AKITA BRASS FESTA
AMF 2022 ごあいさつ

TIME TABLE

2011 年の「東日本大震災」の年に「PMA パワーオブミュージック・フロムアキタ」
と、
「ABF 秋田ブラスフェスタ」の両団体で、第１回アキタミュージックフェスティ
バルを合同開催しました。順調に毎年開催されていたならば、
今回で 12 回目になり
ますが、昨年、一昨年と２年続けて新型コロナのパンデミックにより開催不可能と

９．
３（SAT）

エリアなかいち にぎわい広場
【PMAスペシャルステージ】
11：00～

塩川光二・佐渡

11：50～

Ukulet's

涼

なり、音楽を愛し、このイベントを応援、楽しみにされていた市民の皆様におかれ

12：40～

The Gill

ては寂しい想いをされたことでしょう。

13：30～

Welina

14：20～

ニュースピリッツ・ジャズ・オーケストラ

15：10～

Takano ＆ Miyuki

16：00～

グルーヴィンハード・ジャズオーケストラ

街中に、賑わいと、元気と、癒しの空間、時間を皆様と共有しようと始めた音楽
祭でしたが、さすがにコロナ禍には勝てませんでした。

【AMFウェルカムナイト】

今年のテーマ「街に風が抜け、音が舞う。待ってました！ AMF！
！」
３年ぶりの開催となります。 アマチュアミュージシャンの皆様はこの日のため
に練習を積み重ねて参りました。
３年分の熱い想いを感じてください。 聴いてください。そしておもいっきり暖
かい拍手を送ってください。 この二日間、生の音を全身で楽しんでください…。
実行委員会メンバーも皆様以上に情熱を持って運営に精一杯頑張りますので、ど
うぞよろしくお願い致します。
最後になりましたが、多くの企業様、個人様のご支援、ご協賛
に心より感謝申し上げます。

16：50～

塩川光二・佐渡

涼・佐々木秀人

９．
４（SUN）
エリアなかいち にぎわい広場
11：00～

ル・あじゅーる

11：50～

明桜高等学校吹奏楽部

12：40～

TheSuperImpression

13：30～

NP ブラスオルケスタ

14：20～

まちあわせハチ公ガールズ

15：10～

能代超新星ポップスオーケストラ

16：00～

A.O.BANd

【AMFグランドフィナーレ】
16：50～

アキタミュージックフェスティバル実行委員会

会長

太田

徹

松本英子
※時間、出演者等は変更になる場合があります。

AKITA BRASS FESTA

11：50

３日㊏

エリアなかいちにぎわい広場

Ukulet's

ALOHA ！合言葉は "Ukulele で Let's go！" ハワイアンにグッドオールド
ソングスを織り交ぜて、ウクレレの魅力をたっぷりとお届けします。

12：40

The Gill

数十年前に活動停止し今回再起動。テクノ、インダストリアルを取り入れた
新しい Gill を聞いてください。

13：30

Welina

Welina とはハワイ語で「愛をこめて」という意味があります。メンバー全
員で心をこめてゴスペルを賛美します。聴いてくださる方々へその愛と元気を
届けることができたら嬉しいです。

14：20

ニュースピリッツ・
ジャズ・オーケストラ

1973 年 結 成、 秋 田 市 を 拠 点 に 活 動 し て お り ま す New Spirits JAZZ
Orchestra（NSJO）です。老若男女バラエティに富んだ個性豊かなメンバー
を擁し、迫力のビッグバンドサウンドをお届けします。３年ぶりのＡＭＦで
の演奏をメンバー一同楽しみにしております。会場の皆様もぜひお楽しみく
ださい！

15：10

11：00

Takano ＆ Miyuki

グルーヴィンハード・
ジャズオーケストラ

昭和 51 年にジャズビッグバンドとして活動開始。スタンダードナンバーを
多趣アレンジでセレクトし、定期ライブ、ディナーコンサート、野外ライブ等
でグルーヴィーなプレイを提供している。

ル・あじゅーる

明桜高等学校吹奏楽部

私たち明桜高校吹奏楽部は、「人と音に思いやり」という部訓を掲げ、活動
しています。これまで多くの先生や先輩にたくさんサポートしていただきなが
ら、音楽づくりに励んできました。コロナ禍での制約がある中で、演奏できる
機会を作ってくださることに感謝しています。日頃の練習の成果を発揮して、
大切に演奏させていただきます！

