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　　　　　ソローチェ　　　　　ソローチェ
　（フォルクローレバンド）　（フォルクローレバンド）

1994 年結成、県内最古の1994 年結成、県内最古の
フォルクローレバンド。フォルクローレバンド。
中南米ボリビア、ペルー、中南米ボリビア、ペルー、
アルゼンチンのアンデスアルゼンチンのアンデス
音楽を中心に、ライブハウス、県や市町村の各種イベント、県内の小音楽を中心に、ライブハウス、県や市町村の各種イベント、県内の小
中学校における芸術文化鑑賞等で演奏を行う。中学校における芸術文化鑑賞等で演奏を行う。

１１１１１１１１１１月月月月１１１１９９９９日（（（（（SSSattt）））））１１１１１１１１月月月１１１９９９日日日（（（（SSSatt））））
112:30112:30 こどもたちの歌と踊り　　　　　　  こどもたちの歌と踊り
　　　 　　　　　　 際交流センター山梨ラボ国際交流センター山梨ラボ国際交流センター山梨

113:00　113:00　 二 胡 演 奏二 胡 演 奏
　　　　　　　　 日中交流情報センター日中交流情報センター

113131 :3:3001131311 :3:300 BaBandndaa LaLa MMininaa DeDe OOroro　BaBandndaa LaLa MMininaa DeDe OOroro

Banda La Mina De OroBanda La Mina De Oro
（サルサバンド）（サルサバンド）

東京、神奈川を活動拠点とし、東京、神奈川を活動拠点とし、
2008 年後半より年数回のライブ2008 年後半より年数回のライブ
演奏活動を行っている。NY/PR演奏活動を行っている。NY/PR
の『王道サルサ』をひたすら求の『王道サルサ』をひたすら求
めて突っ走る。日本ラテン界のめて突っ走る。日本ラテン界の
トップスターであるルーキー氏トップスターであるルーキー氏

の美しい歌声、迫力あるホーンセクション、百戦錬磨の安定感あるリズムセクションが自慢。           の美しい歌声、迫力あるホーンセクション、百戦錬磨の安定感あるリズムセクションが自慢。           
 バンド名は「宝の山」に由来。　 バンド名は「宝の山」に由来。　　　http://laminadeoro.net/

　　　　　　　岩崎けんいち   シンガーソングライター

山梨を中心にライブハウスや施設、支援学校や学校など
で音楽活動を展開。山梨の音楽仲間とチャリティコン
サートによる収益金でカンボジアに学校を建てたことか
ら、2004 年より毎年カンボジアを訪れ、愛と平和のメッ
セージを音楽にのせて届けている。テレビ山梨開局 40
周年記念特別番組 『カンボジアの風を感じて』でカンボ
ジアでの活動が紹介。2011 年 8 月 6 日、平和通りに広
島の平和の火をキャンド ルに灯して歩く、第２回『平和
通りから願いをこめて』を実施。現在は甲府市のカレー
屋さん「ハーパーズミル」でカレーを作りながら、東北
の被災地にお手伝いに行ったり、歌ったり、イラスト展
を開催したりと、活動の幅を広げている。
http://www.take-b.com/

　! "#$%&#'$()#'*!+%,$'!　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　 　Music ＆ Performance

１１１１１１１１１１月月月月月２２２２００００日（（（（（SSSun）））））１１１１１１１１月月月月２２２０００日日日（（（（SSSun））））
112:00　112:00　岩崎けんいち  岩崎けんいち ～音楽の旅～～音楽の旅～

Steel Pan  Band ～珠Steel Pan  Band ～珠 with Tropicaribwith Tropicarib

113:35　ソローチェソローチェ
　 　　　
141414141 :1:1:1555   ドンドンドンシシシドンドンドンシシシャカャカャカピーピピ ポーポポャカャカャカピーピピ ポーポポ 　　　　　　　　　

　当日は、会場付近の道路や駐車場が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

　　　　　　　　　　　　  　    ～ Steel Pan Band ～   珠（たまき）　　　　　　　　　　  　    ～ Steel Pan Band ～   珠（たまき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                with Tropicarib　　　　　　　　　　　　　　　　　　                with Tropicarib
  
