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Ezulくomusic festa“ゆめさく 5"

2012/4/20 [Fri]・21[Sat] 
会場 !仙南芸術文兆センター(え11'こホール)

宇989-1267 宮揖県柴田郁夫j勾原田字小島，-，
Ta.0224-52-3004 E-mail info@ezuko.com 
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1980年 fOownTownJでデピュー。87年渡英、

UK Virginと契約。帰国後、ホール、教会、寺、病院、

ホスピス、 学校なとで、ユニ}クな選IIuによるコ

ンサートを展開。popsのγャンルを越えたライブ

のあり方にも積極的に取り総んでいる。中央アジ

ア、中南米ツアーなど海外でのi活動も高い評価を

得る。「声」という事器を通じ、現代音楽をはじめ、

様々なジャンルのミュージシャンとの、実験的な

音楽究流も注目される。 04年全米催眠療法協会

(ABH)にて、 Therapistの資格を取得。!昨年、米

協 BarbraBrennan School of Healingを卒業。現

在音楽活動と平行し、神奈川県葉山に Counseling

Studio rMUSIC&DRAMAJを開業。多くの人の

心と体の問題に関わっている。'11年 10月、 創作

童話と うたの CDブック f光になった馬。ーたっ

たひとつのーjを刊行。

http:(八.vww.eponicanetl

八重山諸島や沖縄各地に古くから伝わる歌、自

作のオリジナル由!などを、 三線を抑きながらう

たう唄者(うたしゃ)として、閣内 海外の各

地で協奏活動を行っている。これまで 5枚のソ

ロアルバム、 2枚のコラポレ』 γ ョンアルパム

をリリースo また、楽曲提位、朗読作品の音楽

担当などの形で多数の作品に事加。"伝統島唄

の新しい続準者側として、また"新たな烏唄の

作り手 "として、どちらも何時に"自身の島唄"

