
花畑広場 

 

御幸小学校器楽部 

 私たちは御幸小学校器楽部です。４年生から６年生までの３８人の仲間と一緒に合奏

を楽しんでいます。練習してもなかなかうまくいかずに大変なこともありますが、私た

ちの演奏を聴いてみんなが笑顔になってくれる時が本当にうれしいです。オハイエでの

演奏も聴いてくれた人がみんな元気になれるよう一生懸命頑張ります。 

 

タイニープー・ぱ～むず 

 音楽グループのタイニープーと手話サークルのぱ～むずと申します。基本的にはブル

ーグラス系（アコースティック音楽）から始めたバンドグループですが、今は色んな曲

を楽しんでいます。下手な音楽グループですが、ぱ～むずさんのサポートで、お客様と

一緒に手話を行ったり歌ったりしながら会場の皆様と一緒に楽しむことを目的とした

活動を行っています。 

 

男声合唱団 KGC 

 男声合唱団 KGC は平成１９年に熊本高校グリークラブを中心に結成された合唱団

です。オハイエくまもと「とっておきの音楽祭」には第１回目から連続出演しています。

新型コロナウイルスの流行以来、十分な活動が出来ませんでしたが、満を持しての演奏

となります。是非、会場までお越し下さい。団員募集中です。詳細はガイドブックの広

告をご覧下さい。 

 

第二つつじが丘学園 

 私達は、アンクルンというインドネシアの楽器を使って演奏します。1 か月程の短い

期間でしたが、楽しく頑張って練習してきました。竹の優しい音色を感じていただけた

らと思います。心を込めて演奏致しますのでお聞き下さい。 

  

GB 

 毎回参加させて頂いております！いろいろとイヤなことが続いておりますが、元気の

出るビートルズサウンドで、少しでも楽しんで頂けるとうれしいです！ 

 

 Dr.Bach 

 こんにちは！今年は出演できるメンバーが少ないですが、毎年楽しく参加させて頂い

ています。できるしこで頑張ります。 

 

 

 



嶋田浩明・ゼノクライシス 

 ２０代から５０代までの幅広い年齢層の４人組バンドです。 

ベテランの楽器隊と若い女性ボーカルの構成です。演奏曲は主にＴV ドラマやアニメの

主題歌や懐かしい JPOP などを演奏します。 

 

アイリーウクレレクラス 

 ″暮らしに音楽を、ウクレレで笑顔を″をスローガンに、熊本市のカフェなどでウク

レレレッスンをしています。“アイリー”とはジャマイカの言葉で“大丈夫、気持ちい

い、楽しい、最高！”などの意。小さくてカワイイけど、たくさんの可能性を秘めてい

るウクレレとゆかいな仲間たちが、ほっこり時間をお届けします。 

 

ドリーム 

 結成して７回目の出演。コロナで練習も３回だけでしたが、各自個人練習をしての参

加です。マスコットガールのひかりさん、最初は音がはずれていましたが、毎日自己練

習して歌とダンスが大好きな彼女の成長ぶりに感心しています。ドラムの大智君、キー

ボードの大輔君も楽しく演奏します。そして彼らを支えてくれるプロ級のメンバー。し

ょう害のある人もない人も音楽を楽しむというオハイエの理念、開催に感謝していま

す！ 

 

スマイリー健＆アロハ・スターハワイアンズ 

 熊本市内を中心に県内各地のテーマパークや四季折々のお祭りやイベント、大型商業

施設、老健施設などへ、各地のフラ・タヒチアンダンスグループと共にボランティア活

動での出演をしているハワイアンバンドです。定期的には、市動植物園で春夏秋冬のイ

ベント出演又、市社会福祉協議会、熊本善意銀行、さわやか長寿財団、市動植物園、市

民病院、市アーティスト派遣事業へのボランティア活動団体として登録をしているグル

ープです。 

 