12：40

The Super
Impression TeamA

音楽スクールタカセミュージックラボゴスペル科で 2009 年に結成。県内
外のコンサート・イベント多数出演。歌唱力とパフォーマンスには定評がある。
コロナ禍でも歌えることの喜びと感謝を込めて。

13：30

sonpo-admin101@j-family.insurance-agt.ne.jp

http://japan-family.jp/

AKITA BRASS FESTA
エリアなかいちにぎわい広場

合唱最高 !! ル・あじゅーるは愛と想いを歌に乗せ、出会えた方々に爽やか
なあじゅーる色（瑠璃色）の歌をお届けします。楽しくお洒落なステージをど
うぞお楽しみください！
！

11：50

フルートとピアノのデュオでソフト・ジャズ、ジプシー音楽、トルコ音楽、
和の響きなどを加えた独自の編曲でワールド・ミュージックをお楽しみくださ
い。目指すは「心の琴線に響く音」です。

16：00

４日㊐

会場提供／秋田市

会場提供／秋田市

AKITA BRASS FESTA

まちあわせ
ハチ公ガールズ

14：20

秋田のご当地アイドルグループまちあわせハチ公ガールズです。様々な活動
を通じて、
「笑顔・元気・郷土愛」をテーマに、秋田の魅力を全国へ PR して
いきます！

能代超新星
ポップスオーケストラ

15：10

トランペット奏者の加賀谷優が、能代市に 2015 年結成。旧料亭「金勇」
に史上最多 ( 施設長談 )350 人の観客を動員し、床が抜けそうになったと言う
伝説のデビューライブを展開した。コンサートマスターはアルトサックス三浦
基英 ( バンドマスターとして「慶応大ライトミュージックソサエティ」を率い
て、山野ビッグバンドジャズコンテストで最優秀賞受賞 )。ジャズ、歌謡曲か
ら演歌まで、世界のポップミュージックをお届けします。

16：00

A.O.BANd

後期ビートルズの楽曲をメインに演奏してきたバンドですが、今年は前期～
中期のアコースティカルな曲にチャレンジします。爽やかなハーモニーをお楽
しみください。

NP ブラスオルケスタ

私たちは、秋田市で活動している一般吹奏楽団体『ＮＰブラスオルケスタ』
です。
‟ 吹奏楽を愛する気持ちは誰にも負けない！”という 20 ～ 60 代の様々
な年代のメンバーが集まり、日々楽しく練習に励んでいます。
今回参加させていただけることを、団員一同、楽しみにしておりました。
音楽を通して、会場の皆様と楽しい時間を共有できれば嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。
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AKITA MUSIC FESTIVAL 2022

会場ＭＡＰ

GUEST MUSICIAN

AKITA MUSIC FESTIVAL 2022

９月３日（土）

ミルハス

秋田市文化
創造館前庭

【塩川光二（サックスプレイヤー）】

【佐渡

涼（トランぺッター】

秋田市出身。ジャズのみならず他ジャ
ンルにおいても高い評価を得て、ラテ
ンソウルの王様、ジョー・バターンの来
日コンサートにも参加した。また海外
での文化交流にも参加していてブラジ
ルやスペイン、カンボジアなどで演奏
している。

大仙市（旧南外村）出身、現在石
川県加賀市在住。
中学時代にトランペットを始め、現
在はビッグバンドでの活動の他、デ
ュオやトリオのスタイルでも活動の
幅を広げている。また北陸三県で
の様々なセッションシーンでも活躍しており、プロ・アマ問わず多く
の人が彼のプレーに注目している近年急成長のトランペッター。

co mment
3 年ぶりのアキタミュージックフェスティバル開催、誠におめでとうご
ざいます！
地元出身プレイヤーとして誇りを感じるイベントの復活と言える時に際
し、参加させていただけることに最大の感謝、そして秋田の地で音楽
を愛する皆さまとお会いできることを心より嬉しく思います。 先行き
が見えなかった時代を進んできた中、音楽やエンターティンメントで
できることを皆さまに感じ、楽しんでいただけるステージをお贈りした
いと思います。よろしくお願いいたします。