として今にうたう"'12年4月、ニューアルパム

f島渡る-Across the 1s1ands -Jをリリース。

沖縄県石垣砧出身。

ρ》す

ニューオリンズピアノ、 R&R、ブルース、ジャ

ズ等に影響を受けたグルーヴイーなピアノスタイ

ルと、ソウルフルなヴォーカル、切辛さのっぽを

押さえた難曲で、旋回を集める。年間 120本を越

えるライ ブツアー?鍛えられたライ ブパフォーマ

ンスは、世代・デャンルを越えて飢狂的な支持を

集め、ローリングピアノマンと呼ばれる。 '10'F1 

月ピアノ抑き語 りでのカヴァーアルパム 「リクオ

&ピアノ」リリース。アルパム中の 「胸が痛いよ」

は忌野清志郎氏との共作。 '11年にはウルフルズ

のウルフルケイスケと全副ツアー大きな反響を呼

んだ。京都出身。

http://www.rikuo.netl 

https:l/twitter.com/Rikuo_o血ce

シンガーソングライター ギタ リスト。 1985年

MO]O CLUB結成。 87年 rBACKしようjで

テrビューイ89年メ ジャーデビューし、同年覆面

パンド タイマーズとして活動。MOjOCLUB

解散桂ソロ活動。忌野清志郎、仲井戸麗iti.木

村充孫、友部正人、市本ヒロト、真島昌利、斉

藤和義、ウルフルズ、北川盤仁、桜井和寿、山

崎まさよ1.-"等、ジャンル ・世代を越えたアー

テイストとライブ活動を行う。また、忌野清志

郎の NICEMIDDLE with NE¥V BLUEDA Y 

HORNSではパンドマスタ}として楽曲も手掛け

た。 三宅仲治BANDでのツアーの他、昨年は

石塚英彦 (ホンジャマカ)らと 口締疫チャ リ

テイ }パンド fピー フγヤンキーズ」を結成す

るなど、精力的に活動中。宮崎県出身。

緑の風に誘われて、北のまちから南のまちから

たくさんのステキなミ ュージシャンがやってきます。

今日の喜びと明日への希望をみんなで、紡ぐ

春嫡漫!えずこホールの音楽会です。

サトル

1992年、東北大学在学中に ]IGGER'S501' (ジガーズサン)のボーカル&

苧ターとしてデピュ - 0 '99 'F、シングル「天使達の敬Jでソロ活動開始。

精力的なライブ活動の一方で、元 EXILEの清水場俊介、加藤いづみ他へ事

曲を提供。また、 CM、TV番組の音楽制作、番組パーソナリティ、アイド

ルユニット 「ドロシーリトルハッピーjのプロデユースや小田和正氏のレ

コーデイングに書加するなど、ジャンルや世代を超えた活動を続ける。ギャ

ラクシー賞、日本放送連盟賞、H本プロ音事録音質f故優秀録音質、仙台広

告大賞等を受賞。20日 年公闘の映画「津軽百年食堂」では全編音器を担当、

m1iIi。東日本よ震災の直桂、声優の山寺宏一氏とともに支援イベント を精

力的に展認。11年 3月、アルパム「津軽百年食堂サウンド トラックJとラ

イブDVDr光速を超えてJをリリース。67年青森県生まれ。

http://www.sakamotosatoru.com/ 
http://www.sakamolosaloru.com/0403.html (*被災地活動報告)

面良結香
Yuka Takara 

2001 1字、ブロードウェイ ミュージカル iMammaMiaJの出演をきっかけに

「到。、erDrum SongJ、fFan胞団 cksJ、「太平洋序曲jなどに出演。'06年、ブロー

ドウaイで再i占されたiA Chorus Line_に出演。07年、ミ ュージカルrRENTJ、

fThe Yellow WoodJに出演。iTbeNew York Musical Theatre FcstivaU 

で rOutstandingIndividual PerformanceJ ft受賞。'08年には rAα1町田

LineJのドキュメンタ リー映阿 「ブロードウェイ bブロードウェイjで、唯

一の日本人としてクローズアップされた。凶内では.'05年にシングル「今在ら

素直になれるよjを発表。06年には 1stアルバム iGoin'HomeJ、市8年に

2ndアルノてム ifreeto ftyJ をリリース0'10年にはアコースティックギター

とのデユオ runiversal uJを発表。プロードウェイ仕込みの戸、抜群のリ

ズムセンスへの評価も商い。ロサンゼルス在住。rACh町田 LineJ前桂ま

での活動は、 「プロ}ドウェイ夢と戦いの日々」にまとめられている。吋1縄

県)111納市出身。http://www.harvest.i.com/takaral
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ズ
1998 ~にブラジルヘ渡り、 リオ、 サンパウロで本物を体感a 帰国桂、 プロの

カヴア今一ニョ奏者としての活動をスタ]ト。 '03年にブラジルを代表する

カヴアキーニョ奏者、「ルシアーナ・ハベーロ」に師事。現在、ショーログルー

プ「ホーザホーシャj、「カヴァキーニョの在」、そして様々な歌手のサポー ト

をはじめ、「沢岡知可子JrピーターH秋克服子H野沢知子Jrホーザホ γャj

アニメ界のヒ ットメーカー ruZAJ等のレコーデイ ングに事加。サンパ、

ショーロをベースに様々なシーンで活躍中。

http://daidoji.at.webry .info/ 

オリジナル曲の歌詞を生まれ故蝿宵古島の言葉で

綴り、レゲエやブルース、フオルクローレ在ど輔広

いジャ ンルの音楽にのせて歌う異色町アーテイスト。

2002年シングル「我遣が生まり島j、アルパム 「天

-tin-Jをリリース、大きな反響を呼んだ。'05年にI開

拓者jでメデヤーデビューイ06年 f-e良長包音楽賞

特別賞jを受賞。翌翌年には韓回公演も成功させた。'