Relaxtime 

 １９６０年から１９７０年のポップスロックのヒット曲を演奏します。超目ジャーな

昔のヒット曲なのでみんなが聞いたことがあると思います。若い人は CM 等で聞いた

メロディーだったり、ご年配の方はど真ん中の方もいらっしゃると思います。皆さんに

楽しめ、寛げる時間を演出致します。 

 

ボヘミアン・ブラザーズ 

 農業や日常をテーマにオリジナル曲を演奏するバンドです。バンド名は伝統的な暮ら

しや習慣にこだわらないボヘミア文化にあこがれて命名しました。あるバンドコンテス

トの出場がきっかけで、現在のバンドスタイルへと発展。今回も乞うご期待！ 



 

SUPER TONES 

 こんにちは！SUPER TONES です。久しぶりの音楽祭を楽しみに、限られた時間

のなかメンバー一同、一所懸命練習を重ねてきました。全員集まれたのは、たったの一

度だけでしたが、今日のステージでは、とっておきの笑顔とサウンドをお届けします。

「いつも心に音楽を」 

 

フィナーレゲストフィナーレゲストフィナーレゲストフィナーレゲスト    

 赤池 優 

熊大付属中、真和高校、東京芸術大学音楽部声楽科卒業。多数のオペラに出演。海外に

おいても現地オーケストラと共演。劇場版名探偵コナン「戦慄の楽譜」では、秋葉怜子

役の歌唱を担当。２０１１年に CD「祈り」をリリース。２０１９年には県民第九のソ

リストを務めた。平成音楽大学講師。日本声楽アカデミー会員。熊本県文化協会会員。

熊本オペラ芸術協会会員。ラスカーラ・オペラ協会会員。 

  ピアノ伴奏；山中るりこ（オハイエ音楽指導者） 

 

豊田隆博・サン村田 

  豊田隆博；熊本を中心に活動するジャズピアニスト。現在、県内のライブハウスや

コンサート、ディナショー、テレビ、ラジオに出演。 

  サン村田；カナダ在住の画家でジャズバイオリニスト。 

 

 新市街  

 

  へいせいレインボーズ 

 私達は平成学園レインボーズです。平成学園は小島地区にある花と緑に囲まれた自然

あふれる学園です。レインボーズはリズムと体を動かす事が大好きです。 

月に１回集まり、合奏やダンスの練習をしています。 

集まることが出来ないこともありましたが、今回はみなさんの前で発表が出来てとても

嬉しいです。 

頑張りますので よろしくお願いします。 

 

MOKA 

 ２０１２年にデュオを結成し、熊本県内が中心ですが、県外・九州以外にも活動の場

を広げています。ビートルズ、カーペンターズ、ビージーズなどや１９７０年前後の洋

楽がレパートリーの中心で、ギター・パーカッション・ミニキーボード等を使った二人

だけの演奏とハーモニーで、次々と新しい曲に挑戦中。見てもきいても楽しんでいただ

けるような演奏を目指しています。 



 Hula・Welina・O・Na・Pua・Malie 

 熊本市内を中心に高齢者福祉施設・保育園・被災地・仮設住宅訪問・ボランティア等

の活動を行っているフラ・タヒチアンダンスの教室です。活動をしていく上で、感謝を

忘れず笑顔でいつまでも咲き続けて欲しいという想いが教室名に込められています。お

客様に喜んでいただけるよう、歌謡曲や童謡等のレパートリーも多数躍らせていただい

ています。自分を愛し、相手を認め、アロハ溢れる社会になるよう活動を続け１０年目

を迎えます。 

 

ACOUSTIC SEASON  

 ２００８年に結成した 男女 2 人のユニット「ACOUSTIC SESAON」です。アコ

ースティックなサウンドで日本の歌、POPS、JAZZ、オリジナル曲等を演奏していま

す。音楽を通して沢山の人達との出会い、喜びや悲しみを少しずつですが共有出来たこ

とに感謝しています。 

これからもよろしくお願いします。 

 

