館山市市制80周年記念／日本キューバ外交関係樹立90周年 TOKYO

CHIBA

st Tateyama Latin
Festival 2019
KISARAZU

9/7sat.

第1回 たてやまラテンフェスティバル

2019

13時30分〜16時［開場 13時］
料金 前売 3,000円 当日 3,500円／高校生以下 1,000円（当日券のみ）

（全席自由）

TATEYAMA

チケット販売所…南総文化ホール・宮沢書店本店・カミヤマサウンドステーション

会場 千葉県南総文化ホール 小ホール
館山市北条740−1

TEL.0470−22−1811

Miko y sus
Orishas

Cuban
Rumba
キューバン・ルンバ

ミコとオリシャ

オルケスタ・デ・タテヤマ

Orquesta de
Tateyama Los
Chibanos
ロス・チバーノス

深津純子（fl・vo）
Sumiko Fukatsu

9/8 sun.Workshop

Mako（vo）

ワークショップ

出演

ルーウィ・ヌネス（dr・perc）
Ludwig Nunes

藤橋万記（perc）
Maki Fujihashi

Anayanci（dancer）

Yokorin（vo）

関弘太（perc）
Kouta Seki

Yasuji（dancer）

深津 純子 Miko（fl.vo）
高島 真悟（P）
深美 健一（B）
関
弘太（Perc）
ルーウィ・ヌネス（Dr）
Uli（Perc）
エナミマナミ（Perc）
畠山
啓（P）
藤橋 万記（Perc）

ゲストボーカル

Mako
Yokorin

ほか

ダンサー

Yasuji
Anayanci

ほか

松木理三郎（Tp）

オルケスタ・デ・タテヤマ

ジョン・グレゴリー（P）
竹原 陽子（Sax）
渡辺 美幸（Sax）
森
航（Tp）
笹崎
清（Tb）
加藤 和芳（Tb）

島田辰太郎（G）
吉田 寿郎（B）
ジョッシュ田中（Dr）
森
覚（Perc）
山岸 桂子（Cho）
笹生さなえ（Cho）ほか

会場：Community Garden Leaf & Root（リーフェンルー）
西岬地区公民館 鳩山荘松庵

■ 初級パーカッション&ボーカル

■ アフロキューバン・リズム＆ダンス
■ 経験者向けバンド＆セッション
■ ラテンムーブメント＆ダンス
■ 親子（キッズ）クラス
主催：たてやまラテンフェスティバル実行委員会
Community Garden Leaf & Root（リーフェンルー）
後援：館山市・館山市教育委員会・館山商工会議所
館山市観光協会・キューバ大使館
お問い合わせ・チケットのお申し込みは……

たてやまラテンフェスティバル実行委員会事務局 TEL.0470−29−5251
email latin@leaf-and-root.com https://leaf-and-root.com/latin-fes

館山市市制80周年記念／日本キューバ外交関係樹立90周年

第1回 たてやまラテンフェスティバル

st Tateyama Latin Festival 2019
ラテンフェスティバル

スケジュール

９月７日
（土）

※千葉県南総文化ホール集合（受付 12：20〜13：20）
コンサート開場 13：00〜

※はステイ＆ワークショップ参加者

コンサート開演 13：30〜
コンサート終演 16：00

ラテン音楽はアフリカ由来の躍動するリズムとヨーロッパ由来の美しいメロ
ディーが混じり合ってできた多様な音楽です。その中でも、今年日本との外交
関係樹立90周年を迎えたキューバに焦点をあてました。
9月7日（土）は、ラテン音楽の本場キューバのミュージシャンや国内で活躍
するプロミュージシャン、そして地元館山のミュージシャンも多数参加する
見どころたっぷりのコンサートを行います。
また、翌、9月8日（日）にはコンサートに出演したプロミュージシャンやダン
サーたちが講師となってのワークショップが開催されます。遠方よりお越しの
方には、美しい海岸に面したホテルにリーズナブルプライスで泊まれる宿泊
つきのプランもご用意しています。
館山の豊かな自然のなかで音楽やダンスをお楽しみください。

ホテル「鳩山荘松庵」へチェックイン
フリータイム
ガーデンバーティ（自由参加） 18：30〜20：30

９月８日
（日）

ラテンフィットネスで準備体操 9：30〜
●午前のワークショップ 10：30〜12：00〈A〜E〉
パエージャのランチタイム 12：00〜13：00
●午後のワークショップ 13：00〜14：30〈A〜D〉