co mment
3 年ぶりとなる今回の AMF に参加する事ができて心から嬉
しく思っています。この 3 年の間に生活様式や社会との関
わり方に変化がありました。
また世界の動きも不安です。
人々
がどうにもならない緊張感をもっている時代だからこそ音楽
は必要だと思います。音楽には人々を笑顔にする力、感動さ
せる力があります。今の時代なりに音楽を楽しむ方法を多く
の方々が模索し音楽の力を伝えようと努力しています。その
一つの結果が今回の AMF 開催と思います。笑顔と感動はど
んな時代でも無くなってはいけません。そのために少しでも
お力になれたら最高です。楽しんでください！

９月３日・４日
秋田ブラスフェスタ
ザ・パワーオブミュージックフロム秋田
共通会場

ANAクラウンプラザ
ホテルアキタ

【佐々木秀人（トランペッター）】
横 手 市 在 住。1974 年 SMC オ
ーケストラに加入、SMC オーケ
ストラは、新宿ピットインに出演
していた若手が集まって組まれた
オーケストラで、トロンボーン
の向井滋春さん、サックスの土
岐英史さん、大友義雄さんなどが核となって組織されていた。
1978 年からはゲイスターズで活躍。その後モンキー小林 J・
J・M 等で活躍、現在も CAT WALK やサウンズグッズなどで
精力的にライブ活動を行なっている。

co mment

初めて出演させていただきますトランペットの佐々木
秀人です。簡単ですが私のプロフィールです。横手
市出身、横手市在住、横手高校卒、小学４年生からトランペットを吹き始め、
大学（日大・理工学部）入学して間もなくプロデビュー。渡辺貞夫リハー
サルバンド・SMC オーケストラ・古沢良治郎５などに参加。第１回スリー
ブラインドマウスジャズグランプリで管楽器部門優勝。その後ゲイスター
ズに入団。「８時だよ全員集合！」などのテレビ番組や様々なレコーディン
グ活動をする。「八季」というレコードが認められ、コンコードジャズフェス
ティバルに出演、86 年モンキー小林と J・J・M に参加。その後、中村
誠一６大森明５シャープス & フラッツに参加。４年前、母が倒れたのをきっ
かけに帰郷。現在に至ります。今回、秋田ミュージックフェスティバルに呼
んでいただきまして大変感謝しております。よろしくお願いいたします。

【浅野梅若社中】
ゴミは、ゴミ箱へ。歩きタバコは、危険です。

初代浅野梅若は NHK のど自慢の伴奏などを依頼され知名度をあげ、
「梅若流」を確立し多くの若者
が梅若の門をたたくようになり日本一の歌い手を育て上げ、昭和 54 年には日本民謡協会名人位に、
昭和 56 年に勲五等双光旭日章の褒章を受け、民謡大国秋田の名を全国に示した。その初代浅野梅
若の培ってきた秋田の唄、三味線、郷土芸能を基に古くから伝わる歴史や伝統芸能を守りまた、研
究しその発展を目指し、より多くの方々に知っていただき民謡が生活の一部となるよう活動中。

タバコの喫煙は、所定の喫煙所にて。吸い
殻の投げ捨てはしないでください。きれいな
街で良い音楽を楽しみましょう。

お店・ビル・駐車場の出入り口での鑑賞は、
利用している方々への迷惑となりますのでご

９月４日（日）

遠慮下さい。また、危険ですので、絶対に

車道にはみ出さないよう、お願い致します。
※会場内

感染症予防対策にご協力ください

【梅若鵬修】 秋田市出身／秋田県民謡協会公認 助教授
日本民謡梅若流梅若会名取大師範

三味線伴奏

経歴
●第７回秋田民謡全国大会・秋田荷方節三味線部門【優勝】
●フジテレビ２７時間テレビ メイン企画「ご当地 SMAP」秋田テレビ代表で出演
●カナダ秋田民謡公演
●ベラルーシ秋田民謡公演
●サンクトペテルブルク秋田三味線公演
●２０２２年秋田市在住の羅漢とのコラボ曲「韻踏追分 feat. 梅若鵬修」配信リリース