 Dolphin Sisters 

 私達は、中２の５人組ガールズバンドです。小学校の器楽部からの親友です。Dr.の

んＧｔ.ゆうきいＢａ.ゆいＫｅｙ.なっつＦｌ.くれで、楽しく活動しています。音楽祭は

２回目の出演で、今回はのん作のオリジナル曲です。ＳＤＧｓをテーマに、アオイホシ

（地球）に生まれた同じ人間同士、お互いを尊重し、仲間になり手を取り合って共に生

きていこうという気持ちを込めました。多様性も表現しています。４人が交互に最後の

歌い、最後のハモリにも注目して下さい。 

 

濱 清輝 

 こんにちは。中学生でギターを手にしてから、ずーっと弾き語りを続けている音楽好

きのオヤジです。お久しぶりの今年も参加でき感謝です。皆さんに楽しんでいただける

よう、しっかり歌います。私は１２年前から音楽仲間とレストランバー・キーブ（CIB）

にて、毎月「弾き語り大会」を開催しており、この音楽祭にもその仲間たちが多数参加

しています。みんなで楽しく盛り上げてまいりますので、応援のほどヨロシクお願いい

たします。 

 

ストロベリー 

 セクシーダンス目指している私達は３０代から６０代迄のグループです。毎週木曜日

パークドームで練習しています。 

グループ全員先生みたいな感じで気楽に笑いながらのレッスンしています。 

 

 

 



ひとみん 

 どうして「障がいのある方」と言うのに『健常者の方』って言わないの？どうして障

害者に対する差別はダメなのに、「健常者なのにそんな事も出来ないのか！！」って言

っていいの？それって逆差別じゃない？→そんな事ばかり気になって仕方ない自閉症・

統合失調症患者です。 

 

愛川尤治 

 テナーサックスで洋楽ポップスを演奏しています。とっておきの音楽祭には３年前に

１度参加させていただきました。音楽を通して障がい者と健常者がつながる事が出来れ

なと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

高森千本桜 

 

真田 芳邦 

 ９０年代の邦楽及び洋楽ロックのカバーやオリジナル曲の作詞作曲を行っています。

月に２回地元のライブ喫茶やライブハウス等で音楽活動をしています。 

短時間ではありますが、御観客の皆様と共に楽しい演奏や歌を届けたいと考えておりま

す。 

 

ライミティ＆ウイラニ 

 ライミティはタヒチアンダンスのチーム。泉ヶ丘公民館にてレッスンに励んでいます。 

水道町ヴィラージュビル３F で、フラ・タヒチ・ヨガ等幅広くレッスン中のウイラニフ

ラ。両チームとも、ダンスの楽しさを伝えると共に、体力の維持、整った身体を目標に

しています。久々のオハイエ音楽祭のステージ！楽しみにしています。 

 

あば 

 アコ—スティックバンド「あば」です。活動を始めて４年目を迎えました。主に、ア

メリカや日本のフォークミュージック、ポップスをアコースティックに演奏しています。 

 

サニースポット 

 バンド名のサニースポットは、日本語で陽だまりという意味です。陽だまりのように

心がホッと暖かくなるような音楽を届けていきたいと願っています。 

アコースティックで、３～４人でハモります。 

オハイエの活動が、もっともっと広がっていくことを願い、毎回参加しています。 

 

 

 

 



Two As One ＋ α 

 皆さん、こんにちは！ Two As One ＋ α（トゥアズワン・プラスアルファ）

です。結成当時は「うつ」に悩む者同士だったのですが、音楽に救われ、少しずつ回復

し、今はそれぞれの道を歩んでいます。今日はトロンボーン奏者の本田康平さんも＋α

として参加して下さいます。音楽の素晴らしさをお伝えできれば嬉しいです。よろしく

お願い致します。（大林由紀、外田史代、本田康平） 

 

