主催／輪い輪いまつり実行委員会・高輪地区総合支所

２０１７年１１月１１日（土）
１２日（日）

（出演団体紹介）
音楽部会の出演団体（１３団体）
■音楽サークルひまわり

■あかさか軽音楽愛好会

■節栄会

■みなと弦楽合奏団

■キスポート
ティンカーベル

■ミュージック
アソシエーション
ナト

■Jazz Crazy
Orchestra

■みなとジュニア
アンサンブル

■高輪ハッピーママーズ

■バンドワゴン

■東京コーモド室内
アンサンブル

■すいれん＆
ヴォーチェ・アミーチ

※12日出演
オブミ

■麻布けいおん

舞台部会の出演団体（１４団体）
展示部会の出展団体
・
・
・
・
・
・
・

高輪絵画クラブ

■ハーラウ・
マウナ・ラニ

■みなと地唄舞
日本舞踊サーク
ル

■エコール・ド・バレエ

「Etude」

■エトレンヌバレエ
スペース白金

■近代文学研究会

フラワーアレンジメント フェアリー

ボビンレース(福本 禮子)
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

■下村バレエ会 & 高輪バレエ会

■ナウパカフラサークル

■チアダンスAlpha

■エトレンヌバレエスペース白金＆
みなと高輪混声合唱団

■Compagnon
du Ballet

■リトルバレリーナ

■こばとバレエ会

■クーリケ・ピカケ・
フラ・オハナ

「輪い輪い」がやがや、
みんなで楽しく盛り上ろう！

第１４回 輪い輪いまつり
出演団体紹介（音楽部会）

高輪区民センター

■ビッグ バンド ジャズ
・Jazz Crazy Orchestra
区のジャズ講座から始まり、お陰様で来年
で１０周年を迎える市民ビッグバンドです。
今年で参加８回目。今回初投入の男性
ボーカル曲を含め、魅力満載の楽曲を
引っ下げ、ラストに大輪の花咲かせます。
乞うご期待！

■イングリッシュハンドベル

・キスポート ティンカーベル
港区内を中心に、特養ホーム、デイサービ
スでのボランティア演奏活動を行なってい
ます。皆様にイングリッシュハンドベルの
美しい音色と、気持ちをひとつにして演奏
する楽しさをお届けできたら、幸いです。

■ゴスペル
・高輪ハッピーママーズ

■ビッグ バンド ジャズ
・バンドワゴン
私達は港区在住のメンバーが中心となり、
トロンボーン・トランペット奏者の指導の
元、日曜日に練習しています。トロンボー
ン募集中です。気楽に見学にお越し下さ
い。

子育て支援から始まったゴスペルサークル。
地域の顔を目指しボランティアやイベントでの
発表を重ねて早１６年、魅力的な仲間が揃い
ました。
レパートリーも、定番ゴスペルから手話付き
日本の歌まで幅広く展開中！！

■声楽
・すいれん＆ヴォーチェ・アミーチ
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、男女の隔たりなく構成
されており、職業も多様です。主に港区の
施設を借り、定期的に練習を行っており、
年に数回、コンサート等発表の場を設けて
います。

■アンサンブル
・あかさか軽音楽愛好会
「あかさか軽音楽愛好会」は、ジャズ好き
の楽器初心者が集まるビッグバンドです。
ここ高輪区民センターがホームグラウンド
です。今回は、ブラスアンサンブルに挑戦
します。お楽しみいただければ幸いです。

■弦楽合奏団
・みなと弦楽合奏団
2004年、大人のための弦楽合奏団として
設立。毎月1回、日曜日の午前中に練習を
しています。輪い輪いまつりや、港区音楽
連盟のコンサートにも毎年出演し、クラシッ
クを中心に様々な弦楽合奏を楽しんでい
ます。私たちと一緒に演奏しませんか。

■リコーダーアンサンブル
・ミュージックアソシエーション オブ ミナト
幼稚園のママ友を中心に活動を始めて、
早６年となりました。変化していく生活の中
でリコーダーを楽しむ時間は変わらず続い
ています。素朴ながらも奥深い音色をどう
ぞお楽しみ下さい。

■室内アンサンブル
・みなとジュニアアンサンブル
私達は活動を始めて九年目になります。
小中学生を中心に、毎月一回日曜日に練
習。
一人では味わえない響きを感じています。
現在メンバーを募集中です。一緒にアンサ
ンブルを楽しみませんか？

■フォークソング調オリジナル歌唱・演奏
・麻布けいおん
今回の「麻布けいおん」は港区の地域活
動支援センター 「あいはーと・みなと」との
コラボ!!
古い人には懐かしく、若い人には新しい昭
和フォークソング調のオリジナル楽曲を披
露いたします。
演奏曲：①仲間たちへ ②Never Mind ③
恵子へ

