誰もが安心して参加し、楽しむことができ、
発展的で、持続可能な“新しいスタイルの
コンサート”を、一緒に楽しみましょう♪
開催日
11 月 15 日 ㈰
20 日 ㈮
25 日 ㈬

会

場

イオンモール広島祇園
リバーコート
定員 24 人（要予約）

Live

Juke 無観客公演

※ 出演者等の詳細は裏面をご覧ください。
出演時間はステージ進行の都合により変更となる
場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※

開催状況は、後日、編集したものを専用
サイトで配信します。

★

感染症対策にご協力ください

★

すべての関係者に、安心してコンサートをお楽しみ
いただけるよう、ご来場の際は、次のことをお願いします。
・ 発熱や咳等の症状がある方のご来場はお断りします。
・ 健康や体調に不安のある方は参加をお控えください。
・ マスクの着用など咳エチケットをお守りください。
・ お隣の方との距離（最低 1ｍ）を保ってください。
・ 大声での声援はお控えください。
・ ステージ終了後、出演者と会話される際は、マスク
を着用のうえ、距離を保ち、短時間でお願いします。

【会場案内】
イオンモール広島祇園 リバーコート

会場に「広島コロナお知らせ QR」を
設置します。
ご利用ください。
・雨天時は 3 階「イオン
ホール」
（屋内）で開催
します。
・ご来場いただく場合、
できるだけ出演者又は
主催者へ事前にお申込
みください。

Live Juke

YouTube 生配信

20 日㈮ 事前予約が必要です
ので、出演者又は主催者へ
お申込みください。
主催 なごみプロジェクト
25 日㈬ 無観客公演のため
後援 広島市、（公財）広島市文化財団
入場はできません。ご注意
ください。
協力 クロスロード・エンタテイメント、
20
日㈮・25 日㈬ YouTube で
Studio.Y ほか
生配信します。リモートで
の視聴・応援もお願いしま
「広島市文化芸術の灯を消さないプロジェクト」
す。

お問合せ・ご予約先

なごみプロジェクト 担当：斎藤
TEL 090‐8997‐8192
E-mail：nagomi-pj@f.chupicom.ne.jp

15日(日) イオンモール広島祇園
12：00 ～

十六夜の和太鼓 末廣武彦が
率いる和太鼓グループ。今年
は耳にすることがなかった祭
囃子で、
「新しいスタイルのコ
ンサートを楽しむ会」のオー
プニングを飾る。

12：45 ～ そよ音
キーボードとオカリナのユニ
ットです。そよ風のように心
地よい音色で、やさしく寄り
添うような演奏ができたら…
という思いで、新たなユニッ
ト名「そよ音(ね)」で再スタ
ートです。

13：30 ～ テンポ･イントラ
エレクトーン田中冬真とドラ
ムス渡辺正宏の大学 1 年コンビ。
モットーは、アツくノリよく
テンポよく！ルミナス･シャ
イニング･ストリーム!!!です！
よろしくお願いします！

14：15 ～

Live Juke

19：00 ～ フラメンコ スペシャル ステージ

風雅

ね

20日(金)

アコースティックインストデュオさらさ
アイリッシュハープの縦糸と
アコースティックギターの横
糸で織り上げた生地に、彩り
豊かな絵を描くような音作り
をコンセプトに、2008 年結成
のハープ・Machiko とアコー
スティックギター・森川敏行
によるインストデュオ。現在
11 枚のアルバムをリリース。最近では活動の場を海外
へも広げている。

25日(水) Live Juke（無観客公演）
19：00 ～ LUV LA ROSSO

秋友ともみ（スペイン舞踊
スタジオ「秋」－Aqui－主
宰）
、伊勢三佐子（伊勢道場
主宰）
、出口知子（Paz y Amor
主宰）の 3 人による情熱的な
フラメンコショーをお楽しみ
ください。躍動的なステップ、
華やかな衣装、彩り豊かな
フラメンコの魅力満載のステージとなります。

19：30 ～

Hei Tiare モアニケアラ

広島市・東広島市を中心に活動をしてい
ます。世界で最も美しいダンスのハワイ
アンフラ。常夏を感じる情熱的なタヒチ
アンダンス。Peppermint Leaf（三輪 真理
Vo＆Pf／石井 聡至 Dr／岩藤 洋 Ba）
、
サポート砂原 智也 Vo＆Gt の生バンド
でお届けします♫

20：00 ～

Belly dance studio BAHR

広島を中心に活動するダンス
ミュージックグループの代表。
イベントの MC、テレビ番組へ
の出演、ラジオのパーソナリテ
ィーなど定期的に主催ライブも
展開。2018 年には Nintendo
Switch「ファミスタ エボリュ
ーション」への BGM など、
ゲームやアーティストへの楽曲
プロデュースなども手掛ける。

19：30 ～ soula
19 歳からクラブでレゲエシンガー
として活動し、2011 年よりアコー
スティックに転向する。往年の
名曲から、最近の洋楽、ポップ
スなどをカバーし、広島を中心
にカフェバーやイベントなどで
歌っている。オールディーズバ
ンドのボーカルも務めている。

本場エジプト、トルコで有名
振付師に師事した YOKO が
主宰するベリーダンス教室。
スタジオには、子供から、大人
は 20 代～60 代までの幅広い
年代の方が所属しています。
華麗な衣装を身にまとい、ア
ラブのエキゾチックな音楽にあわせた柔らかい動きで
踊るベリーダンスのショーをお楽しみください。

20：00 ～ FreeFaceTOM

20：30 ～

20：30 ～ RED☆EYE

Rodrigo & Natsuko

El abrazo de tango 広島スタジオ
主宰。2015 年度タンゴダンスアジア
15：00 ～ アイルランド同好会「レアルタ・ヌーア・広島」 選手権ステージ部門チャンピオン。
パリの劇場・Gran Rex に特別
2017 年にアイルランドの音楽
ゲスト出演。ブエノスアイレス
とダンスが好きなメンバーが
老舗タンゲリア（カフェ・トルト
集まり結成。
2018 年からは広島
ーニ、タコネアンド）に短期出演。
初となるアイルランドのダンス
パーティ「ケーリー」や、セント・
サンパウロ&リオデジャネイロ、
パトリックス・デイ・パレード
スペイン、ソウル、上海、台北、
など地域の交流の場となるイベントを開催しています。 ジャカルタ、バリ島等、海外ショーに多数出演。

ツインヴォーカルユニットとして
の活動を経て、2015 年 9 月より
FreeFaceTOM としてソロ活動を
開始。現在、西日本豪雨災害での
被災地への定期的なチャリティー
イベントや、子供達の未来を応援
する活動を行っている。
クラブシーンでの活動を経て、現在は一児
の父として同年代の子育て世代やイクメン
にも多くの共感を得ている異色のシンガ
ー｡2014 年にリリースした｢KENDAMA
SONG～高く､高く～｣は、けん玉商店街
テーマソング、KENDAMA ワールドカ
ップ応援ソングにも認定される｡2019 年
から「歌育」～地域活性歌～プロジェクト
をスタート、
『歌で自分の街を好きになる』
をテーマに地域愛を育てる活動を行って
います。

