
　2001 年、仙台市で日本最初の「とっておきの音楽祭」が開催されました。発端は「音楽で何かできないだろうか」とい

う行政関係者からの相談だったそうです。

　従来、障害者の演奏会といえば演奏者も観客も関係者というのが一般的でした。そこで障がいのある人もない人も一緒

に参加する音楽祭、屋内から街中というオープンなスペースで繰り広げる音楽祭をコンセプトに掲げ「とっておきの音楽祭」

がスタートしました。
　一般的にハンディのない人がハンディのある人をサポートするというイメージがありますが、スタッフや観客として障

害者に接していく中で、色々な障害を乗り越えながら頑張っている姿に接し、活力をもらい、音楽の可能性を感じることが

でき、サポートしているつもりが逆に大きなものを与えられていたという経験ができるのも「とっておきの音楽祭」なのです。

　そんな仙台の「とっておきの音楽祭」に心を動かされた福島の音楽が好きで「ふるさと福島」を心から愛する仲間たちが「ぜ

ひ福島でもやりたい！」と立ちあがったのが「とっておきの音楽祭ふくしま実行委員会」です。

　2012年「第1回とっておきの音楽祭INふくしま2012」を3会場33組の出演者で開催し、以降開催を重ねる毎に規模

を拡大してきましたが、本年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から大幅に規模を縮小し、福島駅西口周辺に 3 ス

テージ、約31組、参加者約200名で開催いたします。「障害のある方もない方も音楽を通して心のバリアフリーを実現する」

というコンセプトをより多くの方に認識していただくため、感染防止対策を十分に講じ、安全に開催できるよう努めてまい

ります。
　とっておきの音楽祭ふくしま実行委員会は市民ボランティアで運営されています。皆様方からのご協賛ご協力に深く感

謝いたしますと共に、今後もとっておきの音楽祭ふくしまをご支援いただきたくお願い申し上げます。

プログラム

プログラム

福島駅西口オブジェ前

福島駅西口駐輪場前

コラッセひろば

10:00 ～ 10:25 福島県立大笹生支援学校
私たちは大笹生支援学校高等部で音楽を選択している2・3年生です。普段は毎週木曜日の2時間の授業
で、様々な音楽に触れながら活動しています。今日はせっかくいただいた貴重な発表の機会ですので、精
一杯、楽しく演奏したいと思います。

ポップス

10:35 ～ 11:00 ふれんず ふれんずは、結成13年。昔からの音楽仲間、ふれんずに共感し加わったメンバーで、60年代、70年代
のフォークソング・歌謡曲を中心に場を選ばず、お客様の笑顔を第一に、とにかくフレンドリーにがモットー。 フォークソング

11:10 ～ 11:35 R-MK
同じピアノ教室に通う仲間です。年齢も違いますが大好きなピアノジャックの曲をそれぞれ楽しんできまし
た。とっておきの音楽祭は初めての参加ですが女性ならではの繊細でかっこいい演奏とパワフルなカホン
の演奏をお聞きください。ノリノリで楽しく演奏したいと思います。

ロックポップス

11:45 ～ 12:10 アートさをり 
ALL☆STARS

認定NPO法人えんじょいらいふ福祉会が運営するアートさをりは、歌って踊って笑ってさをり織りをする
障がい者施設です。とっておきのさをり服を身に付けてのパフォーマンスをお楽しみください。 ポップス

12:20 ～ 12:45 ゆーやくんとなかまたち
同じピアノ教室に通う仲間たちです。ピアノジャックの曲をパワフルに弾きこなすゆーやくんに憧れてそれぞ
れ練習してきました。今回のとっておきの音楽祭ではそれぞれの演奏にカホンやパーカッションを加えて、よ
りパワフルで楽しい演奏を目指してがんばります。

ロックポップス

12:55 ～ 13:20 福島高校JAZZ研究部
現在、1,2年生の部員32名。夏、冬にはコンサートを開催し、その他にも多くのイベントにお呼びいただ
き、ジャズの楽しさを実感しながら活動しています。今日も、楽しさを伝えられる演奏をお届けできるよ
うに頑張ります。

ジャズ

13:30 ～ 13:55 Tossins 「としくん」を中心に仲間の5家族で活動しています。今年で結成15年目。それぞれの夢に向かって突
進するから「トッシンズ」。今は一緒に歌えませんが、会場の皆さんと一緒に歌いたい曲を選びました。 ファミリーバンド

