２０１３年

７/２６

金

【コンサート】 １９ ： ００～ （受付１８ ： ３０）
【交流会】
２０ ： ３０～２１ ： ３０

ろう者と音楽家。 ある意味で最も遠い存在の二人、 米内山明宏と
佐藤慶子。 そのふたりが音楽とは何かを軸にサイン （手の表現） と、
耳にのみ頼らないという発想 《五感の音楽》 を通して、 ２５年以上に
わたり探求を積み重ねてきました。 いま、 そのアート活動の世界を次
代へつなげたいと願います。
同時に日本絵本賞読者賞を受賞した手話絵本 「てではなそう （きら
きら）」 シリーズを共に作ってきたイラストレーターで絵本作家の澤田
としき （俊樹） さんの想い出に寄せる 「てではなそう」 パフォーマン
スも合わせて行います。 二人の活動の集大成を、 どうぞ楽しんで、
そして感じてごらんください。

Program

出演

１ ： 「てではなそう」

米内山 明宏 （よないやま あきひろ）
日本ろう者劇団代表。 手話文化村代表取締役。 １９５２
年東京都生まれ。 先天性ろうであり、 ろうの両親を持ち、
ネイティブサイナー （手話の母語習得者）。 アメリカデフ
シアターの契約俳優として８４箇所ツアー公演、 ８１年に
黒柳徹子氏と出会い、 日本ろう者劇団を発足。 現在ま
で全国で公演を行う。 [ 受賞 ]１９８７年文化庁芸術祭賞
受賞。 日展、 光風会入選多数。 [ 著書 ] 「プライド」 「て
ではなそう」 「デフアート」 ほか

２ ： トーク 「サインソング誕生の歩み
～サインソングの実演を交えて～」
３ ： 「ＷＡＶＥ」 など ※手話通訳あり
会場

佐藤 慶子（さとう けいこ）

霞が関ナレッジスクエア

作曲家､ヴォイスアーティスト､音楽サロン･プロデューサー。 独
自の 《五感の音楽》 という音楽観による作曲､演奏､映像､演劇
等のマルチアートを国内外で展開。 また長年にわたり音楽手
話劇､サインミュージカル､耳の聴こえないこどもの音楽ワーク
ショップ 《響きの歌》 など､ろう者と行なう音楽活動を展開。 《受
賞》 日本芸術文化財団現代部門賞､日本絵本賞 《ＣＤ》｢ミュー
ジックピロー｣｢アイラブピース｣《著書》｢五感の音楽｣｢てではなそ
う｣《受賞》 キリンアートアワード賞、 日本絵本賞 《映画》｢アイ
ラヴ･シリーズ｣３作音楽作曲。

東京都千代田区霞が関３－２－１
霞が関コモンゲート
西館奥 エスカレータ上がる
参加費
【コンサートのみ】 ＊事前振込の金額 （当日持参は＋５００円）
一般 /Ｗｅｂ会員 ： ３,０００円
ＫＫ２メンバー ： ２,５００円
学生 ： ２,５００円
【コンサート＋交流会】 ＊事前振込の金額
一般 /Ｗｅｂ会員 ： ５,０００円
ＫＫ２メンバー ： ４,５００円
学生 ： ４,５００円

（当日持参は＋５００円）

※交流会は、 ワイン ・ ソフトドリンク ・ 軽食付き
※交流会の最小催行人数は３０名 （満たない場合は中止します）
※小学生以上を対象としていますが、 ご希望の場合、 参加費は学生扱い
となります。 また会場内ではほかの方のご迷惑にならないよう、 保護者の
方が責任を持ってくださいますようお願いいたします。
※高校生、 大学生は学生証の提示をお願いします。

「霞が関ミュージックサロン」 とは？
霞が関コモンゲートに出来たビジネス後のひととき、 気
楽に立ち寄れ、 しかも質の高い音楽やカルチャーをお楽
しみいただくサロンです。 クラシック、 日本の伝統芸能
に親しむシリーズ、 上質なジャズやポップスなど、 時節
ごとに開催される選りすぐりのイベントは、 知的刺激や、
精神性の高い憩いといった、 まさにおとなのゼイタクに満
ちています。

霞が関から文化力プロ
ジェクトとは文化がもたら
す豊かさなどを霞が関か
ら発信し、 社会を元気に
していくことを目的とする、
文化庁が推進しているプ
ロジェクトです。

※プログラム開催中の写真撮影 ・ ビデオ撮影 ・ 録音は固くお断りしています。 ご了解ください。

お申込み方法

開催場所

①Ｗｅｂサイト受付
Ｗｅｂサイトからのお申し込みには無料Ｗｅｂ会員への登録が
必要になります。
ｈｔｔｐ： //ｗｗｗ．ｋｋ２．ｎｅ．ｊｐ
②ＦＡＸ・ 電話受付
ＦＡＸ・ 電話でもお申し込みいただけます。

霞が関ナレッジスクエア
東京都千代田区霞が関３－２－１
西館奥 エスカレータ上がる

霞が関コモンゲート

霞ヶ関駅
Ａ１３番出口

問い合わせ先
【ＫＫ２ （霞が関ナレッジスクエア）】 ＴＥＬ： ０３-３２８８-１９２１
【ＭｕＣｕＬ（ミュウカル）】
ＴＥＬ： ０３-３４４６-２６１８
【手話文化村】 ＦＡＸ： ０３-５４２１—１９３７
Ｅ-ｍａｉｌ：ａｒｏｘ＠ｓｈｕｗａｍｕｒａ．ｃｏｍ

虎ノ門駅
１１番出口

主催
ＫＫ２ （霞が関ナレッジスクエア）

ＭｕＣｕＬ（ミュウカル）
協力

・ 銀座線 「虎ノ門駅」 １１番出口より徒歩１分
・ 丸ノ内線 / 千代田線 / 日比谷線 「霞が関駅」Ａ１３番出口より徒歩６分

手話文化村

ＦＡＸ申し込みフォーム
ＦＡＸでお申し込みいただいた方には、 事務局から受付完了のＦＡＸをお送りします。

セミナー

２０１３年７月２６日 ( 金 )

米内山明宏 ・ 佐藤慶子 ～手のアート、 見る音楽、 聴く音楽～

氏 名
団体 （企業） 名 ・ 部署名
属性

ＫＫ２メンバー

Ｗｅｂ会員

一般

ＫＫ２メンバーズＮｏ．
※ＫＫ２メンバーズカードをお持ちの方はご記入ください

交流会

参加する

参加費のお支払方法

事前振込

事前振込は下記金額
【コンサートのみ】
・ＫＫ２メンバー ２,５００円
・ 一般 ３,０００円
【コンサート＋交流会】
・ＫＫ２メンバー ４,５００円
・ 一般 ５,０００円
＊当日持参は、＋５００円

参加しない

三菱東京ＵＦＪ銀行 （０００５） 市ヶ谷支店 （０１４） 普通預金 Ｎｏ． １４５８２７１
霞が関ナレッジスクエア

当日持参
※事前振込のキャンセルについて
開催日の一週間前までにキャンセルのご連絡をいただいた場合のみ参加費をご返金いたします。
※振込手数料はお申込者負担とさせていただきます。

電話番号
ＦＡＸ番号
備考

ＦＡＸ番号 ０３－５１５７－９２２５

