
本事業は、「東京アートポイント計画」として実施しています。

ほくさい音楽博は、世界に名を轟かせた葛飾北斎への尊敬の念
を込めて、北斎の生誕地でもある墨田区周辺地域の子供達に、
世界中の響きの美しい楽器に触れてもらい、その歴史を学び、
練習を重ね、発表会を行っていく音楽プログラムです。小さい
うちから世界中の音楽や楽器の響きに直に触れ、彼の地を想像
すること。子供たちが小さな好奇心を持ち続けて、いつしか葛
飾北斎のように羽ばたき、世界に影響を与える存在になって
いって欲しいと願っています。

●ほくさい音楽博
「ほくさい音楽博」を末永く開催していくため、ご寄付によるプ
ログラム支援を受け付けています。ご支援額に応じて、オリジ
ナル手ぬぐいや特典DVDなど、さまざまな特典をご用意。ご支
援額は3000円～。寄付金控除制度もあります。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

●「ほくさい音楽博」みまもり隊募集

特定非営利活動法人 トッピングイースト

WEB: www.toppingeast.com
メール: info＠toppingeast.com
電話: 080-9671-7507（不定休）

住所: 東京都墨田区
 本所2-10-7 1階

●お問い合わせ

音楽がまちなかでできることを拡張していくことを目指し、参加型
のプロジェクトを多数展開。音楽家や美術家と協業しながら、響
きの美しい鮮やかな音粒を東東京エリアに振りまいていきます。

●特定非営利活動法人 トッピングイースト

舞台女優活動中に竹本駒之助の義太夫に出会い、平成16年入門、平
成18年初舞台、国立演芸場「女流義太夫演奏会」「本朝廿四孝」十種
香の段、郎党にて初舞台。平成27年3月義太夫協会新人奨励賞受賞。

竹本京之助 （義太夫）
竹本弥之太夫に師事。平成18年国立演芸場にて、仮名手本忠臣蔵八
段目道行旅路の嫁入りで初舞台。以後、素浄瑠璃（太夫と三味線のみ）
にて出演。平成28年3月義太夫協会新人奨励賞受賞。

鶴澤弥 （々義太夫三味線）

スティールパンで地上の楽園を産み出す、日本が世界に誇るオーケス
トラ。1998年結成、2004年CDデビュー。プロ・アマあらゆる年齢・
職業のメンバーで構成され、結成より一貫して原田芳宏のオリジナル
楽曲を演奏し、世界に向けてポジティブな音楽のメッセージを発信し
続けている。2015年、第一回スティールパン世界大会「インターナショ
ナルパノラマ」に出場し、9位入賞。

Panorama Steel Orchestra（スティールパン）
長野県から上京しバンドを結成。CDリリース＆全国ツアー活動のほか、
２度に渡り米ロサンゼルス・ツアーを敢行。三池崇史監督 映画
『FAMILY』の全挿入歌を提供するなど様々なプロジェクトにも参加。病
気をきっかけに、小さくて簡単なウクレレの魅力に気づき「音楽は聴くも
のでなくやる時代だ！」というメッセージをウクレレに託して、全国各地
で出張教室を開催している。

久保田ガズ誠（ウクレレ）

元、西幕内筆頭敷島。 現役時代は横綱貴乃花を初対戦から2場所連続
破るという記録を残す。 現在は公財法人日本相撲協会の審判員をしつ
つ、執筆活動、DJ、ボーカリスト、旨飲食探索人としても活動している
自由人。

浦風冨道（相撲体操、相撲甚句）
東京・浅草のサンバチーム『G.R.E.S.仲見世バルバロス』(浅草サンバ
カーニバル・2016年優勝チーム)をはじめ、いわきベレーザ（福島県い
わき市）、その他丸の内朝大学などでの講師、指導など各地でサンバ教
室を開催し活躍中。ほくさい音楽博の体験会ではサンバ楽器の楽しさ
を子供達に伝える。

アダチ正芳（サンバ）

清
澄
通
り

エネオス

みずほ銀行

墨田緑町郵便局

緑町公園

墨田区立緑図書館マクドナルド

両国国技館 江戸東京博物館

両国駅隅
田
川

京葉道路

神田川
交番

回向院

日時：2月19日（日） 
会場：回向院

2017（平成29）年
開場：12:30
開演：13:00

出演／講師： Panorama Steel Orchestra（スティールパン）、
 竹本京之助（義太夫）、鶴澤弥 （々義太夫三味線）、
 久保田ガズ誠（ウクレレ）、浦風冨道（相撲体操・相撲甚句）、
 アダチ正芳（サンバ）、志人（詩人）、
 小学生による「義太夫」＆「スティールパン」＆「ウクレレ」チーム

