


2 3

北浦 恒人（きたうらつねと）さん

作曲家

昭和34年生、和歌山市出身。愛知県立芸術大学音楽学部作曲専攻を卒業
後、同大学大学院音楽研究科作曲専攻を修了。森川隆之、保科洋諸氏に師
事。平成３年日本交響楽振興財団第13回作曲賞入選、同11年「和歌山市民
の歌」優秀賞、同17年日本歌曲振興会第15回日本歌曲コンクール作曲部門
優秀賞を受賞。優れた作品を発表し、後進の育成にも尽力。

和歌山県文化表彰とは、和歌山県の文化向上・発展に顕著な功績のある人たちに贈られる賞です。

Prof ile

熊野古道世界遺産登録10周年記念コンサート
岸ミツアキ　おしゃべり&ジャズピアノコンサート

人気のある『貸会議室』 ３時間1,500円〜  当日予約もOK！
3 木

20

　「小さい頃は音楽があまり得意な子
どもではありませんでしたよ（笑い）」。
そう話すのは、作曲家としてだけでな
く、作曲家集団PORTの代表として
作曲活動を広く紹介する機会を創出
しているほか、愛知県立芸術大学や
名古屋芸術大学で講師を務めるなど
でして、後進の指導にも力を尽くす北
浦恒人さん。現在、愛知県の在住な
がら、「和歌山市民の歌」や混声合唱
組曲「紀の川」の編曲など、故郷であ
る和歌山の文化活動にも寄与してい
ます。
　本格的に音楽と触れ合ったのは、
小学校３年生の時。児童合唱団の研

究生から始まりました。アイドルの音
楽を聞くように、チャイコフスキーを
聞きまくっていたという中学時代。当
時、作曲家の森川隆之氏に、指揮者
になりたいと相談したのが、きっかけ
だったと言います。
　「指揮者は曲の成り立ちを知ること
が重要だと、ピアノと作曲を森川先生
から学びました。中学３年生の時です
ね。そこで作品を通して伝えたい思い
があふれだし、作曲家を目指すように
なりました」。
　常に北浦さんがテーマとするのは
“心を感動させる音楽”。ほっとしたり、
落ち着いたり、興奮したり、涙ぐんだ

りと、感動にはいろ
いろな種類がありま
す。そんな心が動
く瞬間を音楽でつく
り、きっかけにして
感動の輪を広げてい
きたいと言います。
　北浦さんは、男
声合唱団メンネル
コーァ東海の常任指
揮者としても活躍。

岡崎女子大学では、子ども教育にお
ける音楽の在り方を指導。“保育士、
幼稚園教諭養成において、短期間で
基礎音楽力が向上する教材の研究”と
“こどものためのピアノ音楽作品の創
作と研究”をテーマにしています。
　「大事なことはやはり感動すること。
教育者の“楽しい”が子どもたちに音楽
の素晴らしさを伝えることになるから
です」と、いつの時も感じることの大
切さを教えてくれました。

平成24年度 和歌山県文化奨励賞

スインギーでジャジーな大人のひとときを、
「お洒落なピアノ・トリオで音（おと）どけします」
3月20日（木）に和歌山県民文化会館で開催される「熊野古道世界遺産
登録10周年記念コンサート」に和歌山県出身のジャズピアニストの岸ミ
ツアキさんが登場します。世界を駆ける岸さんに、コンサートへの思い
をお聞きしました。

1961年生まれ。「平成19
年度・和歌山県文化表彰／
文化奨励賞」受賞。1997年
以降リーダー・アルバムは
14作、うち3作が「スイング
ジャーナル誌・選定ゴール
ドディスク」を獲得。1999年
から自己のグループでアメリカ、ドイツ、ロシア（5回）、キル
ギス共和国（2回）、カザフスタン共和国など数 の々海外
公演を行っており、国内でもアメリカより招いた著名アー
ティストと共演するなど、常にグローバルに活躍してい
る。最新リーダー・アルバム「ラヴ・アット・ファースト・サイ
ト」（ニューヨーク録音）は故ジョージ・シアリングを長年
支えた名手ニール・スウェインソン(bass)とカウント・ベイ
シー・オーケストラのリーダーでもあるデニス・マックレル
(drums)との共演作。＜公式ホームページ＞　http://
www.kishijazz.com

ジャズピアニストを目指したきっかけ
は何ですか?

