
（出演団体紹介）
音楽部会(10日）の出演団体（14団体）

舞台･音楽部会（11日）の出演団体（15団体）

主催／輪い輪いまつり実行委員会・高輪地区総合支所

２０１８年１１月１０日（土）
１１日（日）

展示部会の出展団体

・ 高輪絵画クラブ

・ フラワーアレンジメント フェアリー

・ こまくさペン字勉強会

・ キリム手織りの会

・ ちいさなピカソ

・ 親と子の絵画・造形

■Jazz Crazy Orchestra
～ビッグバンドジャズ～

■赤坂スウィング

オーケストラ
～ブラス・アンサンブル～

■麻布けいおん
オリジナル楽曲の歌唱・演奏

■Sing Sing Sing
～ジャズ・コーラス～

■東京コーモド

室内アンサンブル
～室内アンサンブル～

■すいれん＆ヴォーチェ・

アミーチ

～声楽ソロ・重唱～

■みなと弦楽合奏団
～大人の弦楽合奏～

■みなとジュニア

アンサンブル
～小中学生の弦楽合奏～

■バンドワゴン
～ビッグバンドジャズ～

■ＫＩＳＳポート

エンジェルスハーモーニー

～ハンドベル～

■REAL VOX
～コーラス～

■ミュージック

アソシエーション オﾌﾞミナト

リコーダーアンサンブル

■高輪ハッピーママーズ

～ゴスペル～

■節栄会
民謡（三味線・胡弓・民謡合唱）

■Mermaid☆STARS

■チアダンスAlpha

■近代文学研究会

■みなと地唄舞

日本舞踊サークル

■クーリケ・ピカケ・

フラ・オハナ

■高輪バレエ会＆下村バレエ会

■ナウパカフラサークル

■こばとバレエ会＆リトルバレリーナ

■エトレンヌバレエ

スペース白金

■みなと高輪混声合唱団

■ＮＶ新音楽の会

(東京弓弦楽団)

■音楽サークルひまわり

※音楽部会より出演

※音楽部会より出演

※音楽部会より出演

■白金 鈴の会

不参加



・高輪ハッピーママーズ ・東京コーモド室内アンサンブル･東京コーモド室内アンサンブル

・麻布けいおん ・節栄会・節栄会

・KISSポートエンジェルスハーモーニー ・みなとジュニアアンサンブル・みなとジュニアアンサンブル

・ミュージック　アソシエーション オブ ミナト ・みなと弦楽合奏団・みなと弦楽合奏団

・REAL VOX ・Ｓｉｎｇ　Ｓｉｎｇ　Ｓｉｎｇ・Sing Sing Sing

　 ・赤坂スウィングオーケストラ ・Jazz Crazy Orchestra・Jazz Crazy Orchestra
　

・すいれん＆ヴォーチェ・アミーチ ・バンドワゴン

  NPO法人全日本シニアアンサンブル連盟に
  加盟しているアマチュア楽団です。
  生涯学習として合奏を楽しんでおります
  ので気楽な気持ちで演奏に参加してみませ
  んか。
  ●プログラム
　  ①くるみ割り人形より
     ②スペイン交響曲
　  ③オリーブの首飾り

・バンドワゴン

■ビックバンドジャズ

  音楽をこよなく愛するアマチュア音楽愛好
  家の団体で、年齢、職業等は様々です。
  年に数回コンサートを開催しています。
  今年8月4日に高輪区民センターホールで
  開きました。
　●プログラム
　  　①ヴェルディー　歌劇「椿姫」より
　　 　「お嬢様にお伝え下さい」
　  　②カタリ・カタリ（つれない心）　他

  私共は高輪区民センターの音楽スタジオで
  元ジャズミュージシャンの講師の元、
  練習に励んでいます。メンバーの募集をし
  ていますので興味のある方は見学にどう
  ぞ。迫力ある生演奏をお楽しみ下さい。