現代美術館   

 

風間一朗（オハイエ音楽隊） 

 ２２歳。チャレンジめいとくの里に通っています。 

ピアノを習って７年です。 

楽しんで弾きます。応援よろしくお願いします。 

 

フルートデュオ＆ピアノ  Rupo（ルポ） 

 こんにちは。ニューシネマパラダイスの曲を聴いて感動し吹きたいと思い結成しまし

た。Rupo とはフランス語で休息癒しという意味です。音楽は言葉なしでも世界の人た

ちに通じるツールです。小さいお子様から高齢の方まで音楽で心ひとつに、平和で平穏

な世の中になりますように演奏します。２０１９年に結成しました。３年後に還暦を迎

える３人組です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ノーブルハンズ・アンサンブル 

 リコーダーの愛好者が集まり、ルネッサンス、バロックの名曲を楽しくアンサンブル

しています。“とっておきの音楽祭”は連続５回参加し、価値を知りやり甲斐を感じて

います。今回は急でメンバーだけでは難しいので、愛好会の仲間に参加をお願いしまし

た。大きなリコーダーも加わり、１０人以上で演奏するヘンデルの「水上の音楽」を皆

様に是非お聴き頂きたいと思います。 

 

オハイエ音楽隊 

 障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しもうと「オハイエくまもと」の設立を機

に２００９年８月に結成されました。２回音楽を練習して楽しんでいます。人権フェス

タ、お城祭りを初め様々なイベントにも参加。レパートリーも増えバージョンアップし

ました。 

  

 

 

 



Hana・mizuki～ハナミズキ～ 

 皆さんこんにちは。ハナミズキです。私達は二胡をこよなく愛し音楽を心から楽しん

でいるメンバー一同です。二胡は中国の民族楽器です。とても優しい音色ですので、た

くさんの皆さんに聴いていただき、もっと二胡を知って頂けたらと思います。メンバー

の年齢は幅広く、皆がいつも笑顔で練習を重ねてステージに立つ喜びを実感しています。

今日のステージも精一杯頑張りますので応援よろしくお願い致します。 

 

田尻久富（オハイエ音楽隊） 

 3 才の頃からピアノを始めました。 

バイエル、ソナチネを経てブルグミューラに進みました。 

ピアノのおかげで、仲間が広がり、楽しく過ごしています。 

 

林郁子（オハイエ音楽隊） 

 この日のために、ピアノの練習を続けているみたいです。 

昨年から、グループホームへ入り、毎日の練習はムリになりましたけど、週２回の帰宅

の時は、必ずピアノの前にすわり練習していとます。よほど好きだな～と感心していま

す。とにかく皆に聞いて ほしい！！ ほめられたい！！その一心でしょうね。 

 

アプリコットリバー 

 トロンボーンとピアノのユニットで活動しているアプリコットリバーと申します。発

達障害を持っていますが元気に演奏しています。皆様の耳にする良く聴かれる曲を中心

に一生懸命練習しています。楽器の演奏が大好きなピアノ担当は大宅杏佳。トロンボー

ン担当は川津俊弥。お客様に楽しんでいただけるような演奏がお届けできるよう、今年

も頑張ります。 

 

燦燦 

  はじまりはストリートピアノへの挑戦でした。オハイエ音楽隊の仲間と一緒に。そ

して今度はチェロを交えて格調高く色々な曲を楽しんでいきたいと思っています。まだ

まだ輝きたい年ごろです！ 

   

作元香織（オハイエ音楽隊） 

 はなぞの学苑の作元香織です。 

私は、歌うことやピアノを弾くことが大好きで、いつも学苑のイベント等で演奏してい 

ます。今回は朝ドラの曲の中から３曲選びました。久々の音楽祭にワクワクしていま 

す。皆さんも一緒に口ずさんでくれるとうれしいです。 

 

 

 



