葉学園短期大学専攻科音楽専攻修了。第10回修了演奏
会出演。第7回静岡県フルートコンクール一般Aソロ部門2位。現在
北杜市明野町在住。「きいてけしアンサンブル」団員。

1.< 春風亭弁橋＞13 ： 30 ～
生年月日 ： 平成 8 年 5 月 17 日 ・ 出身地 ： 山
梨県韮崎市 ・ 芸種 ： 落語 ・ 階級 ： 二ツ目
出囃子 ： 橋弁慶 ・ 芸歴 : （一財） 武田の里文
化振興協会主催 「落語ワークショップ」 で落
語を始める ・ 韮崎高等学校文理科 2015 年 3
月卒業・3 月春風亭柳橋に入門・8 月楽屋入り ・

17 日新宿末広亭にて初高座 「寿限無」 ・ 2019 年 8 月中席
二ツ目昇進 「弁橋」 となる　特技 ： そろばん　暗算　柔道
　その他 ： 武田の里 ・ サッカーのまちにらさき親善大使　

6.< ピミエンタ＞16 ： 00 ～
八ヶ岳の麓を拠点に演奏活動をするフォル
クローレユニット。
自然の素材で作られた楽器が奏でるメロ
ディーはやさしく懐かしさを感じます。
南米アンデス地方では管楽器は空を 打楽
器は母なる大地を象徴し、 それらを一緒に

奏でることで宇宙を表現できると考えられてきました。 そんな
思いを込め心に響く音を求め続けます。 アルバム 「風の民」 「空
と大地」 をリリース。 現在オリジナル曲が使われている NNS の
テレビ番組 「てくてく山梨百名山」 が放送中。

～子どもとアーティストに
エールを！～

～子どもとアーティストに
エールを！～

※各アーティストの連絡先など詳しくは 東京エレクトロン韮崎文化ホールのホームページ 「アーティストアーカイブス」 に掲載しています