 ●プログラム
　   ① I Love You  ②Emily  ③セシボン
　   ④Four

■ブラスアンサンブル ■ビックバンドジャズ

   港区のJAZZ講座10期生を中心に結成した
　ビッグバンドです。今回は金管パートだけ
　でサウンド・オブ・ミュージックに挑戦し
　ます。ぜひお楽しみください。
　●プログラム
　　①茶色の小びん  ②サウンド・オブ
　　　ミュージック・メドレー
　　③宇宙戦艦ヤマト
      ④残酷な天使のテーゼ

   社会人ビッグバンドとして2008年結成、
   今年10周年を迎えます。 「輪い輪いまつ
   り」 には2010年から今年で9回目の参加、
   毎年楽しみにしています。スタンダード
   JAZZをはじめ、民謡などのジャズアレン
   ジをお楽しみいただければと思います。
   ●プログラム
      ①Satin Doll
      ②Flight Oｆ The Foo Bird
      ③And Thats that ④ソーラン節

■室内アンサンブル

■～民謡（三味線・胡弓・民謡合唱）～

   私達節栄会は筑波節子先生にご指導いただ
   き様々な日本民謡を学んで港区で活動を
   しています。来年には45周年を迎えます。
   今日は三味線の合奏、胡弓を入れてお届け
   します。

   ●プログラム
      ①日本の民謡（北から南へ）
      ②合奏・合唱（三味線・胡弓・唄）

■小中学生中心の弦楽合奏

   小中学生を中心とした弦楽合奏団です。
   練習は月１回日曜日の午前中に行って
   います。親子での参加も出来ます。
   現在メンバー募集しています。
   ぜひ一緒に演奏しませんか。

   ●プログラム
　　①クシコス・ポスト
　　②おもちゃのシンフォニー

 

■大人の弦楽合奏

   2004年大人の為の弦楽合奏団として
   設立。港区音楽連盟に所属し、
   クラシックを中心に演奏活動をして
   います。毎月1回、日曜日の午前に
   練習しています。
   私達といっしょに活動しませんか。
   ●プログラム
　   ①レスピーギ
　「リュートのための古風な舞曲とアリア」
　　　　　　　　　　　　　　　　　より

■ジャズ・コーラス

    皆さんと楽しくジャズやアメリカンポッ
　プスを歌っています。歌う事は呼吸を整え
　全身のバランスを整え心を癒し元気もくれ
　ます。楽しくスウィングして健康な心と
　体を使います。
    ●プログラム
       ①LOVE LETTERS（ﾗﾌﾞ・ﾚﾀｰｽﾞ）
　　 ②What a Wonderful World
　　 ③On the Sunny Side of the Street

■ゴスペル（Gospel）

   ゴスペルを歌うボランティア団体です。
   しっとりとMy Life Is In Your Hands、
   会場参加型のClap Your Hands等お楽しみ
   ください。又メンバー随時募集中。
   一緒に楽しく歌いませんか。
   ●プログラム
　   ①Think
      ②My Life Is In Your Hands
      ③Clap Your Hands

■声楽ソロ・重奏

   港区発の男女混合ヴォーカルユニット、
   REAL VOX。
  オリジナル曲「走れ！Victory」 が
  12/2MINATOシティハーフマラソン2018の
   公式テーマソングに！
　●プログラム
　　①Happy Smile Again　②Winding Road
　　③Happy　④走れ！Victory

■フォークソング調オリジナル歌唱・演奏

    今回の「麻布けいおん」は、
    港区の障害者施設 (あいはーと・みなと)
    とのコラボです。
    あいはーとのオリジナル曲
  「なかまたちへ」、「Never Mind」他の
　 4曲を披露します。

■ハンドベル

　1998年、港区ＫＩＳＳポート財団が
　開催したハンドベル講習会を受講した
　メンバーで結成されたグループです。
　21年にわたり港区内外でイングリッシュ
　ベルの生の演奏をお届けしています。
　●プログラム
　　①ヘンデルのメサイア
   　②ルロイ・アンダーソン・メドレー
   　③宵祭り

■リコーダーアンサンブル

    サークルとして活動を始めて8年目になり
    ました。月に2回、集まって練習を続けて
    います。リコーダーの素朴な音色をどう
    ぞお楽しみ下さい。
    ●プログラム
　　 ①ヘンデル「水上の音楽」より
　　　　　アラ・ホーンパイプ
       ②「アルプスの少女ハイジ」より
                ”おしえて”
       ③大きな古時計
　