大宅杏佳 

 今回で１２回目の参加となります。私は発達障がいを持っていますが、８歳から習っ

ているピアノの先生が、いろんなジャンルを教えてくださるので、クラシックやポップ

ス、ジャズなどを楽しんで弾いています。職場ではお昼休みにピアノを演奏させてもら

い、スタッフや利用者さんに聞いていただけるのでとても嬉しいです。今回も緊張しま

すが、楽しんで演奏したいと思います。 

 

飯島 輪 

 ２年ぶりの参加です。５年間ヴァイオリンを弾けない期間がありました。ここ２年間

コツコツとリハビリにはげみ、昨年ごろからやっと「もう一度ステージに立ってみたい」

という気持ちになりました。まだまだ以前通りの演奏とはほど遠いとは思ってますが、

ピアニスト村上喜久子さんの暖かいご協力を持て、今日のこの日を迎える事ができまし

た。二人で心をこめて演奏します。そして聴いて下さってる皆様方が幸福な気持ちにな

られる事を願います。 

 

西健二 with R 

  今年で９回目のオハイエ出演になります。今回も、ギター弾き語りとカホンのアンサ

ンブルでお送り致します。懐メロを中心にピックアップしていますが、往年の名曲達を

楽しんで頂けたら、と思います。演奏する曲は、後世にも親しまれ続けていくべき曲ば

かりです。若い人にも、いい曲だなと思ってもらえるように、頑張ります! 

 

清原渚子 

 お久しぶりに出演させていただきます。今日、演奏する曲は愛猫の葬儀に流れた思い

出の曲です。心を込めて弾くことが難しい曲です。頑張って、演奏するのでどうぞ、よ

ろしくお願いします。 

 

ORENGE 

 熊本県出身のヴァイオリンとピアノのデュオ「ORANGE」です。今年で結成１４年

目となり、九州を拠点に活動しています。２０２０年に山鹿の八千代座にて、オリジナ

ル曲「匠」のミュージックビデオを撮影し、現在 YouTube にて公開中。（「ORANGE

匠」で検索をお願いします。）自身のチャンネル「オレンジちゃんねる♪」も娘と出演

中。只今、ニューアルバムを鋭意作成中です。 

 

 

 

 

 



 RKK アトリウム  

 

アイリーウクレレクラス 

 暮らしに音楽を、ウクレレで笑顔を″をスローガンに、熊本市のカフェなどでウクレ

レレッスンをしています。“アイリー”とはジャマイカの言葉で“大丈夫、気持ちいい、

楽しい、最高！”などの意。小さくてカワイイけど、たくさんの可能性を秘めているウ

クレレとゆかいな仲間たちが、ほっこり時間をお届けします。 

 

  やけいしハープグループ 

東京で小学校からハープを習っていた。結婚で熊本に来て益城では教会、幼稚園、福

祉施設等で演奏をした。孫達に教えていたが、熊本地震で被災し家が全壊で中断してい

た。その後見なし仮設にいた時、入部理事長の闘病後習いたいとの事で、孫達もハープ

のレッスンを再開した。去年は勧めて頂きオンラインのオハイエコンサートに孫２人と

参加。今年のお茶会ミニコンサートでは入部理事長ハープデビューで、今回の音楽祭で

は４人で初のアンサンブルが出来るのを楽しみにしている。 

 

村上ありな 村上吉和 

 兄妹でピアノを弾いたり、打楽器を叩いたり、歌ったりして、音楽を楽しんでいます。

コロナ禍で、３年間発表の場がない中で、とっておきの音楽祭で演奏出来るのを楽しみ

にしています。 

おじいちゃん、おばあちゃんにも聴いてもらいたいと思います。 

 

 荒木はる子（オハイエ音楽指導者） 

 オハイエくまもと、の合言葉（みんなちがってみんないい） 

障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しむ、とっておきの音楽祭、オハイエ音楽隊

と共に１３年間歩んできました。今回初めてオカリナ演奏での参加です。いつもにない

緊張感を味わいたいです。 

皆様の応援よろしくお願い致します。 

 