14:05 ～ 14:30 ウクレレサークル
「マハロハ」

2007年の結成から15年の節目に、とっておきの音楽祭に出演できてとてもうれしく思います。この数年、
なかなか人前での演奏ができなかったので、今回ははりきって演奏したいと思います。、まったりとしたウ
クレレアンサンブルの音色をお楽しみ下さい。

ウクレレ
アンサンブル

14:40 ～ 15:05 あや　たか　ちよ 2022年色々な出来ゴトがあったけど何かの為に何かをできないかと思い福島まで来ました。みなさんが
んばって行きましょう。応援よろしくお願いします。 ポップス

15:15 ～ 15:40 ワールドソウルコーラス
福島

歌うことが大好きな私達。コロナ禍でも許す限り歌い続け、結成から23年。ゴスペルにとどまらず、ソ
ウル(魂）や普遍的なものをテーマにした歌ならジャンルを超えてアレンジをし歌っていく。「ワールドソ
ウル」という名前にはそんな思いが込められています。

ゴスペル

15:50 ～ 16:15 Caroco 福島県出身、仙台在住のシンガーソングライターです。オリジナル曲を中心にカバー曲も歌います。声が
出せなくても、手や足を鳴らしたり身体を動かして、心の声で一緒にセッションしましょう！ アコースティック

16:25 ～ 16:50 the voice of LOVE
とっておきの音楽祭せんだいの音楽プロデューサー猪狩太志を中心に結成された仙台最響ボーカルグルー
プ。これまでに3枚のアルバムをリリース。日本語のオリジナル曲を歌うグループとして、全国のゴスペ
ル団体から注目を集めている。

ゴスペル

10:00 ～ 10:25 モーヴ☆ロータス
バンドとダンスの融合♥懐メロ特集を25分間みっちり詰め込んで来ました！！とっておきの音楽祭、東北6
県最後を締めるふくしま♪オープニングを飾らせて頂き光栄です。みなさま！一緒に歌って！踊って！盛り上が
りましょう。

ロックポップス

10:35 ～ 11:00 YAMATO
昭和40年代のエレキブームにバンドを組み、時が経ち新たに結成、YAMATOの名前で17年になります。
福島市・川俣町などの商工祭・文化祭・芸能祭で演奏しています。ベンチャーズ・スプートニクス・シャド
ウズ・歌謡曲などレパートリー 60曲。

ポップス

11:10 ～ 11:35 Roy　ruttin 仙台市中心に活動しています。年齢も年齢なので無理せずユルユルと演奏します。 ポップス

11:45 ～ 12:10 TARAIサンシャイン＋ 海辺にたたずんでいるようなスティールパンの音色と、キレのあるギターとパーカッションで奏でる、昼下
がりお茶の時間にぴったりの音楽をお届けします。 ポップス

12:20 ～ 12:45 学法福島軽音楽部Y 2年生3人、1年生4人で構成されているバンドです。みんながとても仲が良く、一生懸命練習しています。
皆さんに楽しい演奏を届けられるよう、全力で演奏します！今日は1日よろしくお願いします！！ ロック

12:55 ～ 13:20 学法福島軽音楽部S 2年生8人、1年生5人で構成されているバンドです。みんながとても仲が良く、一生懸命練習をしています。
みなさんに楽しい演奏を届けられるよう、全力で演奏します！今日は1日よろしくお願いします。 ロックポップス

13:30 ～ 13:55 G.G.FOUR
この間活動が休止や停止となったバンドのメンバーが集まり結成。主にベンチャーズ等のいわゆるエレキ
ギターインストをレパートリーとしています。各メンバー過去に参加の経験あり、またこうして演奏できる
ことを大変うれしく思っています。

ポップス

14:05 ～ 14:30 SOUL STATION 全員ベテランのメンバーが集ったバンドです。1960から1970頃の曲がメインです。 ブルース

14:40 ～ 15:05 GreatBirds
フォークソング好きなmemberの「GreatBirds」です。名称のとおり、「羽ばたく小鳥たち」の♪演
奏家集団でーす。毎月第２土曜日午後1時から、清水学習センター分館二階ホールで「うたごえ広場」を
開催して7年が経ちました。お客さまとご一緒に思いっきり歌いながら演奏する元気で愉快な仲間達でー
す。ほら、君も一緒に仲間になってみませんか。