■コーラス

第１５回 輪い輪いまつり

出演団体紹介 （音楽部会）
「輪い輪い」がやがや、

みんなで楽しく盛り上ろう！

MINATOシティーハーフマラソン２０１８



・近代文学研究会 ・ナウパカフラサークル

・こばとバレエ会 & リトルバレリーナ ・クーリケ・ピカケ・フラ・オハナ

・チアダンスＡｌｐｈａ ・みなと地唄舞日本舞踊サークル

・エトレンヌバレエスペース白金 ・下村バレエ会 ＆高輪バレエ会

・みなと高輪混声合唱団 ・Mermaid☆STARS

・音楽サークルひまわり ・
Ｎ

■軽音楽 ■二胡

  昨年秋に活動を始めたばかりの、二胡を
  中心とした中国民族楽器の楽団です。
  中国の民謡から日本のポピュラーまで、
  心にしみる音色を目指して、月2回の練習
  に励んでいます。
  ●プログラム
     良宵(劉 天華)、斑鳩調(江西省民謡)、
     少年時代(井上 揚水)

  こんにちは。音楽サークルひまわりです。
  私たちのサークルはジャンルにこだわらず
  心に残る歌や演奏をレパートリーにしてい
  ます。外国のポップスも歌います。
  ●プログラム
     デイドリーム ビリーバー、
     上を向いて歩こう、
     さくら(森山 直太郎)、
     未来へ(kiroro)

■クラシックバレエ（Classical ballet）

  私たちは3才から70代の方まで年齢別で、
  それぞれの目標に向かい、レッスンしてい
  ます。今回は、小学生以下のメンバーで
  参加します。
  レッスンの成果がでるよう、がんばります!

  ●プログラム
　　ディズニーメドレー他

■キッズチアダンス■合唱+バレエコラボ

  2007年に第1回目の高輪音楽祭を開催。
  今年も岸慶子先生のご指導の元、
  第13回目の音楽祭を開催します。
  地域の皆様に音楽の楽しさを提供すること
  が 出来たと考えております。
   ※当日は、バレエとのコラボも有ります。

  みなさんこんにちは。 私たちはキッズチア
  ダンスチーム マーメイドスターズです。
  スポーツの応援メインに活動しています。
  今日はお祭りを盛り上げます。
  ゴーマーメイドスターズ !!

■クラシックバレエ（Classical ballet） ■フラ（hula）

  幼児さんから大人までバレエの名曲を踊り
  ます。
  ●プログラム
    エスメラルダのⅤ、海賊のⅤ、
    パリの炎のⅤ、レ・パティヌール、
    中国の踊り、ジャズ・レガート、
    踊る人形 ほか

  アロハの精神で曲の意味を理解し、
  笑顔で踊るように･･･女性らしい柔らかさ
  とエレガントなフラを心掛けています。
  楽しく明るいオハナの心で、健康に気を
  つけ、喜んで練習しています。

■地唄舞日本舞踊

  おとなでも、いくつでも、チアダンスを始
  めてみたい人が集まって活動しています。
  経験がなくても、飛び出す勇気だけあれば
  大丈夫。「カッコいいチーム」目指して、
  頑張っています。
  ●プログラム
     Nippon、Feel for You、Getaway

  地唄舞は京阪神で良家の子女の間で発展を
  した舞踊です。
  文学性に富んで、谷崎潤一郎の作品にも
  地唄の代表作「雪」、「黒髪」などが扱わ
  れています。是非地唄舞の世界を覗いてみ
  てください。
  ●プログラム
　  桜絵巻(長唄)、黒髪(地唄)
　  恋の手習～娘道成寺より～(長唄)

  地域に密着したクラシックバレエ教室で
  す。 今回で４回目の出演です。
  選抜メンバーが心をこめて踊ります!
  白金バレエカンパニーも出演します!
  ●プログラム
     クラシックバレエ、小品集、
     バリエーション集

■チアダンス（Cheer Dance)