【松本英子】

aquarium restaurant & jazz fusion bar

1999 年、ダグラス・カー氏プロデュースによりスウェーデンレコーデ
ィングした「涙のチカラ」でデビュー。 福山雅治氏プロデュースによ
る 2nd single「Squall」が 40 万枚のヒットを記録。LIVE、ラジオ
DJ、舞台、ナレーション、バックコーラスなど幅広い分野で活動を続ける。

ビジネスの常識から、
自由になる。

since 2000
月

笑顔ある所に人は集まる

【羅漢】
2005 年 か ら マ イ ク を
握る。７年間、地元・秋
田 で LIVE 経 験 を 重 ね、
2012 年 に 活 動 拠 点 を
東京に移す。イベントや
フェスでのライブ、講演
会などを中心に地元・秋

田県で活動中。
2016 年１月にエフエム秋田開局 30 周年記
念コンピレーションアルバム「ＤｏＹｏｕＲｅｍｅ
ｍｂｅｒＬｏｃａｌ’Ｒｏｌ
ｌＲａｄｉｏ」に参加するなどの
活躍を見せる。今年７月７日、新作 CD「ラピ
スラズリ」をリリースしたばかり。
●エフエム秋田「やっちまえ！羅漢！Presented
by 須藤ボーイズ」 メインパーソナリティ
●秋田ケーブルテレビ「し～なチャン」
火曜日 MC

【麗奈】
井川 渉（Vo） 菅原 浩（Ds）
中川正武（Key） 中村直彦（G）
秋田を拠点にアジアの音楽をリー
ドする今年 30 年を迎える秋田の
ロックンロールバンド。 スペルで
書くと LEYNA。 代 表 曲「 夢 の
EROTOPIA」は（東京を中心に）
あまりにも有名。さまざまな楽曲
をユーチューブにて配信。

AKITA MUSIC FESTIVAL 2022

TIME TABLE

ごあいさつ

３日㊏

９．
３（SAT）

The Power of Music from AKITA -16th-

●大町イベント会場（11:30 ～）

【ゲストパフォーマンス】
16:10～ 浅野梅若社中

い出しっぺの秋さん。秋さんが旅先の仙台で出会った「定禅寺ジャズ」。これを「秋

12：10～12：40

９．
４（SUN）

田でもやってみでぇ」が始まりでした。その声が私の所に届き、音楽好きの友人や

●大町イベント会場（11:30 ～）

イベントに詳しい仲間に声がけして集まり、
「音楽の力で秋田を元気にしたい」の

●サン・パティオ大町（11:30 ～）

テーマで 2005 年に大町周辺で第１回目を開催しました。

●アトリオン仲小路入り口公園（11:30 ～）
●文化創造館前（11:30 ～）

初回より参加の「Ukulet's」さん始め、たくさんの県内外の参加バンドの皆様や

●ＡＵホール（11:30 ～）

協賛していただいている企業の皆様に支えられてこの音楽祭は運営されています。

大町イベント広場

こんな時代だからこそ PMA「The Power of Music from AKITA」は愛されて

【ゲストパフォーマンス】

いくのだと思います。

16:10～ 羅漢＆梅若鵬修

今年のテーマ「街を風が抜け、音が舞う。待ってました AMF」

【ゲストパフォーマンス】
16:10～ 麗奈

さい。
それではスタートです。

辻

篤志

Sound Factory

BE-ON

音響担当

satt's ＆ tele
久々の参加となります。楽しく盛り上がりましょう！

12：50～13：20
KAnBO
	オリジナル曲を弾き語っています。以前は rubato と
してグループ参加でしたが今回ソロで参加です。70 ～
80 年代フォーク色のあるメロディをお届けします。
13：30～14：00
Oldcrow
	秋 田 の 誇 る ロ ッ ク バ ン ド「 鴉 」 の コ ピ ー バ ン ド の
Oldcrow です！メンバーチェンジがありつつも、ＰＭ
Ａには３回目の出法となります。よろしくお願い致しま
す！

14：50～15：20

理事長

会場提供／辻不動産株式会社

14：10～14：40
POKOPEKE
	デパペペや山弦などのアコースティックギターインスト
デュオです。結成して 20 年近くたちます。優しく、時
には激しくギターを奏でます。日頃の練習の成果を存分
に発揮できるようがんばります。