音楽の環境には恵まれた家庭に育
ち、小学生の頃からピアノを弾いて
いました。中学のころでしょうか。
NHKのテレビで流れる素晴らしい
ピアノの音色に惹きつけけられまし
た。それが、ジャズピアノの巨匠オ
スカー・ピーターソンだったのです。
それ以来、夢中でピアノを弾き続け
て、今日に至っています。

数々の海外公演を行っているとお聞
きしていますが、印象に残ってる地域

やエピソード等をお聞かせください。

なんといっても、1999年8月に、アメ
リカ西海岸の名門ジャズフェスティ
バル「コンコード・ジャズ・フェスティ
バル」に出演したことです。ローズ
マリー・クルーニー、カウント・ベイ
シー・オーケストラ、マンハッタン・
トランスファー等と同じステージに
立ったのですから。ロシアやカザフ
スタンでは、音楽を通じて国際親善
のお役にたて、ジャズって素晴らしい
なと改めて思いました。

いつもステージで心がけていること
はありますか。　

“音”に魂を注入して血を
通わし、生きた音楽にす
ることはいつも心がけて
います。トークも大切だ
と考えています。曲の解
説なども分りやすく面白
く話せればいいなと。

今回のステージの見どこ
ろはどのようなところで
しょうか?

ふるさと和歌山を意識した初めてのス
テージになると思います。高野や熊野
をジャズでイメージした曲を披露する
つもりです。橋本市生まれなので高野
山にはよく行きました。ただ熊野は行っ
たことがないので、近い内に歩いてみ
て、イメージと重ねたいと思っていま
す。また、和歌山県民歌をアレンジし
て、紀の川市の歌手・宮本静さんの歌
と共にオープニングをします。そして、
私のアルバム”ジャズ抒情歌”から「毬
と殿さま」など和のテイストを盛り込ん
だ構成にしたいと思っています。もち
ろん、アメリカのスタンダード曲をはじ
め、映画音楽などもジャズ・アレンジ
で音（おと）どけします。スインギーで
ジャジーな大人のひとときを、お洒落
なピアノ・トリオでお楽しみください。 

これからの活動の抱負をお願いしま
す。

ともかくジャズ・ピアノを弾き続けてい
くことだけを考えています。その結果、
世界の各地で演奏ができればこんな
幸せなことはありません。また、今回の
コンサートを機に、和歌山のいろんなと
ころで演奏することができれば、とても
嬉しいことと思っています。

■開演／午後6時30分（開場午後6時）	 	 	 	 	
■場所／和歌山県民文化会館小ホール	 	 	 	 	
■入場料／前売2,500円、当日3,500円（全席自由）	
■お問い合わせ/和歌山県民文化会館　TEL.073-436-1331

スインギーでジャジーな大人のひとときを、おしゃれなピアノ・トリオで音（おと）どけします。

■お問い合わせ／和歌山県民文化会館　TEL.073-436-1331　
　　　　　　　  476台収容の県文有料駐車場あり（40分100円／24時間800円）

今年４月にリニューアルオープンした県民文化会館には、年間２０万人以上の方に利用される人気の貸
会議室があります。人気の秘密は、集客のしやすさ＆リーズナブルなお値段。 更に、無料で使えるイン
ターネット環境を全室に整備。大・小 ２３室ある会議室は、18名〜120名の利用が可能で、研修や説明
会、面接・試験会場として大活躍しています。是非、一度ご来館ください！県文ホームページから空室状
況確認＆インターネット予約OK！

2013年に開かれた男声合唱団メンネルコーァ東海の演奏会の様子

北浦さんの作品を一冊にまとめた子どものた
めのピアノ曲集「虹の花束」が、カワイ出版か
ら発刊されました。全12曲。美しいメロディー
ラインと心地よい音の運びが、聞く人の心を癒
します
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ジャズピアニスト
岸ミツアキさん
きし　みつあき

5F大会議室
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NEW YEAR 2014 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
～宮殿祝賀コンサート～

