照

国

公

17：00 〜

17：20 〜

5

11
ＭＢＣ学園

照国
公園

6

正調おはら節保存会は昭和40年に設立され「西田橋地つき唄」
「おはら節、ハンヤ節、角力（す
もう）取り節」等の唄や踊りを昔のままの状態で保存伝承しようと活動中です。中でも西田橋地
つき唄は甲突川五大石橋の一つ西田橋を架設した頃の唄だと伝えられ、土木工事が機械化さ
れ地突作業が見られなくなった現在では地つき唄自体が貴重な文化財となっています。現在
は当会により保存伝承されており、鹿児島市の無形文化財に指定されています。

10

TABASKA（たばすか）
（ジャズ、ポップス）
（予定演目：STAND BY ME、Fly Me to the Moon ほか）
TABASKAは、Popʼsをはじめ、
ジャズや演歌、
クラシック等、いろいろなジャンルに挑戦していま
す。
これまで鹿児島マラソンや、今年は霧島国分夏祭りをはじめ３つの夏祭りに出演しました。
今回、音とあかりの散歩道に参加させて頂き、
ライトアップされた景勝の地で演奏できることを
大変嬉しく思っています。
よろしくお願いします。

1 カパラ

2 すずしろ

（婦人服・アクセサリー）

3 作楽（さら）
（飲食店） 4 天ぷら 楽楽亭（飲食店） 5 NOEL

営業時間/11：00〜17：00（月〜木） 営業時間/11：00〜15：00

（飲食店）

営業時間/11：00〜19：00 営業時間/18：00〜22：00
11：00〜21：00（金、土）
17：00〜22：00
TEL/099ー226ー3589
TEL/099ー223ー6326
TEL/099ー226ー2610
TEL/099ー223ー6240
特典提供期間 10/12

15

特典提供期間

お買い上げの
方にポーチ
プレゼント

7 saku

（割烹）

（生花・植物店）

営業時間/17：30〜22：00 営業時間/12：00〜20：00
TEL/099ー222ー8300 TEL/099ー210ー7974
特典提供期間

10/15

特典提供期間 10/10

10/15

アルコールを飲まれる方
梅 酒1杯（食前酒）
サービス（限定30杯）

6 割烹 山映

特典提供期間

10/15

2,000円以上
お買い上げの方に
季節のお花プレゼント
（限定30名）

お料理
6,000円以上に
ドリンク1杯
サービス

市立美術館

15

特典提供期間 10/10

お食事をされた方に、
タンポポコーヒー 又は
ハーブティー1杯サービス

15

（CAFE、ギフトショップ）

特典提供期間 10/12

お食事をされた方に、
ワンドリンク
（ソフトドリンク、アルコール等）
無料サービス
西郷隆盛銅像展望ホール

雑貨を500円以上
ご購入の方に
ハンドクリームの
サンプルプレゼント
自家焙煎珈琲

（日本料理）

夜の営業時間に
ご来店の方に
ドリンク１杯
サービス

（飲食店）

（喫茶店）

営業時間/11：30〜14：00
18：00〜23：00
TEL/099ー295ー6501
特典提供期間 10/13 15

営業時間/10：00〜21：00
（L.O 20：30）
TEL/099ー295ー4189
特典提供期間 10/13 15

夜の営業時間で、
お１人様3,000円以上
ご注文の方にドリンク
1杯サービス

フリードリン ク5 4 0 円 他 、
540円（税込）以上お買い上げ
のお客様にK10カフェの粗品
をプレゼント（光のおもちゃ、
グッズ他）
（限定50個）

（コーヒー＆軽食）

営業時間/10：00〜20：00
TEL/099ー222ー1199
特典提供期間 10/12

Facebook

お問い合わせ先

かごしま文化情報センター
（KCIC）
（10：00 〜18：00 日曜・水曜休所 ）

17:10

099 - 216 - 1501
099 - 219 - 7671

Twitter

17:30

本イベントの企画運営は、市内の 6 つの大学・短大（鹿児島大学、鹿児島国際大学、志學館大学、
鹿児島県立短期大学、鹿児島純心女子短期大学、鹿児島女子短期大学）の学生が行っています。