09年にはアルバム f3%Jが韓国音来紙でベス ト外

国語アルバム賞受賞。'11年 1月に8枚目の最新ア

ルパム rNOREFむGEJを発表。その後、台湾、

ロンドン、りバプールで音楽フェス等に出様。現

在、個人での活動の他、新良幸人とのユニ ット

rSAKISHIMA meetingJで2枚のアルバムをリリー

スイ10'f.にはメキシコ、 ジャマイカ、キューバでの公iPi
も成功に収める占たBEGINの品袋優とのユニット『シ

モプクレコ-i'Jでもアルパムをリリース。さらに、

夏川りみ、岩崎宏美、砂川恵理歌などへの楽曲提棋

も行っている。同年10まれ、沖縄県宵古島市出身。

http://isanul.arize.jp/ 

日本を代表するオルタナテイヴーミ クスチャー ・

ロック ・バンド 「ソウル フラワー・ ユニオンJを

率いるヴォーカリスト/ギタリスト ノソング ラ

イター。阪神 ・淡路大鍵災をきっかけに性まれた

チンドン・ユニット 「ソウルフラワーモノノケ

サミットjやアコースティァク・ユニット 「ソウル・

フラワ} アコースティック パルチザンjとして

の幅広い活動に加え、東日本大震民以降は fソウ

ル フラワ} ーみちのく旅館jとして、東北被災

地への出国ライブを活発に展開している。2011年

6月には初のソロアコースティ ックアルパム「街

道筋の着地しないブルース」をリリースした。

。70年代前半に渡米、ニューヨークのロフトシー

ンで活総後に帰国、77年結成の生活向上委員会大

管弦楽団で一世を胤臆した，'81年にドクトル梅津

パン ド(DUB)を結成、以桂DIVA、シャクシャイン、

ペツニ・ナンモークレズマなどのリーダーパンドを結成。

現在はKlKlBANDとこまっちゃクレス可、新大久保

ジェントルメンの3つのバンドを率いている。自己の

パンドのi丹動と並行してRCサクセショ ンのサポー

ト、イアンデユーリー&プロックヘフズへのi>IJII、

沖縄民謡のよ工哲弘のプロデιースなど囲内外の

ミューγシャンと多数共前、また、連続コンサート

の「大仕事J、雑多で狼雑なキャパレ-r大風呂敷j、

練馬の婦でのコンサートfフェスタ イン ヴイニー

ルjなどの主主事、エイジアンファンタジーオーケス

トラの音楽監督、 f我に撃つ用意ありJなどの映画

音来など、ジャズミュージシャンの枠を大きく越え、

車内力的に活動中。宮城県出身。

シンガーソングライタ一、作詞作曲家、ピアニス

ト。'95年よ0シンガーソングライ タ←として活

動を開始。 ここ数年は自身の弾き諮りライブ f独
事jをマイペースで続けながら、FllllkyMonkey 

Babys、坂本冬美など他ア}テイストへり楽曲提

供を行っている。'10年 FunkyMonkey babys に

提供した 「あとひとつJ(作詞作曲/共作)で、

レコード大賞作曲賞を受賞。大阪出身。

佐藤津江
Yukie Sato 

小5から民揺を習い現在に至る。長崎歌揺祭宮城県代表出場、大関のものも

カラオケ大金 宮減県代表出場、NHKBSおーいニッポンメインボーカルとし

て古城県テーマ曲を歌う (Green官官1eaves:r今日も いい日 でよかったJ)。

数々の大企 〈仙南長持唄大会、きんさ時雨全踊った金、えんころ節全国大会、

関上げ大漁唄大会、海の唄全国大会)明葺勝。歌謡ショー民謡、ノョーを中心

にイベントに参加、老人福祉施設への慰問のほか、民謡演歌に留ま らず、 ジャ

ンルを超えた嬬広い歌にも挑戦している。宮城県白右市在住。

-民9宅ザーピス/聾予約@妥1フ付lブ錦ぬ切り俗、 4月 138(土)まで.お子宮家1名につき700阿.申告公演ごとお申し込みく足さい.剥盆，.2公演目以降，.，名300向。*大ホールの3公演が実，IR.
・織り含いタクシー/f'Jを JR大河原駅前か5えすこホールまで酎?します.公演前自までの予約制・ 運賃，.おー人ε00得。 鋼り 公演I!了後 (約 16jt後)にd岡大河原咽まで通行.遭貨t<t20a問。，大ホ叶しの3公演が対像。