和歌山ジュニア芸能祭

関連企画
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■開演／	①午後1時（開場午後0時30分）
	 ②午後3時30分（開場午後3時）																																		
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■出演者／ムテ吉、ミーニャ、メーコブ、ひなたおさむ、瀧本瞳
■入場料／2,000円（全席指定）																								

■開演／	午後6時（開場午後5時30分）
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／500円（全席自由）								

■開演／午後6時30分	（開場午後6時）	
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／S席5,000円、A席4,000円（全席指定）	
　　　　　※各席とも学生は1,000円割引		
■出演（予定）／	指揮者サンドロ・クトゥレーロ				
	 管弦楽		ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
	 ソプラノ、バレエダンサー4名
■プログラム（予定）
　ヨハン・シュトラウス２世		美しき青きドナウ
　ヨハン・シュトラウス２世		皇帝円舞曲			
　ヨハン・シュトラウス２世		トリッチ・トラッチ・ポルカ					
　ヨハン・シュトラウス１世		ラデッキー行進曲	
　ヨハン・シュトラウス２世		雷鳴と雷光　　ほか			

■開演／	午後１時（開場午後0時30分）	
■場所／和歌山県民文化会館大ホール					
■入場料／無料（整理券）

■出演団体	和歌山市立日進中学校合唱部
	 和歌山市立貴志中学校合唱部
	 和歌山市立明和中学校合唱部
	 和歌山県立日高高等学校箏曲部
	 りら創造芸術高等専修学校（タップダンス他）
	 スタジオ		ぽこ・あ・ぽこ（タップダンス）			（順不同）

　子どもたちに大人気のキャラクター“ムテ吉・ミー
ニャ・メーコブ”とひなたおさむさん、瀧本瞳さんが繰
り広げる歌や踊り、そして楽しいゲームなど会場が
一体となって盛り上がる「わくわくステージ」です。

©NHK 

ワンコインで気軽に楽しめるクラシックコンサートを開催しま
す。
■プログラム（予定）
あまちゃんオープニングテーマ、魔女の宅急便、他

　何度でも観たい古典バレエの
傑作、チャイコフスキーの「白鳥
の湖」から第２幕を。高度な技で
魅了する華やかな作品を新国立
劇場バレエならではのハイクオリ
ティな演出でお届けします。

■プログラム
第一部「パ・ド・カトル」 、「アリアのための序曲」 、「ドン・キホーテ」第3幕よりグ
ラン・パ・ド・ドゥ 

第二部「白鳥の湖」第2幕
古典バレエの代名詞ともいえる名作。チャイコフスキーの哀切に満ちた曲想に
のせて白鳥に変えられたオデット姫と王子の恋を描きます。第２幕は王子がオ
デット姫に会う場面。悪魔ロートバルトによって白鳥に変えられたオデットた
ちは、夜だけ人間の姿に戻ることができます。王子は気高く美しいオデットの
哀しい身の上を聞き、彼女を魔法から解くために愛を誓います。王子とオデッ
トのパ・ド・ドゥ、有名な4羽の白鳥、また新国立劇場バレエ団ならではの整然
と美しく揃った白鳥の群舞など見どころはつきません。

　第８回和歌山県民俗芸能祭は、特別企画公演として「那智の田楽」と「花園の仏
の舞」の２演目で開催します。

●ピアノ／坂西涼（橋本市出身）第41回和歌山県新人演奏会特別奨励賞受賞
●チューバ／坂本健斗（橋本市出身）第40回和歌山県新人演奏会奨励賞受賞  
●ピアノ／浅田陽子（串本町在住）第40回和歌山県新人演奏会奨励賞受賞   
●声楽／杉原　藍（海南市出身）第40回和歌山県新人演奏会奨励賞受賞       

■笑福亭福笑（しょうふくていふくしょう）  
六代目笑福亭松鶴に入門、笑福亭仁鶴・鶴光に次ぐ高弟。松鶴一門の中では爆笑派で、古
典落語・新作落語の両方を得意としている。

■牧宥恵（まきゆうけい）     
日大芸術学部を中退し、美学校細密画工房を経て図鑑等の細密画の世界に身を置くが、
独学で仏画の独習に専念する。1978年根来寺境内に画房を構え、以降、伝統仏画と三昧
画の制作にあたる。同時に、個展、講習会、和歌山放送DJ、カルチャーセンターの講師な
ど、多彩な活動を行っている。