■クラシックバレエ（Classical ballet）

■朗読 ■フラ（hula）

  今年は、普段の活動で毎回練習している、
  平家物語より「祇園精舎」、「ういろう
  売り」に続き、芥川龍之介作「蜘蛛の糸」
  の朗読を披露いたします。
  言葉の美しさをお楽しみください。

「丁寧に、やさしく、ゆっくり」としたハワ
　イアンの時間に癒されて、忙しい日常から
　解放されて楽しんでいます。
　初心者や、お子様連れでのご参加も大歓迎
　です。
　ご一緒に楽しみましょう。

第１５回 輪い輪いまつり

出演団体紹介（舞台部会）
「輪い輪い」がやがや、

みんなで楽しく盛り上ろ

・問い合わせ

高輪区民センター・高輪地区総合支所管理課施設運営

東京都港区高輪１－１６－２５ ℡.０３－５４２１－７６１６

・高輪区民センター 輪い輪いまつり

区民センターの利用団体による、年に一度のお祭り（輪い輪いまつり）が開催されます。

音楽部会、舞台部会、展示と盛りだくさんの内容となっています。

是非、お誘い合わせの上、お越し下さい。



・高輪絵画クラブ ・こまくさペン字勉強会

・フラワーアレンジメント　フェアリー ・キリム手織りの会

・ちいさなピカソ ・親と子の絵画・造形

　
　

・バンドワゴン

■子供たちの絵・工作 ■子供たちの絵・工作

   絵画や造形、現代アートの場で活動する
   スタッフが、会員のみなさんと一緒に
   遊び 、格闘しています。
   子どもから大人まで、すべての人を対象に
   楽しみながら、心と身体を解放することを
   目的にしています。

   絵画・造形、グループワークや展示発表
   などの活動を通じ、“表現すること”を
   学びます。
   学校や家庭とはまた別の居場所として、
   楽しく充実した機会を会員のみなさんと
   共に創ることを、目指しています。

 ■フラワーアレンジメント ■キリム

    植物の姿・形をじっくり観察するところ
    から私達のフラワーデザインは始まりま
    す。色・香り・手ざわりも様々。
    五感を集中させた、人の感性が加わる
    ことにより、一花一会の表現が生まれま
    す。ぜひ、お楽しみ下さい。

   キリムとはトルコの遊牧民の生活の中で
   母から娘へと受け継がれた手織りの敷物の
   こと。簡単な道具（木枠とクシ）を使って
   指で羊毛を織りこみ、小さな作品から
   敷いて使える畳一畳の大きさを目指して
   います。

■油彩画 ■ペン字・書道

    油彩画を中心とした絵画クラブです。
    高輪区民センターの創作室で、
    月4回モデルの描写をしています。
　 基礎デッサンから大作製作迄の指導が
    受けられ、美術大学入学者及び広募展
    への出品、受賞者等広く活動してます。

   流れるような美しい文字と季節感ある言葉
   や文章で、手紙が書けたら ……  と学習し
   ています。
   各々、思い思いに書いた作品を、どうぞ、
   御高覧下さい。

第１５回 輪い輪いまつり

出演団体紹介 （展示部会）
「輪い輪い」がやがや、

みんなで楽しく盛り上ろう！

・親と子の絵画・造形

・ちいさなピカソ

・キリム手織りの会

・こまくさペン字勉強会

・フラワーアレンジメント フェアリー



「輪い輪いまつり」に頼もしい応援が

駆けつけて下さいます！

11/10(土）特別ゲスト
13：35 ▶13：55

慶慶應明治學院大學應援團
慶應義塾大学リーダー部、チアリーディング部

11/11(日）特別ゲスト
13：40 ▶13：50

The Miu All Stars
サルサ (ダンス)



港区発の男女混合ヴォーカルユニット、REAL VOX。

オリジナル曲「走れ！Victory」が

12/2 MINATOシティハーフマラソン2018の

公式テーマソングに決定！

REAL VOX

「第１５回 輪い輪いまつり」に

出演します！ 11/10（土）

「走れ！Victory」

勢いのある力強いメッセージに込められた歌詞を

爽快なアップテンポに乗せて、

駆け抜けるランナーを応援します。

幅広い年齢層、全てのスポーツファンを

熱く盛り上げます！