■室内アンサンブル
・東京コーモド室内アンサンブル
メンバーの大半以上が定年退職後、かつ
て練習した事のある楽器を再び奏でてみ
たいと集まり、アンサンブルを結成しまし
た。今年はメンデルスゾーンのバイオリン
協奏曲に、身も程わきまえず挑戦してしま
いました。

■軽音楽
・音楽サークルひまわり
私達のサークルは、音楽のジャンルにこだ
わらず心に残る曲を歌ったり演奏したりし
ています。
結成されて１５年になります。メンバーを募
集していますので興味のある方は遊びに
いらして下さい。
※12日出演

■民謡（三味線・胡弓）
・節栄会
私たち節栄会は、民謡や舞踊、三味線を
学ぶため筑波節子先生に指導して頂き、
白金高輪を中心に活動しています。今日
は日本の民謡とＣＭでお馴染みの曲をいく
つか演奏します。どうぞお楽しみください。
輪い輪いまつり

「輪い輪い」がやがや、
みんなで楽しく盛り上ろう！

第１４回 輪い輪いまつり
出演団体紹介（舞台部会）

高輪区民センター

■朗読
・近代文学研究会
近代文学研究会は、文学作品の朗読を通
して作品にこめられた様々な思いや世界
観をお客様にお伝えします。言霊という言
葉が表すように魂の触れあいです。
今回は、名作「吾輩は猫である」をお楽し
み下さい。

■フラ（hula）
・ナウパカフラサークル
「丁寧に、優しく、ゆっくり」としたハワイアン
の時間に癒されています。
慌しい日常、子育てから開放されて楽しん
でいます。9時からの朝フラクラスは初心者
向けのクラスです。是非ご一緒に楽しみま
しょう。

■クラシックバレエ（Classical ballet）
・こばとバレエ会&リトルバレリーナ
今回は、バラエティー豊かに小品集をお送
りします。
初めて舞台に立つ幼児さんからベテランま
で華麗に舞い踊ります。
「黒鳥」、「ライモンダ」、「ペザント」のヴァリ
エーション。「あし笛」、「中国の踊り」、「時
の踊り」など。

■フラ（hula）
・クーリケ・ピカケ・フラ・オハナ
ハワイの風を感じながら、美しい花々や大
地をかみしめハワイの素晴らしさと「アロハ
のこころを大切に」、「詩を理解し」、優雅で
エレガントさを表現できるようにレッスンし
ています。
明るく楽しく笑顔で踊っています。

■クラシックバレエ（Classical ballet）
・Compagnon du Ballet
一人で踊ってみたい!
好きな曲に振付して踊りたい!
あなたのしたい!
を一緒に叶えるサークルです。

■地唄舞
・みなと地唄舞日本舞踊サークル
初心者の方から経験者の方までお稽古を
楽しんでいます。
年に1度の 輪い輪いまつりにむけて、お稽
古をしています。
今回は皆様と一緒に、ミニワークショプを
いたします。

■チアダンス（Cheer Dance)
・チアダンスＡｌｐｈａ
チアダンスAlphaは、「チアダンスやりたい
人、寄っといで!!」というチームです。
なので、下は小学生から上は○十代まで、
ゴチャ混ぜチームです。チアダンスの楽し
さ伝えたい。チアダンスのカッコ良さ目指し
たい。で、チアダンスは、応援のダンスだ
から、観ている人も、踊る人も、元気にした
いです！

■クラシックバレエ（Classical ballet）
・下村バレエ会＆高輪バレエ会
私たちは3才から70才過ぎの幅広い年齢
でクラシックバレエをレッスンしています。
今日は、小学生以下のこども達で発表しま
す。
クラシックバレエは、「心」と「身体」を元気
にします。
興味のある方ご一緒しませんか?

■クラシックバレエ（Classical ballet）
・エトレンヌバレエスペース白金
地域に密着したクラシックバレエ教室で
す。
今回は3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、みなと高輪混声
合唱団の皆様と共に、この日だけのスペ
シャルな上演をします!

■フラ（hula）
・ハーラウ・マウナ・ラニ
フラを始めてまだ3年ですが、みな楽しく
踊っています。
1年に1回の発表の場なので、一生懸命
レッスンしています。
緊張しながらも、楽しくフラできればと思っ
ています。

■コラボレーション企画
・エトレンヌバレエスペース白金
&みなと高輪混声合唱団
バレエと合唱のコラボレーション。
どういった世界観になるのか･･･。
お見逃し無く!!

■クラシックバレエ（Classical ballet）
・エコール・ド・バレエ「Etude」
小学低学年でバレエ歴5年。
バレエの難しさと楽しさにハマるお子様多
数!!
踊る楽しみが経験できる、幼児～小学生
が主役のサークルです。

・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。
・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

「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！

慶慶應

11/11(土）特別ゲスト

11/12(日）特別ゲスト

13：35 ▶13：55

11：15 ▶11：35

明治學院大學慶援團
慶應義塾大学

リーダー部、チアリーディング部

慶慶應

慶応義塾大学應援指導部
慶應義塾大学

チアリーディング部