ポップス

15:15 ～ 15:40 mappy
アロマなどのセラピストとして活動中。国指定の難病で膠原病の一種である強皮症とリウマチを患い身体
が不自由になり継続を断念。セラピストとしての次のステージを音楽へ転向。現在は歌うセラピストとし
て実体験に基づいた、オリジナルソングを作詞・作曲し活動しています。

ポップス

15:50 ～ 16:15 SAWA
皆さんの前で聞いていただき、時に声援をいただける。「何と素敵な時間」でしょう。こうして皆さんと
ご存知の曲を一緒に楽しむことができる。無くしてしまったこの3年があるからこそ、皆さんと共に過ご
すこの時間が、ことのほか貴重です。SAWAです。ご一緒に！

ポップス

16:25 ～ 16:50 ソラママ＆The B.B ソラママが「斉藤和義」をアコギ1本で弾き語りしていたら、ギター、ベース、ドラム、キーボードが次々
に集まった”桃太郎”のようなバンド。ライブはハジケてナンボ！をモットーにしています。 ロック

11:00 ～ 11:25 しんやしきやす
オリジナル曲を中心にパフォーマンスをしています。手拍子をして楽しんでいただける曲が多いです。特
に「恋がしたい」は手拍子して楽しんでいただけます。また、しんやしきやすのコスチュームにもご注目
下さいませ。岡山から福島を元気に！

ポップス
ダンス

アコースティック

11:35 ～ 12:00 オカリナ詩音
聴く人の心に響き、吹く人にも癒しを与えてくれるオカリナ。今日は、自然の風景を柔らかな旋律にのせて、
オカリナで奏でてみたいと思います。会場の皆様とごいっしょに、心穏やかなひと時を過ごせたら嬉しい
です。宜しくお願いいたします。

ポップス

12:10 ～ 12:35 NASU×PURI
福島市を拠点に活動しているバイオリンとピアノのアンサンブルです。音楽堂のマイホールコンサートや、
あづま運動公園のイベントなどで時々演奏しています。活動予定は随時ブログ（ナスプリで検索）にアッ
プしていきます！

アコースティック

12:45 ～ 13:10 R＆B
福島市在住の夫婦ユニットです。子供が独立し、「ふたりで何して遊ぶ？」となったときに、「音楽やろう！」
となって結成した、老後の楽しみユニットです(笑）古今東西、いろんなポップスをピアノと歌のデュオで
演奏しています。

ポップス

13:20 ～ 13:45 オハイエタイム　 とっておきの音楽祭テーマソング「オハイエ」を流します。フィナーレでも演奏します。素敵な歌なので
是非皆さんも覚えてください。 オハイエ

13:55 ～ 14:20 Maikyimai ギター弾き語りですが、最近はカズ(kaZoo)と言う楽器を使い唄のないインスト曲に力を入れています。
数年ぶりに参加できる事を嬉しく思っています。義足のミュージシャン・マイキーです！ アコースティック

14:30 ～ 14:55 ひー・ふーみ
聴覚障害を持つ母のサインボーカル（手話）と娘のボーカルによる母娘手話ソングユニット。二人の手と
声と心でお届けする音楽、見て聴いて何かを感じて頂けたら嬉しいです。コロナ禍がなかなか収まらない
中でも音楽祭を開催して頂ける事に感謝しつつ、皆で一緒に楽しみましょう。

手話ソング
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10:35 ～ 11:00 YAMATO
昭和40年代のエレキブームにバンドを組み、時が経ち新たに結成、YAMATOの名前で17年になります。
福島市・川俣町などの商工祭・文化祭・芸能祭で演奏しています。ベンチャーズ・スプートニクス・シャド
ウズ・歌謡曲などレパートリー 60曲。

ポップス

11:10 ～ 11:35 Roy　ruttin 仙台市中心に活動しています。年齢も年齢なので無理せずユルユルと演奏します。 ポップス

11:45 ～ 12:10 TARAIサンシャイン＋ 海辺にたたずんでいるようなスティールパンの音色と、キレのあるギターとパーカッションで奏でる、昼下
がりお茶の時間にぴったりの音楽をお届けします。 ポップス

12:20 ～ 12:45 学法福島軽音楽部Y 2年生3人、1年生4人で構成されているバンドです。みんながとても仲が良く、一生懸命練習しています。
皆さんに楽しい演奏を届けられるよう、全力で演奏します！今日は1日よろしくお願いします！！ ロック

12:55 ～ 13:20 学法福島軽音楽部S 2年生8人、1年生5人で構成されているバンドです。みんながとても仲が良く、一生懸命練習をしています。
みなさんに楽しい演奏を届けられるよう、全力で演奏します！今日は1日よろしくお願いします。 ロックポップス