ＡＵホール

コロナを吹き飛ばして楽しい音楽に包まれた一時を楽しんでくだ

大町イベント広場

11：30～12：00
アンリミテッドカラー
	秋田県内で活動しているアンリミテッドカラーです。
PC で作った音源と３人の生演奏で JPOP を演奏しま
す。２年ぶりのＰＭＡなので、楽しんで演奏したいと思
います。

大町イベント広場

今年 16 回目を迎えた PMA。始まりは初代トップを務め、今も重鎮を務める言

ザ パワーオブミュージックフロムアキタ実行委員会

AKITA MUSIC FESTIVAL 2022

The Power of Music from Akita

The Power of Music from Akita

ブライトスター
秋田市でゴスペルを歌って１１年。今年も元気に歌います。

15：30～16：00
アンクルチャーリー
	音楽好きな５人が集まったバンドです。宜しくお願いい
たします。

４日㊐

ＡＵホール

会場提供／秋田市

11：30～12：00
JACK OFF
	洋楽ロックを中心に県内・近県で活動しているバンドで
す。酒の肴になるようなロックを皆様にお届けします。
12：10～12：40
フルヤホフ トリオ
	今回のフルヤホフはギター、ベース、ドラムのトリオで
オリジナル曲をやります。なかなか良い曲ばかりなので
楽しんでもらえると思います。
ぜひ聞きに来てください。
12：50～13：20
GUNJI
	横手市在住の GUNJI と申します。素敵な空間の中で、
素晴らしい唄の時をお届けできたらと思っております！
！
13：30～14：00

Rutile
久々の参加となります。楽しく盛り上がりましょう！

14：10～14：40

Fluidroi
よろしくお願いします。

14：50～15：20
クラブローズ
	髪は抜け、すっかり太り、頭が働かないから指も動きま
せん。けど力強いリズム隊に支えられ、そのキャンバス
の上でフラフラと自由に歌ったり、ギターを弾いたり…
幸せ者です。メンバーに感謝！
15：30～16：00
シティポップ
	新旧にこだわらず、いい曲を自分達流にアレンジしてま
す。演奏ジャンルは、厳密に言うと、今流行しているシ
ティポップです。バンド名もシティポップです。一度、
聞いてみてください。

Tel 018-857-3542

４日㊐
秋田市山王中園町１番３号

ＴＥＬ：０１８ー８６２ー５１８０

入院随時

往診可

院長／砂原和文
診療時間

月

火

水

木

金

土

日曜・祝日

午前9：00
～12：00

●

●

●

●

●

●

午前10：00
～12：00

午後3：00
～7：00

●

●

●

●

●

●

休

診

都合により臨時休診する場合もありますのでなるべくお電話下さい

秋田市旭南３丁目７－46 P 有り

☎（018）863－5526

お菓子で音楽を応援する

大町イベント広場

11：30～12：00

会場提供／辻不動産株式会社

秋田市立山王中学校
山
 王中学校吹奏楽部は現在 31 名で活動しています。初
代顧問である木内博先生が残した『心から心へ』という
部訓を胸に、今できる最高の演奏を目指して日々練習に
励んでいます。今年度は、青森県で行われた東北吹奏楽
コンクールに秋田県代表として出場した他、地域のイベ
ントや小学校への訪問演奏など幅広い活動を行ってきま
した。また９月 23 日には秋田市文化会館にて第 52 回
定期演奏会を開催する予定です。ぜひお越しください！
また、来年度山王中学校は創立 70 周年を迎えます。記
念行事に向けてこれからも練習に励んだ参りたいと思い
ます。今日は最後までよろしくお願いいたします！