入場無料 ※一部体験会・飲食は有料

主催： 東京都、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
 特定非営利活動法人トッピングイースト

後援： 墨田区教育委員会、
 一般社団法人 墨田区観光協会

協賛： 東京東信用金庫、J:COM すみだ・台東、
 国技館通り商店会、回向院

協力： 陸奥部屋

子供たちが世界中の音楽を体験できる音楽博覧会、開催!

主催

（17:00終了予定） 雨天決行

協賛

詩人、作家、作詩家、木こり。独自の日本語表現の探求により-ことば-
に秘められた全く新しい可能性を示す-ことばの職人-。普段は京都の
山奥にて木こりとして山仕事に従事、「杣連(そまれん)」という森林生態
学研究チームの代表。昨年、維新派の松本雄吉演出による舞台
『PORTAL』に主演。音楽表現のみならず舞台芸術、古典芸能の分野
でも活躍する国内外から注目を集める表現者。

志人（詩人）

会場アクセス

日時： 2017（平成29）年1月21日（土） 
 15:00～17:00
会場： すみだ北斎美術館 MARUGEN100（講座室）
 ［東京都墨田区亀沢2-7-2］

参加費： 無料（参加申込不要）
「この街の音楽の未来を語ろう」
「ほくさい音楽博」についてより深く、地域の皆さんに知っていただく
ためのトークイベントです。公募プログラムで小学生の音楽指導にあ
たっている講師３組のほか、地域の文化芸術振興・音楽教育の現場
からゲストをお招きし、それぞれの実体験や音楽教育の話から「子供
にとっての良質な音楽体験とは？」「音楽を通じたコミュニケーション
をこの街でつくっていくには？」など、地域×子供×音楽をテーマに語
ります。

ほくさい音楽博プレトークイベント

登壇者： 竹本京之助（義太夫）
 鶴澤弥 （々義太夫三味線）

 原田芳宏（スティールパン／ Panorama Steel Orchestraリーダー）

 久保田ガズ誠（ウクレレ）
 上野喜浩（ （公財）墨田区文化振興財団音楽事業課音楽事業係長）

 相澤佐和子（墨田区外出児童館 館長）

 清宮陵一（特定非営利活動法人トッピングイースト 理事長）　ほか

モデレーター： 臼井隆志（ワークショッププランナー）

講師の皆さん
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すみだ北斎美術館

両国小学校

東京都墨田区
両国2-8-10

ほくさい音楽博プレトークイベント会場（1月21日）：
すみだ北斎美術館 MARUGEN100（講座室）
［東京都墨田区亀沢2-7-2］
▶ JR総武線「両国駅」東口より徒歩９分
▶ 都営地下鉄大江戸線「両国駅」A３出口より徒歩５分

ほくさい音楽博会場（2月19日）：回向院
［東京都墨田区両国2-8-10］
▶ JR総武線「両国駅」西口より徒歩3分
▶ 都営地下鉄大江戸線「両国駅」より徒歩10分

一部体験会、整理券配布時間

子供達の応援に、
地域の方も

是非いらしてください！



本堂

念仏堂

特設テント

受付
Information

※整理券は当日12時30分から受付にて配布します。
※雨天決行。荒天の場合は中止。天候不安の場合、イベント開催の有無につきましてはホームページ
（www.toppingeast.com）で告知します。
※「楽器作り体験」300円～、「ノート作り体験」500円～。飲食は有料。
※一部体験会・飲食はなくなり次第終了となります。
※駐車場のご用意はありません。駐輪場には限りがございますので、予めご了承ください。
※本プログラムは変更になる場合があります。

