第11回 ゆめ風であいましょう

いのちを祈る音楽
3/11の地震、津波、原発事故のすぐあと、坂田明氏は海辺で暮らす友人たちのもとを訪ね、
海に向かって亡くなったお身内の為に鎮魂のサックスを捧げた。
葬送の祈り、坂田明のプレイは世の中の生産性に寄与するものではないが、
世の中になくてはならないプレイ、ＰＬＡＹ(演奏)はＰＲＡＹ(祈り)なのだ。(小室等)
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小室等さんがホストをつとめ、認定NPO法人ゆめ風基金と
カタログハウスの学校が毎年行っているトーク＆ライブ
今年は、国際的ミュージシャンとして活躍中の坂田明さんをゲストにお迎えし、
小室等さん、こむろゆいさんとのジョイントを繰り広げていただきます。
サプライズで永六輔さんのご出演があるやなしや・・・

5月19日(木) 文京シビックホール 小ホール
開演 18：30 (開場18：00 )

全席自由 (定員/370名)

参加費 2,000円

○文京シビックホール 小ホール(2階)

(介助者1人まで無料。ペア割引2人で3,000円)
催しの収益は被災障害者救援金として使われます。

◆主催 認定NPO法人 被災障害者支援ゆめ風基金
◆共催 カタログハウスの学校
お申込み・お問合せ
「ゆめ風であいましょう参加希望」とご明記のうえ、住所・氏名・電話番
号・参加人数を下記いずれかの方法でお知らせください。定員(370名)に
なり次第締切ります。確認後、参加票をお送りしますので、当日忘れずに
お持ちください。
●ウェブサイト：https://www.cataloghouse.co.jp/study/
検索サイトで「カタログハウスの学校」と入力していただけると簡単です。
●ＴＥＬ：0120-545-450(平日の午前10時30分～午後5時)
●ＦＡＸ：03-5365-2298(24時間受付)
●ハガキ：〒151-8674 カタログハウス「カタログハウスの学校・事務局」係

東京都文京区春日1−16−21 ☎ 03-5803-1100
http://bunkyocivichall.jp/access

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園」駅【直結】
都営三田線・大江戸線「春日」駅【直結】

出演者プロフィール

坂田 明 ( さかた あきら）
1945 年広島県呉市生まれ。1969 年上京、『細胞分裂』を結成。1972 年から
1979 年末まで山下洋輔トリオに在籍。1980 年、自己のトリオを結成、以後、
様々なグル−プの結成、解体を繰り返しながら音楽シ−ンの最前線を目指す。
同時に内外のミュージシャンとのセッションも活発で、2005 年春には、ジム・
オルークとの共同プロジェクトをスタート、「およばれ」「かなしい」「ズボ
ンで」「ハ行」「ちかもらち空を飛ぶ !」などの作品を発表、昨年は、ジム・
オルークの編成したオーケストラと“ ちかもらち ”の共演が話題を集めた。
また近年はヨーロッパのミュージシャンとのセッションも多く、毎年ヨーロッパ
各地をツアーする。これらは、「ARASHI」など数多くの作品として記録され
ている。
ミジンコ研究でも知られ、自ら企画・撮影・出演した DVD「ミジンコ静かな
る宇宙」を発表、また 2013 年に刊行した「ミジンコ大全」( 晶文社 ) が話題
を集める。2003 年には長年にわたるミジンコの研究普及活動が認められ、
日本プランクトン学会より特別表彰される。
東京薬科大学生命科学部客員教授。広島大学大学院生物圏科学研究科客員教授。
坂田明情報サイト：http://www.akira-sakata.com