13:30 ～ 13:55 G.G.FOUR
この間活動が休止や停止となったバンドのメンバーが集まり結成。主にベンチャーズ等のいわゆるエレキ
ギターインストをレパートリーとしています。各メンバー過去に参加の経験あり、またこうして演奏できる
ことを大変うれしく思っています。

ポップス

14:05 ～ 14:30 SOUL STATION 全員ベテランのメンバーが集ったバンドです。1960から1970頃の曲がメインです。 ブルース

14:40 ～ 15:05 GreatBirds
フォークソング好きなmemberの「GreatBirds」です。名称のとおり、「羽ばたく小鳥たち」の♪演
奏家集団でーす。毎月第２土曜日午後1時から、清水学習センター分館二階ホールで「うたごえ広場」を
開催して7年が経ちました。お客さまとご一緒に思いっきり歌いながら演奏する元気で愉快な仲間達でー
す。ほら、君も一緒に仲間になってみませんか。

ポップス

15:15 ～ 15:40 mappy
アロマなどのセラピストとして活動中。国指定の難病で膠原病の一種である強皮症とリウマチを患い身体
が不自由になり継続を断念。セラピストとしての次のステージを音楽へ転向。現在は歌うセラピストとし
て実体験に基づいた、オリジナルソングを作詞・作曲し活動しています。

ポップス

15:50 ～ 16:15 SAWA
皆さんの前で聞いていただき、時に声援をいただける。「何と素敵な時間」でしょう。こうして皆さんと
ご存知の曲を一緒に楽しむことができる。無くしてしまったこの3年があるからこそ、皆さんと共に過ご
すこの時間が、ことのほか貴重です。SAWAです。ご一緒に！

ポップス

16:25 ～ 16:50 ソラママ＆The B.B ソラママが「斉藤和義」をアコギ1本で弾き語りしていたら、ギター、ベース、ドラム、キーボードが次々
に集まった”桃太郎”のようなバンド。ライブはハジケてナンボ！をモットーにしています。 ロック

11:00 ～ 11:25 しんやしきやす
オリジナル曲を中心にパフォーマンスをしています。手拍子をして楽しんでいただける曲が多いです。特
に「恋がしたい」は手拍子して楽しんでいただけます。また、しんやしきやすのコスチュームにもご注目
下さいませ。岡山から福島を元気に！

ポップス
ダンス

アコースティック

11:35 ～ 12:00 オカリナ詩音
聴く人の心に響き、吹く人にも癒しを与えてくれるオカリナ。今日は、自然の風景を柔らかな旋律にのせて、
オカリナで奏でてみたいと思います。会場の皆様とごいっしょに、心穏やかなひと時を過ごせたら嬉しい
です。宜しくお願いいたします。

ポップス

12:10 ～ 12:35 NASU×PURI
福島市を拠点に活動しているバイオリンとピアノのアンサンブルです。音楽堂のマイホールコンサートや、
あづま運動公園のイベントなどで時々演奏しています。活動予定は随時ブログ（ナスプリで検索）にアッ
プしていきます！

アコースティック

12:45 ～ 13:10 R＆B
福島市在住の夫婦ユニットです。子供が独立し、「ふたりで何して遊ぶ？」となったときに、「音楽やろう！」
となって結成した、老後の楽しみユニットです(笑）古今東西、いろんなポップスをピアノと歌のデュオで
演奏しています。

ポップス

13:20 ～ 13:45 オハイエタイム　 とっておきの音楽祭テーマソング「オハイエ」を流します。フィナーレでも演奏します。素敵な歌なので
是非皆さんも覚えてください。 オハイエ

13:55 ～ 14:20 Maikyimai ギター弾き語りですが、最近はカズ(kaZoo)と言う楽器を使い唄のないインスト曲に力を入れています。
数年ぶりに参加できる事を嬉しく思っています。義足のミュージシャン・マイキーです！ アコースティック

14:30 ～ 14:55 ひー・ふーみ
聴覚障害を持つ母のサインボーカル（手話）と娘のボーカルによる母娘手話ソングユニット。二人の手と
声と心でお届けする音楽、見て聴いて何かを感じて頂けたら嬉しいです。コロナ禍がなかなか収まらない
中でも音楽祭を開催して頂ける事に感謝しつつ、皆で一緒に楽しみましょう。

手話ソング