那智の田楽・花園の仏の舞にちなむ パネル展示
■期間／2月13日（木）〜16日（日）
■場所／和歌山県民文化会館　特設展示室
■無料
お話し　 熊野・高野の民俗芸能  
■講師／蘇理剛志（県文化遺産課）     
■日時／2月14日（金）1回目12:30〜13:10 　
　　　　　　　　　  2回目14:30〜15:10 
■場所／和歌山県民文化会館  特設展示室
■参加無料

■那智の田楽（なちのでんがく）    
　那智田楽保存会（那智勝浦町）　
　ユネスコ無形文化遺産 
　国指定重要無形民俗文化財

■花園の仏の舞 （はなぞののほとけのまい）
　花園郷土古典芸能保存会（かつらぎ町）
　国選択無形民俗文化財

河毛 博子（がもう ひろこ）

  エンターティメントのツボを心得た
名物指揮者のサンドロ・クトゥレー
ロが工夫を凝らし、観客を楽しませ
てくれる「ニューイヤー・コンサート」
は、「聴いて楽しく、見て楽しい」コン
サートです。管弦楽の演奏から、気品
溢れる歌あり、バレエダンサーによる
踊りで、きらびやかなウィーン舞踏会
の世界へ皆様をご案内いたします。

サンドロ・クトゥレーロ（指揮者）
1961年、イタリアのトロペアに生まれる。1980年、ロー
マのサンタ・チェチーリア国立音楽院においてセルジオ・
ペルティカローリにピアノを師事。その後、ローマ大学で
政治哲学を専攻し、優秀な成績で博士号を取得、1985
年よりウィーンに移り、ピアニスト、作曲家および指揮者
として精力的に活動している。

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
日本でもすっかりお馴染みのサンドロ・クトゥレーロにより、宮殿での祝賀コン
サートを機に1990年に設立された。クトゥレーロ氏のﾞワルツへの愛と情熱″
に賛同した才能溢れる演奏家が彼のオーケストラに参加。オーケストラは約
25名の弦・木管・金管・打楽器により構成され、さらに曲によって数名のバレ
エ・ダンサー、歌手が登場。楽しい踊りと美しい歌声が雰囲気を盛り上げ、ウィ
ンナーワルツをより楽しませてくれます。

青少年の舞台芸術活動の発表機会を提供することを目的に開催します。

河毛博子&オオサカン・ブラス・クインテット 
魅惑の金管五重奏〜トロンボーン、トランペット、ホルン、チューバの競演〜

平成25年度 文化庁  地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
新国立劇場バレエ団 クラシック・バレエ ハイライト2014                                        

第8回和歌山県民俗芸能祭
特別企画公演　熊野・高野の民俗芸能

和歌山県新人演奏会出演者による
第8回音の杜コンサート

けんぶん寄席 笑福亭福笑&牧宥恵

「おかあさんといっしょ」ポコポッテイトがやってきた！！

ワンコインコンサート　Vol.2

■開演／午後7時	（開場午後6時30分）
■場所／和歌山県民文化会館大ホール																																														
■入場料／3,000円（全席指定）

■開演／午後１時（開場午後0時30分）
■場所／和歌山県民文化会館小ホール		
■入場無料／整理券（1月14日（火）から整理券配布）
■郵送による申し込み方法／往復はがきの往信面に民俗芸能祭観
　覧希望と明記し、住所氏名希望人数（1枚あたり3人まで）を明記
　の上、下記へお申し込みください。2月8日（土）消印有効
■申し込み先／640-8269　和歌山市小松原通1-1　
　和歌山県民文化会館内　民俗芸能祭係　
　TEL.073-436-1331

■開演／午後2時（開場午後1時30分）							
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／一般1,000円、高校生以下500円（全席自由）

■開演／午後2時（開場午後1時30分）		
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／前売2,500円、当日3,500円（全席自由）
■出演／笑福亭福笑、牧宥恵、笑福亭たま