12：10～12：40
和太鼓いぶき
	今年で結成 16 年目を迎えました。和太鼓の音で町に元
気を届けたいと思います。
12：50～13：20
SWING25
	16th ＰＭＡ開催おめでとうございます。今年も楽しむ
ことがイチバンの目標です！
13：30～14：00
AIXA'S
	また再び、最高の音楽仲間が集まることができました！
どうぞ、ご一緒にお楽しみくださいませ♪

http://www.okashiyasan.co.jp

14：10～14：40
ヒューズ
	浜田省吾さんのカバーバンドです。久しぶりのＰＭＡ！
みなさんと一緒に楽しみたいと思います！
14：50～15：20
我譚歌団
	J-Pop の歌詞を手話で表現しています。奥深き手話の
世界をご堪能ください。
15：30～16：00
スフォルツ＆
	久しぶりの開催によろこびを隠せません。今 年は子ど
もたちもステージでパフォーマンスをし賑わいに彩り
を添えます。一緒に盛り上がり、想い出に残る瞬間に
しましょう。

４日㊐

文化創造館前

11：30～12：00

会場提供／秋田市

sunny itz
サニーデイサービス、スピッツやります。

12：10～12：40
Shige”
JAM”
UNLIMITED
	２回目の応 募になります。ＰＭＡが再開するのを心待
ちにしておりました。みなさんと一 緒に盛り上がるス
テージを目指していきたいと思います。よろしくお願い
します。
12：50～13：20
MIE+
	秋田出身ギター齋藤と仙台出身ボーカル美江の２人が洋
邦問わず年代問わず、心に響く名曲を私たちなりのアレ
ンジでお届けいたします。
どうぞよろしくお願いします。
13：30～14：00
ゆうこ＆ぶっち
	久しぶりの野外ライブ、緊張しながら楽しみたいと思い
ます。
14：10～14：40
monshurie
	ア コ ー ス テ ィ ッ ク ユ ニ ッ ト monshurie で す。 主 に
Jpop を演奏し、
ジャンル問わず奏でます。私たちにとっ
ても音楽は生きる楽しみ。私たちの奏でる音楽で皆さん
と一緒に笑顔になりたい！
14：50～15：20
Just passing through
	住む所がはなれている２人ですがオリジナル曲を作成し
Youtube に UP しています。高校卒業以来の再結成で
これから勢力的に活動していく予定です。応援よろしく
お願いします。
15：30～16：00
山田 賢一
	オリジナル曲を中心に弾き語りで音楽活動をしていま
す。又、音楽と演劇を組合わせた『MusicActProject』
企画も立上げ、シンガーソングアクターとして今後も幅
広く活動していきます。
16：10～16：40
Satoshi
	古いブルースやスタンダードナンバーをギター１本でう
たいます。

AKITA MUSIC FESTIVAL 2022

４日㊐

サン・パティオ大町

The Power of Music from Akita

会場提供／秋田パティオ協同組合

11：30～12：00
Midnight Labo
！Midnight Labo
	祝！ The Rolling Stones 60 周年！
もまだまだやります！ Keep On R&R！
！
12：10～12：40
BEAGLES
	イーグルスのカバーバンドです。イーグルスのヒット曲
をお送りします。
12：50～13：20
Augusut Moon
	こんにちは、Vo の ToDo です。August Moon のスウィー
トソウルミュージックぜひぜひお楽しみください。
13：30～14：00
ファッツ＆カンパニー
	オヤジというのもはばかられる歳になってしまいました
が、まだまだゲンキです！
14：10～14：40

EAST B
初参加です。宜しくお願いします。

14：50～15：20

ケヤキストリート・ブルーグラスバンド
オリジナル KSBB リユニオン！

15：30～16：00
Porto
	酒と音楽をこよなく愛すブルースバンド Porto です。
久々のこのイベントでプレイできるのが楽しみです。思
い切り演奏します。聴きにきてね。
16：10～16：40
ザ・カウンセラーズ
	秋田市職員で構成しているバンド『ザ・カウンセラー
ズ』です。グループサウンズ等の懐かしい曲から西城秀
樹や高橋優の曲までバラエティに富んだ選曲とステージ
パフォーマンスで秋田を盛り上げます。