緒方愛・緒方初美：緒方母娘（オハイエ音楽隊） 

 東日本震災後、毎年仙台の「とっておきの音楽祭」に行っていました。コロナ禍の中、

開催も出来ず出かけることもできませんでした。せめて「花が咲く」を演奏し、東日本

を思い、災害にあわれている人々を思い、争いのない社会を願いたいと思います。 

初めての参加です。親子で毎日夕方練習し認知症予防に努めています。演奏できるこ

とを幸せにがんばります。 

 

 



 鮎川久雄 

オハイエくまもと・とっておきの音楽祭実行委員。４０代より我流でクラシックピア

ノの楽譜丸暗記奏法に挑戦するも挫折。その後コード奏法に出会って目の前の世界が一

転。大谷楽器大ホール、清和高原天文台、熊本県立劇場ＫＥＮＧＥＫＩ＠Ｌｉｖｅ、熊

本市現代美術館ホームギャラリー等でピアノ演奏。大人になってからピアノを弾いてみ

たいという人達と思いを共有した活動を続けていける事を願って、大人のための教則本

等を出版。 

 

大山 桂司 

 ３年ぶりのオハイエの開催を心待ちにしていました。 

３年分の思いを込めて歌います。 

 

武下侑加 

 ピアノの武下侑加です。ハードルが高いと思われがちなクラシック音楽を身近に楽し

んでもらえるよう、演奏活動を行っています。皆さんの耳に馴染みのあるクラシックの

名曲を心を込めて演奏します。 

 

濱 清輝 

 こんにちは。中学生でギターを手にしてから、ずーっと弾き語りを続けている音楽好

きのオヤジです。お久しぶりの今年も参加でき感謝です。皆さんに楽しんでいただける

よう、しっかり歌います。私は１２年前から音楽仲間とレストランバー・キーブ（CIB）

にて、毎月「弾き語り大会」を開催しており、この音楽祭にもその仲間たちが多数参加

しています。みんなで楽しく盛り上げてまいりますので、応援のほどヨロシクお願いい

たします。 

 

緒方咲佳（オハイエ音楽隊） 

 私は、低学年の頃から音楽が好きで、オハイエ音楽隊に入ってから、歌・ダンス・手

話・楽器演奏を楽しんで来ました。コロナ禍で、いろんな事が出来なくなり残念でした。

でも、家で毎日ピアノと歌の練習を続けました。ピアノは上手ではないですが、とって

おきの音楽祭で、発表出来る事が嬉しいです。 

 

石岡彩椰・奏乃 

 私達姉妹は、オハイエ音楽祭で成長し、大学生と中学生になりました。 

２年ぶりの音楽祭、みなさんと一緒に楽しんで弾きますので、よろしくお願いします♪ 

 

滝本了子・光永浩一郎 

 滝本了子。声楽家。ミラノ・スカラ座にて音楽監督トマ.ソ・ヤッペリ氏に師事。ヨー

ロッパ諸国においてオペラ・ロマン派歌曲の分野で広く活躍し高く評価される。イタリ



ア滞在中、滝本泰三氏から献呈された楽曲に自ら詞をつけ２０１７年に遺作歌曲を発表。 

光永浩一郎。作曲家。オハイエくまもと主催とっておきの音楽祭が縁で左手ピアノ作品

を多数作曲。今回は滝本泰三氏と了子氏のコンサート再現にむけて採譜とピアノを担当

する。 

 

オハイエ音楽隊 

 障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しもうと「オハイエくまもと」の設立を機

に２００９年８月に結成されました。２回音楽を練習して楽しんでいます。人権フェス

タ、お城祭りを初め様々なイベントにも参加。レパートリーも増えバージョンアップし

ました。 

 