主催：文化薫る地域の魅力づくり実行委員会、鹿児島市、鹿児島市教育委員会
協力：城山町二の丸町内会、鶴丸城二の丸通り会、MBC学園

探 勝 園

照国公園

鹿児島マザーズ
マンドリンアンサンブル

本藏理恵＆村尾智美

鹿児島商業高等学校
音楽部

G's-ensemble-

ラリュー

デュボア

L'allure

duboi

豊田嶺山

Prunus

OKI‐DOKI音舖

正調おはら節保存会

17:40
17:50

スリーズ

Cerise

プラナス

18:00
18:10

ミスランディア

MITHLANDIR
すみれガールズ

18:20
18:30

鹿児島女子短期大学
ウインドアンサンブル

18:40

19:10

越智

20:30

ヨッシーアイランド

有村理佐

Ｙ・Ｇクワイア

ドリーム・ファンタジー・
メイツ

美女＆野獣α

レイール・ノーツ

TABASKA

洋
ル・ヴァン

アンサンブル・
コア・シュテルン

le vent

Traum
アガルタ
たねうた

20:00

20:20

まきやましょー
YOKO & 宮ちゃん

19:40

20:10

国際大中村ゼミ

ひ さ

Kirishima会

19:20
19:30

アンテポロー

Ante porro
HISA

19:00

19:50

099 - 248 - 8121

近代文学館

17:20

18:50

・飲食物の持込は自由です。ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。
・雨天中止の際は、当日10：00までにKCICホームページ（http://www.kcic.jp）、Facebook、Twitterで
お知らせします。

NPO 法人かごしまアートネットワーク

15

期間中お食事の
お客様へ
アイスクリームを
サービス

開催にあたっての注意事項

鹿児島市文化振興課

15

8 日本料理 石原 9 haru slowfood 10「K10カフェ」 11 ブタペンギン
営業時間/11：30〜15：00
17：30〜22：00
TEL/099ー254ー4181
特典提供期間 10/10 15

プログラム

17:00

営業時間/11：00〜19：00
TEL/099ー295ー3662

特典

（予定演目：ゆれる電車、生まれてくれてありがとう ほか）
2015年10月から子供達が音楽をもっと身近に感じてもらいたくて始めたバンド活動！皆さんに助
けて頂きながらオリジナル曲中心に活動してます。美女&野獣αの懐かしさもあり、新しさもある
音楽を一緒に楽しみましょう♬今年２回目の出場させて頂きます。応援宜しくお願いします。

音とあかりの散歩道2016

特典提供期間中、このプログラムを持参・掲示すると、下記掲載店で特典が受けられます！

特典

美女＆野獣α（ポップス）

魅力ある景観を生かした４つの会場で、多彩なステージと幻想的なあかりの演出・展示をお楽しみください。

鶴丸城二の丸通り会 「音とあかりの散歩道２０１６」協賛企画

特典

（予定演目：Every Praise、神の国とその義を ほか）
私達、Ｙ・Ｇ・クワイヤは、鹿児島市勤労青少年ホームのゴスペル講座から誕生したクワイヤで
す。
クワイヤ名もＹ（ヤング）Ｇ（ジェネレーション）略すと、
「青少年」
という意味から名付けまし
た。主な活動としまして、毎週火曜日に鴨池にある鹿児島市勤労青少年ホームの音楽室にて２
時間みっちり新屋満規先生にご指導して頂いています。
ゴスペル歴は、今年で10周年になりま
す。若いパワーでおもいっきり表現をしゴスペルを楽しんでいます。
これからも、多くの方々に
Ｙ・Ｇ・クワイヤの歌声をお届けしたいと思います。

鹿児島市立美術館前庭、かごしま近代文学館・メルヘン館中庭、照国公園（県立博物館考古資料館前）、探勝園

教育総合
センター

特典

Ｙ・Ｇクワイア（ゴスペル）

中央公園

225

特典

（予定曲目：On the SunnySide of the Street、Everything ほか）
ボーカルとギターのデュオです。普段はポップス、ジャズ、
ゴスペルなど様々なジャンルの曲を
楽しく演奏しています。足を運んでくださる皆さんと素敵な時間を共有できたら嬉しいです。

2016年10 月15日 (土) 17 : 00〜20 : 30（雨天中止）入場無料

市立美術館前庭

特典

ヨッシーアイランド（ヴォーカル・ギター）

〜さわやかな秋、音楽とあかりの作品に包まれる夕べ。〜

10

特典

（予定曲目：花は咲く、家路 ほか）
私たちは、鹿児島国際大学児童学科の中村ゼミです。
「 人と人をつなぐ音楽と音楽活動の研
究」をテーマに様々な場で音楽活動をしています。今日はトーンチャイムを使った演奏をしま
す。
この楽器ならではの美しい音色をどうぞお聴き下さい。