４日㊐

アトリオン仲小路入り口公園

会場提供／秋田市
営業時間 ＡＭ９:００～１２:００
ＰＭ１:００～ ５:００
定休日 日曜日

11：30～12：00
庭先サンバ＆シャイネス
	庭先サンバ、シャイネス、別々で活動している２バンド
が、ボサノバが縁でユニットを組みました。踊りたくな
るボサノバのリズムを、一緒に楽しみましょう～！
えんじぇるみゅーじっくくらぶ
12：10～12：40
	私たちは音楽教室エンジェルハウスかつひらの生徒で
す。人前で演奏するのは３年ぶりなので緊張しますが、
練習の成果を披露できる嬉しさの方が勝っています！最
後までごゆっくりお楽しみください♪
12：50～13：20
FIVE ☆ WINGS
	私たちは FIVE ☆ WINGS です。寅年生まれ５人で結成
された仲良しグループです。タイガーのような力強い演
奏が持ち味です☆どうぞお楽しみください。
13：30～14：00
山田姉弟 with Dancing Angels
	私たちはエンジェルハウス学童保育所の現役生徒＆ＯＢ
の合体チームです。３年ぶりにこのステージに戻って来
ました。音楽は人の心を元気にするモノです♥私たちは
音楽でみんなを元気にしたいと思っています。応援よろ
しくお願いします m( ＿ ＿ )m
14：10～14：40
TANASSY
	2017 年にバンドを立ち上げ、各地のイベントに参加
して、松山千春の魅力を伝える活動を行っています。今
回、皆様と松山千春の歌を唄い、楽しいひとときになれ
ば幸いです。
14：50～15：20
高橋 ヨシナリ
	秋田県男鹿市出身のシンガーソングライター。マイナー
コードを多用した独特な演奏と叙情的な歌が特徴。
15：30～16：00
Haru.Haru.COLOR
	アンリミのリーダー、天真爛漫なボーカルじゅん、癒し
系少女まゆの３人からなるユニットです！春に結成した
ばかりですが実力は十分にあるメンバーです！ JPOP
を演奏します。

お一人暮らし、身寄りの無い方の老後の不安解消のお手伝いをいたします。

少子高齢化社会に
必要不可欠

家族代行支援制度

女将で
ございます

エールでは、身元保証支援、緊急時のかけつけ支援、葬儀・納骨支援、金銭管理支援など
家族に代わってお一人暮らし、身寄りの無い方へのサービスをおこなっています。
詳しくはお問い合わせください。
（秋田市内に限ります）

16：10～16：40
ヒーリングサックス
	由利本荘市でソロ、トリオ等で活動しています。個人的
にはサックスジャズ理論等の生徒さんを募集中です。

有限会社

ＡＫＩＴＡ ＡＧＥＮＣＹ
https:// aaa-agency.com/

建築板金工事

株式会社 サトウ
代表取締役

営業日 月・火・水曜日

佐

藤

次

男

〒010-0804
秋田市外旭川八幡田一丁目１－６
ＴＥＬ 018-868-5469
ＦＡＸ 018-874-7839
携 帯 090-7328-8010

割烹 かめ清

秋田市大町４丁目１-１６
（川反通り）
http://www.kamesei.com

☎018-862-2729

真宗大谷派

西法寺

〒010-0921 秋田市大町三丁目 5-26
Tel/Fax 018-862-3333
http://saihoji.org/

花徳

ビルの総合管理

〒010-0921 秋田市大町三丁目３番３６号
TEL（018）862-3251 FAX（018）862-3253

（公社）成年後見センター・リーガルサポート 会員

０１
２０－０１－８７０９

〒010-0918 秋田市泉南3-6-1
TEL 018－868－7373 FAX 018－874－7335

やってます！

16

〒010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町１番８２－２号

16

秋田市大町三丁目４-１ ＮＬＰ秋田ビル６０６号室

富士フイルムＢＩ秋田株式会社
秋田市大町三丁目４-１ ＮＬＰ秋田ビル６０６号室

秋 田 市 寺 内 字 蛭 根 8 5 -7 0

山砂・黒土・砂利・砕石
山黒 他・採取・販売・配達

土木工事一式

（株）秀峰建設
秋田市新屋松美ガ丘北町11-2

TEL.018-865-1165 FAX.865-0550
たくさんの夢を見て、すこやかに、すこやかに育ちますように…

産休明けから
随時入園受付

一時預り

音楽教室
エレクトーン・ピアノ
ヤマハグレード取得可

学童保育
秋田市認定保育所

エンジェルハウスかつひら
☎018-867-0556
秋田市新屋松美ガ丘北町16-28