会場マップ タイムテーブル

回向院～両国駅広小路

念仏堂2F

本堂2F

念仏堂1F

本堂1F

飲食出店
数が無くなり次第終了

注意事項

本堂1F 本堂2F 本堂和室 念仏堂1F 念仏堂2F 回向院～両国駅広小路

本堂
家紋づくり体験
千年の歴史をもつ「家紋」。自分だけの
デザイン家紋を作ってほくさい音楽博を
盛り上げよう！

いつでも参加可能

●講師：竹内公啓

体験会
新聞記者体験
新聞記者になって今日の様子をスケッチ
でレポート＆ホームページにアップ！

いつでも参加可能

●講師：石黒宇宙

体験会
楽器作り体験
ふだん使っているあんなものやこんなも
のが楽器に？ オリジナルの楽器を作って
みよう！

●講師：おといろ園藝舎

体験会
ノート作り体験
自由に紙を選んでノートを作ろう！ ほく
さい音楽博スタンプラリーパスポートも
つくれるよ！

いつでも参加可能

●講師：堂地堂

体験会

言葉の職人・志人と詩を作ってみよう！ 
ひらめきのことばつむぎ ｰなにゆえのあ
いうえおｰ ？

14:10ー 14:50

体験会

スティールパン発表会＆ライブ
子供達だけのスティールパンチーム
HOKUSAI STEEL ORCHESTRAが、 
原田先生書き下ろしのオリ
ジナル曲を合奏！

開会式～相撲体操
今日１日、元気に！ 楽しく！ ケガなく！ 過
ごせるよう、みんなで身体をほぐそう！

閉会式～相撲甚句披露

17:00

義太夫発表会
色鮮やかな肩衣を着けた15人の子供達
が、牛若丸と弁慶の出会いを描いた 「五
条橋の段」をダイナミックに語ります！

ウクレレ発表会
楽器を弾きながら歌うって、こんなに楽
しい！1年生から6年生まで総勢30人に
よるウクレレ大発表会！

16:00 ― 16:20

本
堂
和
室

バテリア（サンバ楽器隊）
体験～パレード

ブラジル生まれのサンバに欠かせない打
楽器隊。回向院を飛び出して両国駅まで
パレードしよう！

体験会

当日12時30分から受付
にて整理券を配布

幼 小学生未満対象

小 小学生対象

大 中学生以上～大人対象

念仏堂

整
大小幼

有料プログラム有料

有料 大小幼 有料

整小

整小

（各回10名ずつ）

サンバ衣装体験
おしゃれ！ カラフル！！ きらびやか！！！ 
カーニバルの衣装をまとって気分はサン
バダンサー！

いつでも参加可能

体験会

（随時体験可）

13:30 ― 14:10

14:50 ― 15:30
13:00 13:10 ― 13:30 15:30 ― 16:00

ウクレレ広場

ハワイ生まれの小さなギター。ポロロ～
ン。ウクレレを弾いて＆歌ってみよう！

小
13:30 ― 14:30

14:30 ― 16:00

体験会発表会

（随時体験可）
●講師：久保田ガズ誠

スティールパン体験

ドラム缶なのにキラキラした音！ トリニ
ダード・トバゴ生まれのスティールパン
を叩いてみよう！

●講師：Panorama Steel Orchestra

体験会

整小幼

（全２回・各回10名ずつ）

13:50 ― 14:10

13:30 ― 13:50

発表会

体験会
飲食可

●講師：志人

作詩体験 義太夫ライブ&体験

日本生まれの伝統芸能。姿勢を正して腹
から声を出す楽しさを学ぼう。大声出し
放題！

16:20ー 17:00

（10名程度）

体験会ライブ

●講師：竹本京之助（義太夫）／鶴澤弥 （々三味線）

●講師：浦風冨道

発表会 ： 昨年から練習を重ねてきた小学生チームが、ついにその成果を発表！

ライブ：講師のミニライブも！

●講師：浦風冨道

●講師：アダチ正芳
▲ 昨年度「ほくさい音楽博」発表の模様 ▲ 練習の模様

大小幼 大小幼いつでも参加可能

大小幼

大小幼

12:30

13:00

13:30

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

14:00

ウクレレ有志&
飛び入り参加
発表会
【60min】

ウクレレ体験
【いつでもどうぞ】

家紋作り体験
新聞記者体験
楽器作り体験
ノート作り体験
【いつでもどうぞ】

スティールパン体験
【20min】

開会式～相撲体操

閉会式～相撲甚句披露

義太夫発表会
【20min】

作詩体験
【40min】

バテリア体験
回向院→両国
【40min】

バテリア体験
回向院→両国
【40min】

義太夫ライブ&
体験
【40min】

スティールパン体験
【20min】

ウクレレ発表会
【20min】

スティールパン
発表会&ライブ
【30min】

開場／整理券配布開始

体験会

体験会

体験会

体験会

体験会

体験会

体験会

体験会

発表会

発表会

発表会

ライブ

ライブ