8

西郷銅像
鹿児島県立
博物館

特典

国際大中村ゼミ（トーンチャイム）

7

9

Prunus（プラナス）
（合唱）

正調おはら節保存会（伝統芸能）

2016

かごしま近代文学館
メルヘン館中庭

1 2 3 4

特典

19：40 〜

（予定演目：二人だけの夕日、
てるてる坊主 ほか）
duboiのメンバーは、アメリカ、カナダ、スコットランド、日本、の国際的なメンバーで構成されて
います。曲は全てオリジナルで、
リーダーのPhillip Adamekが作詞、作曲をてがけています。い
ろんなジャンルの音楽に影響を受けたPhillipが作る曲は、独特なリズムとメロディーで、歌詞
の内容もとてもユニークです。きっと、一度聴いたら好きになってもらえると思います。現在、
duboiの初アルバムを作成中です。出来上がったらぜひみなさんも毎日聴いて、duboiのファン
になってくださいね。

探勝園

り

19：20 〜

照国神社

特典

19：00 〜

会場周辺図

・・・トイレ設 置 場所

通

18：40 〜

詳 細につきましては、鹿 児 島市ホームページの第１回音とあかりの散歩 道2016フォトコンテスト写 真 募 集の ページをご覧ください。

duboi（デュボア）
（ポップスバンド）

（予定演目：ラムのラブソング、花束を君に ほか）
女声合唱団Prunusです。鹿児島女子高音楽部のOGを母体として結成され、今年で8年目を迎
えました☆女声合唱の魅力をお届けできるように、楽しく練習に励んでいます。素敵なあかりの
中、歌えることを楽しみにしています♫

音とあかりの散歩道

美しい音楽と幻想的なあかりに包まれたイベント当日の様子をぜひ写真に収めてコンテストに応募しよう！

特典

18：20 〜

（予定演目：シンクロBOM‑BA‑YE ほか）
私たち鹿児島商業高等学校音楽部の部員は高校に入学してから初めて楽器を手にした者が
ほとんどです。演奏においては未熟な面もありますが、
「笑いと発想」をテーマに男子校ならで
はのパフォーマンスを行います。

国

18：00 〜

鹿児島商業高等学校音楽部（吹奏楽）

【すてきな写真を撮ろう】フォトコンテストの開催について

照

17：40 〜

園

Twinkle☆
グランドフィナーレ
※演奏時間は、進行状況によって前後することがあります。

たばすか

各会場の出演者等
鹿児島市立美術館前庭

17：00 〜

17：20 〜

17：40 〜

18：00 〜

18：20 〜

18：40 〜

19：00 〜

19：20 〜

19：40 〜

20：00 〜

・ 出演者及び曲目は、都合により変更になることもあります。
・ 演奏時間は、進行状況によって前後することがあります。
・ 各会場は、裏面の会場周辺図をご参照ください。

メインステージ

かごしま近代文学館・メルヘン館中庭

18：10 〜

G's‒ensemble‒（合唱）
（予定曲目：銀河鉄道999、
ウィスキーがお好きでしょ ほか）
ヴォーカルアンサンブルグループ「G's（ジーズ）」。2015年にスタートし、主に鹿児島市内で活動
中。アンサンブルコンテストやコーラスカーニバル等音楽イベントに参加。目指すは歌い手と聴
き手が一緒に楽しめる音楽作り。
Cerise（スリーズ）
（ヴォーカル・トランペット・ギター）

（予定曲目：夜空のトラペット、Green sleeves ほか）
私たちは姉妹で姉が声楽、妹がトランペットをしています。今回は２人で皆さんにも馴染みのある
曲をギター奏者の川口洋さんを迎えて演奏いたします。息ぴったりの演奏をお楽しみください。

Kirishima会（クラシック、J pop）
（予定曲目：ヘンゼルとグレーテルより
「お兄ちゃん、踊りましよう」 ほか）
こんにちは、私たちはKirishima会です♪鹿児島大学教育学部音楽専修卒業の同期が集まり、
2013年に結成しました。霧島市周辺から活動をスタートさせ、
これまでに２回のホールでのコン
サートや慰問演奏、様々なイベント等での演奏を行っています。今後も更に活動の拠点を広げて
いきたいと考えています。
越智 洋（サックス・ピアノ・パーカッション）
（予定曲目：酒とバラの日々、黒いオルフェ ほか）
今回はサックスとピアノとドラムの３人で参加させて頂きます。時間が20分程度なので４曲をス
タンダードジャズとJ‑POPのナンバーを混ぜて演奏させて頂きます。当日は皆さんに楽しんでも
らえるよう我々なりにベストを尽くします。
よろしくお願い致します。
アンサンブル・コア・シュテルン（女声コーラス・オカリナ）