小室 等 ( こむろ ひとし )
‘68 年グループ「六文銭」を結成。‘71 年第２回世界歌謡祭にて「出発の歌」
（上條恒彦＋六文銭）でグランプリを獲得。
‘75年泉谷しげる、井上陽水、吉田拓郎
と「フォーライフレコード」を設立。
現在は自身のライブ・コンサートを中心に、様々なジャンルのミュージシャン
とのコラボレーションやイベントプロデュースも多数。また娘である こむろゆい
(vo,ukulele) との「Lagniappe」、
「六文銭’09」など、ユニットでの活動も。
テレビドラマ( NHK 金曜時代劇「蝉しぐれ」
、TBS「高原へいらっしゃい」他）、
映画、舞台などの音楽制作や、ドキュメンタリー作品のナレーションなど、
その活動は多岐にわたる。
最新の音楽担当作品は、ドキュメンタリー映画「沖縄 うりずんの雨」( ジャン・
ユンカーマン監督 /2015 年 )、「戦場ぬ止み」( 三上智恵監督 /2015 年 )。
2011 年7 月11 日には、
「小室等 音楽活動 50 周年ライブ～復興～」を全労済
ホールスペース・ゼ ロにて行う。
（ライブを完全収録したアルバムを FLME より発売）
【レギュラー番組】
ラジオ：
「アフタヌーンパラダイス」毎週水曜日 13 時〜17 時
エフエム世田谷及び全国のコミュニティエフエム局を結んでの生放送。
テレビ：
「小室等の 新・音楽夜話」毎週土曜日 21 時 00 分～ 21 時 30 分 /TOKYO MX
小室等情報サイト：オフィス・キーズ http://office-khys.com/

こむろ

ゆい

東京生まれ。
現在は、ウクレレ弾き語りによるソロライブでの活動の他、父、小室等との
ユニット「Lagniappe」や、「六文銭’09」のメンバーとしても活動。
1997 年 第 11 回青山演劇フェスティバル ミュージカル「スパイものがたり」
( 別役実・作 ) に楽団として出演。
1999 年 NHK「みんなのうた」で放送された自作曲『ひとつのドア』を歌う。
シングル CD として FLME より発売（FLDF-1697）
2001 年 テレビ朝日アニメ「も〜っと！おジャ魔女どれみ」エンディングテー
マ『たからもの』を歌う。
また、文京ケーブルＴＶ( チャイルドアワー )「アイシテル物語」「アイシテ
ル物語２」（作・かしわ哲／絵・松井しのぶ）や、DVD「日本のアウトサイダー
アート」などのナレーションの活動も。
こむろゆい情報：オフィス・キーズ http://office-khys.com/
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5月19日(木)

開演18：30 (開場18：00)

文京シビックホール 小ホール(2階)
全席自由
定 員 370名(先着順)
参加費 2,000円
(介助者1人まで無料。ペア割引2人で3,000円)
催しの収益は被災障害者救援金として使われます。

ゆめ風基金
1995 年、被災障害者の救援を目的に永六輔
さん、小室等さんら著名人と障害者、支援者が
呼びかけて発足。これまで国内外 43 の被災地
におよそ 3 億 2 千万円の救援金を届けました。
東日本大災害ではいち早く障害者救援活動を
開始、今も障害者の生きる場・働く場の復興
を応援しています。
「一番困っているところに
すばやく届ける」ことをモットーに全 国 53 の
障害者団体とネットワークを結び、緊急時に
備えています。災害の度に障害者や高齢者の
救出が遅れたり避難所で暮らせないなどの
「人災」が繰り返されます。そうした状況を
防ごうと障害者の立場から「防 災 提 言 」を
発信しています。

会員（年に一口千円）になって、
【ゆめ風基金】を支えてください。
◆中学生から参加できるのが特徴です
10 年かけて 1 万円（１年に 1000 円、
1 ヵ月にすれば 100 円弱）を提供して
くださる人を募っています。
◆ほんとうに必要な所へ、しっかり届けたい
【ゆめ風基金】は、障害者市民を支援対象に
しています。貴重な基金なのでガラス張り
運用を貫き、本当に必要な所にしっかり届く
よう、【ゆめ風ネットワーク】を都道府県に
１ヵ所、できれば市町村に 1 ヵ所、設置した
いと努力中です。現在、全国に 53 ヵ所です。
◆防災にも力を注いでいます
災害が起こっても障害者市民が死なないで
済むための防災・減災に力を注いでいます。
自然を畏敬しつつ「死者を一人も出さない」
ためのアイデアを求め、発信し続けます。
郵便振替口座 00980-7-40043 「ゆめ風基金」
お問い合わせは

認定ＮＰＯ法人 ゆめ風基金
〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島 1-13-43-106
TEL 06-6324-7702 FAX 06-6321-5662
http://yumekaze.in.coocan.jp/
yumekaze@nifty.com