2005 年トリニダード・トバゴに渡航、Steel Pan Band「Phase Ⅱ Pan 2005 年トリニダード・トバゴに渡航、Steel Pan Band「Phase Ⅱ Pan 
Groove」に参加。トリニダード・トバゴで最大の Steel Pan コンテスGroove」に参加。トリニダード・トバゴで最大の Steel Pan コンテス
ト「パノラマ」に出場し、優勝。同年４月より読売日本テレビ文化セト「パノラマ」に出場し、優勝。同年４月より読売日本テレビ文化セ
ンター（現・よみうりカルチャー）に於いてスティールパン講座の講ンター（現・よみうりカルチャー）に於いてスティールパン講座の講
師を開始。５月には、キューバにてアントニオ・古賀氏と共に「CUBA 師を開始。５月には、キューバにてアントニオ・古賀氏と共に「CUBA 
DISCO 2005｣ に出演し、7月 ｢愛 ･ 地球博｣ キューバナショナルディDISCO 2005｣ に出演し、7月 ｢愛 ･ 地球博｣ キューバナショナルディ
にエキスポホールにて演奏。好評につき、その後３年連続でキューバにエキスポホールにて演奏。好評につき、その後３年連続でキューバ
公演を行う。2011 年 2 月に、自身初の CD『Ja-PAN Melody』（日本の公演を行う。2011 年 2 月に、自身初の CD『Ja-PAN Melody』（日本の
童謡唱歌を Steel Pan でアレンジ）を発売。現在は 2013 年山梨県国民童謡唱歌を Steel Pan でアレンジ）を発売。現在は 2013 年山梨県国民
文化祭において 100 人で演奏することを目指している。ドラム缶で作文化祭において 100 人で演奏することを目指している。ドラム缶で作
られた、トリニダード・られた、トリニダード・トバゴ共和国生まれの楽器、Steel Pan。やさしい音色と笑顔が皆さまをトバゴ共和国生まれの楽器、Steel Pan。やさしい音色と笑顔が皆さまを
南国へ誘います。 南国へ誘います。   http://steelpan-tamaki.powerhp.net/           http://blog.goo.ne.jp/tamakipan  http://steelpan-tamaki.powerhp.net/           http://blog.goo.ne.jp/tamakipan            

Toropicarib（トロピカリブ）Toropicarib（トロピカリブ）　　「Steel Pan 奏者  珠」　門下生一同によるバンド「Steel Pan 奏者  珠」　門下生一同によるバンド

World Gourmet  ワールドグルメ　 10:00AM～2:30PM（11/19,20）

国際交流・国際協力 ブース　     10:00AM～2:30PM（11/19,20）
ドンシャカ・ピーポードンシャカ・ピーポー（ネイティブ・アフリカンバンド）（ネイティブ・アフリカンバンド）

音楽と人間のルーツと言われる西アフリカ音楽と人間のルーツと言われる西アフリカ
の太鼓「ジャンベ」。人と人とを繋ぐ伝統の太鼓「ジャンベ」。人と人とを繋ぐ伝統
リズム。演奏者と聴衆が一体となる「民族リズム。演奏者と聴衆が一体となる「民族
音楽」に魅せられた仲間たちによる、八ヶ音楽」に魅せられた仲間たちによる、八ヶ
岳発のネイティブ・アフリカンバンド！県岳発のネイティブ・アフリカンバンド！県
内外のイベント、お祭り等で活動中。内外のイベント、お祭り等で活動中。
メンバー随時募集！メンバー随時募集！

■ ハート５１ 
　　　シュラスコ（BBQ) ほか（ブラジル料理）
■ たこやき do PAPAI
　　　たこ焼き・焼きそば（日本料理）
■ 韓サラン
　　　チヂミ・豆腐チゲほか（韓国料理）
■ 山梨台湾総会
　　　焼きビーフンほか（台湾料理）

■ JICA 地球ひろば　
　  　 JICA 活動紹介・募集説明
■ 岩崎けんいち　～音楽の旅～　
　　  カンボジア写真展、岩崎けんいちポストカード
■ フェアトレード雑貨「ハーモニー」　
　　  カンボジア・ネパール・インド雑貨ほか
■ おちゃのじかん 
 　　アフリカ・パレスチナ雑貨・天然酵母パンほか

■ メキシコ料理「マパ」　
　　　チキンタコスほか（メキシコ料理）
■ 北インド料理「スーリヤ」　
　　　豆カレー、ナン、タンドリーチキン（インド料理）
■ タイレストラン「ロータス」　
　　　トムヤムラーメンほか（タイ料理）
■ 山梨県中国語・国際交流会　
　　　餃子ほか（中国料理 ）

■ 山梨県国際文化交流会　
　  　  お茶会と活動紹介
■ 日中交流情報センター　
　  　  中国菓子とお茶
■ 山梨日本語ボランティアの会　
　　    活動紹介

企画・実施・問合せ／財団法人 山梨県国際交流協会  Yamanashi International Association
（山梨県立国際交流センター指定管理者）

共催／ JICA 地球ひろば 、やまなしインターナショナルネットワーク（YIN）
〒 400-0035 甲府市飯田 2-2-3

                      Tel. 055-228-5419  Fax. 055-228-5473      www.yia.or.jp    e-mail: webmaster@yia.or.jp      