（予定曲目：いぬのおまわりさん、
さびしいカシの木 ほか）
女声アンサンブルでは、施設へのボランティアを主に行っています。今回は、
オカリナ教室のお仲間
６名とのコラボレーションで、楽しくステキな音楽を皆さまにお届けしていきたいと思います。

アガルタ（ジャズ、ファンク）

（予定曲目：妖精のささやき、サマータイム ほか）
アガルタはトランペット担当の小松俊哉とパーカッション、ベース、担当のひだかひとしの２人に
よるユニットです。アフロファンクとjazzを軸にみんなが踊れるミュージックを目指してます。み
なさん楽しんでください。

Twinkle☆（合唱）
（予定曲目：Greetings、群青 ほか）
室内合唱団twinkle☆（混声合唱）は、昨年は念願の全日本合唱コンクール全国大会に出場しま
した。音楽にひたすら向き合って13年目。新たな仲間の星となるメンバーを募集しています。今
日はお楽しみください。

ほか）

に楽しんでいただける演奏をお届けできるように頑張ります♪

18：30 〜

本藏理恵＆村尾智美（琴・フルート）
（予定曲目：村祭り、見上げてごらん夜の星を ほか）
日本の美しい情景を思い起こす琴の響きの中、西洋の風がサラリと吹くようなフルートの音色。
趣のある探勝園の空間で、日本の曲やクラシック音楽など、心に染み入る演奏をしたいと思い
ます。新しくも懐かしい響きの二重奏をぜひ味わってください。

HISA（ひさ）
（フォーク）

17：20 〜

L'allure（ラリュー）
（木管五重奏）
（予定曲目：カルメン、日本の歌メドレー ほか）
木管五重奏とは、
フルート・オーボエ・クラリネット・ホルン・ファゴットの5つの楽器で構成され
ています。今日はクラシックからポップスまで様々な曲を木管五重奏版でお届けします♪木管
ならでは“木の温かみ”を感じる音色・ハーモニーをお楽しみいただけたらと思います。

（予定曲目：パチンコ、
ケセラセラ ほか）

鹿屋在住シンガーソングライター。パンク、ボサノバ、
ブルース、
フォーク…などオリジナルソング

を歌います。色んな曲作るけど俺の曲はメッセージソングだと思います。皆様言葉を聞いて下さ
いませ。

18：50 〜

17：40 〜

YOKO & 宮ちゃん（オカリナ・ピアノデュオ）

（予定曲目：めぐり逢い、
ちいさなうさぎ

ほか）

ピアノ弾き語りの「YOKO（ヨーコ）」
と、オカリナ奏者「宮ちゃん」のユニット。癒し系の音楽を得意

とし、イベント演奏や慰問などの活動をしています。皆様の心に届く音楽を目指しています。

19：10 〜

le vent（ル・ヴァン）
（島唄）

（予定曲目：永良部シュンサミ、子守唄

18：00 〜

ほか）

三線とギターで沖永良部の島唄を演奏しています。沖永良部島は昔、琉球文化圏でしたので沖

鹿児島女子短期大学ウインドアンサンブル（吹奏楽）

（予定曲目：Boom！、I seek ほか）
鹿児島女子短期大学ウインドアンサンブルです！私達は、２年生９名、１年生５名の計14名で
活動しています。日頃は学内の行事などで演奏しています！このような学外で演奏する機会はな
かなかありませんので、精一杯演奏したいと思っています!!