　このコンサートは和歌山県新人演奏会出演後も演奏活
動を継続され活躍中の方々によるもので、誰もが気軽に聴
けるクラシックコンサートです。

　上方落語を代表する笑福亭一門の中から笑福亭福笑師
と同師と親交の深い、岩出市在住の画僧でありコラムニス
トでもある牧宥恵師の出演による落語とトークショーをお
楽しみください。
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	 ②午後3時30分（開場午後3時）																																		
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■出演者／ムテ吉、ミーニャ、メーコブ、ひなたおさむ、瀧本瞳
■入場料／2,000円（全席指定）																								

■開演／	午後6時（開場午後5時30分）
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／500円（全席自由）								

■開演／午後6時30分	（開場午後6時）	
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／S席5,000円、A席4,000円（全席指定）	
　　　　　※各席とも学生は1,000円割引		
■出演（予定）／	指揮者サンドロ・クトゥレーロ				
	 管弦楽		ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
	 ソプラノ、バレエダンサー4名
■プログラム（予定）
　ヨハン・シュトラウス２世		美しき青きドナウ
　ヨハン・シュトラウス２世		皇帝円舞曲			
　ヨハン・シュトラウス２世		トリッチ・トラッチ・ポルカ					
　ヨハン・シュトラウス１世		ラデッキー行進曲	
　ヨハン・シュトラウス２世		雷鳴と雷光　　ほか			

■開演／	午後１時（開場午後0時30分）	
■場所／和歌山県民文化会館大ホール					
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一体となって盛り上がる「わくわくステージ」です。

©NHK 

ワンコインで気軽に楽しめるクラシックコンサートを開催しま
す。
■プログラム（予定）
あまちゃんオープニングテーマ、魔女の宅急便、他

　何度でも観たい古典バレエの
傑作、チャイコフスキーの「白鳥
の湖」から第２幕を。高度な技で
魅了する華やかな作品を新国立
劇場バレエならではのハイクオリ
ティな演出でお届けします。

■プログラム
第一部「パ・ド・カトル」 、「アリアのための序曲」 、「ドン・キホーテ」第3幕よりグ
ラン・パ・ド・ドゥ 

第二部「白鳥の湖」第2幕
古典バレエの代名詞ともいえる名作。チャイコフスキーの哀切に満ちた曲想に
のせて白鳥に変えられたオデット姫と王子の恋を描きます。第２幕は王子がオ
デット姫に会う場面。悪魔ロートバルトによって白鳥に変えられたオデットた
ちは、夜だけ人間の姿に戻ることができます。王子は気高く美しいオデットの
哀しい身の上を聞き、彼女を魔法から解くために愛を誓います。王子とオデッ
トのパ・ド・ドゥ、有名な4羽の白鳥、また新国立劇場バレエ団ならではの整然
と美しく揃った白鳥の群舞など見どころはつきません。

　第８回和歌山県民俗芸能祭は、特別企画公演として「那智の田楽」と「花園の仏
の舞」の２演目で開催します。

●ピアノ／坂西涼（橋本市出身）第41回和歌山県新人演奏会特別奨励賞受賞
●チューバ／坂本健斗（橋本市出身）第40回和歌山県新人演奏会奨励賞受賞  
●ピアノ／浅田陽子（串本町在住）第40回和歌山県新人演奏会奨励賞受賞   
●声楽／杉原　藍（海南市出身）第40回和歌山県新人演奏会奨励賞受賞       

■笑福亭福笑（しょうふくていふくしょう）  
六代目笑福亭松鶴に入門、笑福亭仁鶴・鶴光に次ぐ高弟。松鶴一門の中では爆笑派で、古
典落語・新作落語の両方を得意としている。

■牧宥恵（まきゆうけい）     
日大芸術学部を中退し、美学校細密画工房を経て図鑑等の細密画の世界に身を置くが、
独学で仏画の独習に専念する。1978年根来寺境内に画房を構え、以降、伝統仏画と三昧
画の制作にあたる。同時に、個展、講習会、和歌山放送DJ、カルチャーセンターの講師な
ど、多彩な活動を行っている。