フェアウェルパーティ 14：40〜15：30
解散 15：30

Concert

コンサート
9月7日
（土）13時30分〜16時［開場 13時］ 会場 千葉県南総文化ホール 小ホール
多彩なゲストとバンドが登場 ! みどころたっぷりのコンサート
Miko y sus Orishas（ミコとオリシャ）
Cuban Rumba（キューバン・ルンバ）
2019年キューバ最大の国際ジャズフェス
「ジャズ・プラサ」
にも日本から唯一、正式招待
されて参加した深津純子が率いるユニットです。Orisha（オリシャ）とはアフリカ由来
の自然の神様
（スピリット）
のこと。私たちを育んでいる自然を敬い大切にしたいという
思いを音楽で表現していきます。

アフロ色の強いキューバ音楽のひとつであるルンバは、太鼓と歌、ダンスによるキューバ
のストリートミュージックです。リズムと歌のコール＆レスポンスが音楽の熱狂と陶酔
へ導きます。キューバのパーカッションコンテストで受賞歴もある関弘太を中心に日頃
からキューバン・ルンバの研鑽と普及に努めるメンバーが演奏します。

Orquesta de Tateyama（オルケスタ・デ・タテヤマ）

Los Chibanos（ロス・チバーノス）

城山ジャズでおなじみのタテヤマ・ビッグ・バンドのラテンバージョンです。素晴らしい
ゲストを交えて大人数ならではの迫力ある演奏をお聞かせします。
(ゲストボーカル：Mako)

プラス

千葉県出身のミュージシャンが登場します。
このほか、キューバからのゲスト演奏など

Plus Stay & Workshop

ステイ＆ワークショップ

会場 Community Garden Leaf & Root（リーフェンルー） 料金 コンサート＋宿泊（1泊・朝食・昼食付）＋ワークショップ
お一人様 22,000円（税込）
西岬地区公民館 鳩山荘松庵 千葉県館山市見物787−2
TEL：0470-29-2311
ワークショップ

Ａ
B

ワークショップのみの参加

講師

1日コース
（午前・午後クラス、昼食付）…6,000円
午前または午後クラス…各2,500円
親子
（キッズ）
クラス…お子様
（中学生以下）
の参加は無料です

初級パーカッション＆ボーカル

全くの初心者でもラテンの基本リズムとスペイン語
の歌を楽しく学べます。

藤橋万記

Yokorin

アフロキューバン・リズム＆ダンス

キューバンルンバのリズムと踊りを学びます。太鼓
とダンスとうたを一緒に学びます。

関弘太

Uli

Yasuji

経験者向けバンド＆セッション

C
D
E

楽器経験者のセッション。ラテン音楽に関するワンポ
イントアドバイスもキューバ人ミュージシャンから受
けられます。また高島講師によるアコーディオンの
レンタルもあるのでこの機会にトライしてみませんか?

高島真悟

エクティ

ラテンムーブメント＆ダンス

日本ラテン化計画で全国を飛び回る金子先生と、
キューバ生まれのアナ先生がラテンダンスの動きを
親切に教えてくれます。

親子
（キッズ）
クラス

コミュニティガーデン常設の子供のためのミュー
ジッククラスを特別ゲストが行います。

料金に含まれるもの：コンサートチケット代金、コンサート会場からガーデ
ンパーティ会場までの移動、７日夕のガーデンパーティ参加チケット、ホテ
ル「松 庵」
宿 泊 料金、8日の朝 食、ワークショップ
（2クラス受講）
、パエー
ジャ（8日のお昼）、フェアウェルパーティ参加と終了書授与
(＊お部屋は基本２人〜３人の相部屋となります。一人部屋をご希望の方は
別途追加料金5000円がかかります。またグループで同室希望の場合5名一
室まで可）
含まれないもの：館山まで
（往復）の交通費、７日夜の食事
（コミュニティ
ガーデンのカフェや出店にてリーズナブルプライスな食事をとることができ
ます。お好みに合わせて自由にチョイスできます。
）
※キャンセル料は開催日の8日以上前…無料、3日〜 7日前… 30%、2日前…
50%、前日…70％、当日…100%となります。

お問い合わせ・お申し込みは……

Anayanci 金子智恵

たてやまラテンフェスティバル
実行委員会事務局
TEL.0470−29−5251
email latin@leaf-and-root.com
https://leaf-and-root.com/latin-fes