（予定曲目：I See the Light（輝く未来）、WINDING ROAD

縄の島唄と同じ感じです。鹿児島県の前回国体の行進曲にもなった沖永良部の子守唄は名曲で

す。是非聞きに来て下さい。南からのさわやかな風をお届けします。

19：30 〜

18：20 〜

Traum（ヴァイオリン・ピアノ）

（予定曲目：Let it go、生まれてはじめて ほか）

「音楽は絶対に裏切らない」をお互いの合言葉にして、悲しいときも、苦しいときも音楽とともに

乗り越えてきました。
もちろんクラシック音楽も大好きですが、多くの人が親しみやすいポピュ

ラーな曲も取り入れながら、演奏する側も聴く人も楽しめる音楽をお届けしたいと思っていま

18：40 〜

す。恋人はブラームスとラフマニノフという音楽に恋する2人の演奏をぜひお楽しみください。

19：50 〜

たねうた（アコースティック）

（予定曲目：お月さまのワルツ、
トリック・オア・トリート ほか）

19：00 〜

蒲生町で結成された、
ウクレレボーカル、
ピアノ、
フルート、の女性３名からなるアコースティック

バンドです。オリジナル曲を中心にライブ、
また、絵本に曲をつけての朗読劇など、活動の幅を広
げている。秋には蒲生町にて「ちんちろりんライブ」を開催する予定。

19：20 〜
《 あかり制作・作品展示 》
・ 根本修平＋第一工業大学根本研究室【探 勝園】
・ 鹿児島大学教育学部美術専修有志【照国公園】
・ 松陽高等学校美術科1年、鹿児島市竹工芸振興組合【市立美術館】
・ MBC学園「灯ろう：愉しい墨彩画・絵手紙・楽しい切り絵・日本画」
「お花：華道 池坊（鹿児島教室）、華道 草月流」【MBC学園】
・ 城山町二の丸あいご会・鶴丸城二の丸通り会「灯ろう」【会場周辺】
※探勝園会場では、
「熊本震災復興への祈り」を込めた和紙あかりを作製します。ぜひご参加ください。
（作製日：当日の午後3時から〈数に限りがあります〉）

園

17：00 〜

のみの編成ですが、様々な曲にチャレンジしています。私たちの透き通った歌声を武器に、皆様

MITHLANDIR（ミスランディア）
（合唱）

（予定曲目：山の夜第３番、村の鍛冶屋 ほか）
私達ミスランディアは2015年に結成した、女声ユース合唱団です。昨年は全日本合唱コンクー
ル、声楽アンサンブルコンテストの全国大会に出場することができました。今年は更に活動の幅
を広げて行きたいと考えています。

すみれガールズ（合唱）

勝

私たちは鹿児島女子短期大学の合唱サークル「コールすみれ」のメンバーです。少人数で女子

鹿児島マザーズマンドリンアンサンブル（弦楽器アンサンブル）

（予定曲目：赤とんぼ、秋桜 ほか）
私たち「鹿児島マザーズマンドリンアンサンブル」は、毎週土曜日、加治屋町公民館で、
クラリ
ネット奏者の中島暢宏先生のご指導の下で練習し、市内外を問わず地域の行事や福祉施設で
演奏を行うなど、活動の場を広げています。

探

19：40 〜

豊田嶺山（尺八）

（予定曲目：竹田の子守唄、北海民謡調 ほか）
都山流尺八の豊田嶺山です。長さが1尺8寸あるので「尺八」
と呼ばれています。尺八は難しい
楽器で、普段練習で音が出ていても、いざ本番で音が出ないことがあります。尺八を始めて40
年、
この楽器の難しさを痛感しています。

OKI‑DOKI音舖（J‒pop）

（予定曲目：青空、LovinʼYou ほか）
ザ・ギタージャムから飛び出した3人組。ギター、
ウクレレ、ベースで奥田民生、
ビギン他、歌に演
奏に楽しく挑戦します！まだまだ出来立てのグループですが応援よろしくお願いします。是非聴
きに来て下さい。

Ante porro（アンテポロー）
（合唱）

（予定曲目：川の流れのように、ふるさとの四季 ほか）
Ante porro（アンテポロー、
ラテン語で「前へ、
さらに前へ」の意）は、2012年に結成した、心情や
情景の美しさを声で表現することをめざしている合唱団です。みなさまに安らぎのひとときを
お過ごしいただければ幸いです。

まきやましょー（ポップス）

（予定曲目：バルバルさん、夕焼けセンチメンタル ほか）
鹿児島で自称1番のメガネポップバンドTHEまきまきズのギター＆ボーカル。蟹座。
どこか懐か
しいメロディと真っ直ぐな歌詞を持ち味に幅広く活動中！

有村理佐（ピアニカ・サンポーニャ）

（予定曲目：トワイライト・スメル、南へ風へと ほか）
初めまして、有村理佐と申します。普段はDominoというフリーのDTMソフトを使って、歌をうた
いながらサンポーニャとピアニカを吹いています。皆様にほんの僅かでも元気を差し上げられ
たら、心より倖いです。

ドリーム・ファンタジー・メイツ（ハーモニカ）

（予定曲目：東京ブギウギ、宇宙戦艦ヤマト ほか）
私たちは2006年9月、初心者クラスからスタートした仲間です。抜群のチームワークと練習で、県
のハーモニカまつりは勿論、今では県代表として、毎年九州大会にも出場出来るまでに成長しま
した。今日は限られた時間ではありますが、楽しく演奏したいと思います。
どうぞお聴き下さい。

レイール・ノーツ（ゴスペル）

（予定曲目：
「天使にラブソングを」
メドレー ほか）
私達は、
リビングカルチャー倶楽部ゴスペル講座のグループです。月3回木曜日の午前に練習
をしています。今年、結成10周年を迎え、気持ちをあらたに、色々なステージにチャレンジして
いこうと張り切っています。