那智の田楽・花園の仏の舞にちなむ パネル展示
■期間／2月13日（木）〜16日（日）
■場所／和歌山県民文化会館　特設展示室
■無料
お話し　 熊野・高野の民俗芸能  
■講師／蘇理剛志（県文化遺産課）     
■日時／2月14日（金）1回目12:30〜13:10 　
　　　　　　　　　  2回目14:30〜15:10 
■場所／和歌山県民文化会館  特設展示室
■参加無料

■那智の田楽（なちのでんがく）    
　那智田楽保存会（那智勝浦町）　
　ユネスコ無形文化遺産 
　国指定重要無形民俗文化財

■花園の仏の舞 （はなぞののほとけのまい）
　花園郷土古典芸能保存会（かつらぎ町）
　国選択無形民俗文化財

河毛 博子（がもう ひろこ）

  エンターティメントのツボを心得た
名物指揮者のサンドロ・クトゥレー
ロが工夫を凝らし、観客を楽しませ
てくれる「ニューイヤー・コンサート」
は、「聴いて楽しく、見て楽しい」コン
サートです。管弦楽の演奏から、気品
溢れる歌あり、バレエダンサーによる
踊りで、きらびやかなウィーン舞踏会
の世界へ皆様をご案内いたします。

サンドロ・クトゥレーロ（指揮者）
1961年、イタリアのトロペアに生まれる。1980年、ロー
マのサンタ・チェチーリア国立音楽院においてセルジオ・
ペルティカローリにピアノを師事。その後、ローマ大学で
政治哲学を専攻し、優秀な成績で博士号を取得、1985
年よりウィーンに移り、ピアニスト、作曲家および指揮者
として精力的に活動している。

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
日本でもすっかりお馴染みのサンドロ・クトゥレーロにより、宮殿での祝賀コン
サートを機に1990年に設立された。クトゥレーロ氏のﾞワルツへの愛と情熱″
に賛同した才能溢れる演奏家が彼のオーケストラに参加。オーケストラは約
25名の弦・木管・金管・打楽器により構成され、さらに曲によって数名のバレ
エ・ダンサー、歌手が登場。楽しい踊りと美しい歌声が雰囲気を盛り上げ、ウィ
ンナーワルツをより楽しませてくれます。

青少年の舞台芸術活動の発表機会を提供することを目的に開催します。

河毛博子&オオサカン・ブラス・クインテット 
魅惑の金管五重奏〜トロンボーン、トランペット、ホルン、チューバの競演〜

平成25年度 文化庁  地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
新国立劇場バレエ団 クラシック・バレエ ハイライト2014                                        

第8回和歌山県民俗芸能祭
特別企画公演　熊野・高野の民俗芸能

和歌山県新人演奏会出演者による
第8回音の杜コンサート

けんぶん寄席 笑福亭福笑&牧宥恵

「おかあさんといっしょ」ポコポッテイトがやってきた！！

ワンコインコンサート　Vol.2

■開演／午後7時	（開場午後6時30分）
■場所／和歌山県民文化会館大ホール																																														
■入場料／3,000円（全席指定）

■開演／午後１時（開場午後0時30分）
■場所／和歌山県民文化会館小ホール		
■入場無料／整理券（1月14日（火）から整理券配布）
■郵送による申し込み方法／往復はがきの往信面に民俗芸能祭観
　覧希望と明記し、住所氏名希望人数（1枚あたり3人まで）を明記
　の上、下記へお申し込みください。2月8日（土）消印有効
■申し込み先／640-8269　和歌山市小松原通1-1　
　和歌山県民文化会館内　民俗芸能祭係　
　TEL.073-436-1331

■開演／午後2時（開場午後1時30分）							
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／一般1,000円、高校生以下500円（全席自由）

■開演／午後2時（開場午後1時30分）		
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／前売2,500円、当日3,500円（全席自由）
■出演／笑福亭福笑、牧宥恵、笑福亭たま

　このコンサートは和歌山県新人演奏会出演後も演奏活
動を継続され活躍中の方々によるもので、誰もが気軽に聴
けるクラシックコンサートです。

　上方落語を代表する笑福亭一門の中から笑福亭福笑師
と同師と親交の深い、岩出市在住の画僧でありコラムニス
トでもある牧宥恵師の出演による落語とトークショーをお
楽しみください。










