
千代田区在住の方 2,000円
区外の方 2,500円

東京都千代田区紀尾井町６－５
Tel.03-5276-4500
紀尾井小ホール

2021年1月24日
13時15分開場／14時開演

ＫＡＡＺ Ｃｅｌｔｉｃ フィドル／大竹  奏
 バグパイプ／山根篤
 キーボード／山根京子
東京パイプバンド
Bluebell Highlanders ［ブルーベル ハイランダーズ］　
お話／Charles Marshall ［チャールズ・マーシャル］
司会／中村泰平

●四ツ谷駅 （JR線・丸の内線・南北線）麹町口徒歩6分
●麹町駅 2番出口 （有楽町線）徒歩8分
●赤坂見附駅 D出口 (銀座線・丸の内線）徒歩8分
●永田町駅 7番出口 (半蔵門線・有楽町線）徒歩8分
�

●参加チケットのお申し込みは裏面より

■ お申し込みは裏面をご覧ください。 ■お問い合わせ ： carakanatea@gmail.com　千代田区文化事業助成 対象事業

東京パイプバンドによるバグパイプの演奏や
ハイランドダンスのデモンストレーションをはじめ、
ロバート バーンズの歌を、伝統的な楽器による
生演奏でご鑑賞ください。

写真は昨年のバーンズサパー
開催の様子です。

スコットランドの国民的詩人ロバート・バーンズの
生誕を、バグパイプやフィドルなどの生演奏による
伝統音楽や踊りと共に、スコットランドの伝統スタ
イルでお祝いしましょう！
手拍子や軽やかなダンスのステップに彩られ、その
雰囲気はまさにスコットランド。
バーンズの作品はとても美しく、今も世界中で愛さ
れています。バーンズの世界を存分に味わいな
がら楽しいひとときをお過ごしください。

Burns Supper 2020

会　場

 出 演

参加費
全席
指定

日

 at 紀尾井小ホール
バーンズサパー 2021



参加費／千代田区在住の方 ２,000円 ・ 区外の方 2,500円

ProfileProfile
●出演者プロフィール●

主催者あてのお申し込みは、Faxおよびメール、スマートフォンによる高画質の写真メールでの下記にご記入のうえお申し込みください。

チケットセンターへのお申込みは下記よりお願いいいたします。

紀尾井ホールウェブチケット
http://kioihall.jp/webticket

紀尾井ホールチケットセンター
TEL : 03-3237-0061

バーンズサパー2021申込書

■ 紀尾井ホールチケットセンターでのお申し込み ■

■ 主催者あてのお申し込み ■

carakanatea@gmail.com
FAX : 03-5213-4903

参加費は右記宛にお振り込みください。
ご入金確認後、チケットをご用意いたしますので、
当日お受け取りください。また、お振込後の返金はいたしかねます。

参加費は右記宛にお振り込みください。
ご入金確認後、チケットをご用意いたしますので、
当日お受け取りください。また、お振込後の返金はいたしかねます。

ゆうちょ銀行
オオタケカナ　10210-36573571

代表者氏名

代表者電話番号

参加人数　　　　（大人　　　　　名／小学生以下　　　　　名）

振込金額（参加者全員の合計額）　¥　　　　　　　　　　　　　　　　　振込予定日

住所

参加費
お支払い

バグパイプ

東京パイプバンド
東京パイプバンド（Tokyo 
Pipe Band）は、1974年
にエリザベス女王来日
を機に結成された、グ
レートハイランドバグパイ
プ（スコットランドのバグ
パイプ）を中心とした演
奏団体で、日本国内の
みならず、数 の々海外遠
征コンペティション参加
の経験を持ちます。
The College of Piping
指導資格を持つメン
バーにより基礎からの
指導も行ない、日本に
おけるバグパイパー底
辺の拡大も積極的に
行っています。

スコティッシュハイランドダンス

牧野晴美
学生時代に大学のサー
クルでスコティッシュハイ
ランドダンスにに出会い、
渡英。
エディンバラでダンサー、
教師の経験を積む。
帰国後、東京Scottish 
Bluebell Club のハイラ
ンドダンスクラスを担当。
SDTA（スコットランドダ
ンス教師協会）公認ハイ
ランドダンス教師。

パーカッション

佐竹尚史
国立音楽大学器楽学
科卒業。ドラマー&パー
カッショニストとしてこれ
まで、小松亮太、辺見
マリ、瀬川瑛子、他多く
のサポートや、吹奏楽、
オーケストラのエキスト
ラ等で活躍する。
BLITZフィルハーモ
ニックウインズ、小江戸
ウインドアンサンブル、
宮崎勝央グループ、
Colin 4 Trombones、
New Downbeatsオーケ
ストラなどで活動するか
たわら、自身のバンド
BibbiBopsを主宰。ジャ
ンルを問わず活動中。

お話

Charles Marshal 
通訳、翻訳家。
ウイスキーアンバサダー、
セントアンドリュー協会
（在日スコットランド人協
会）の会長などを務め、
長年にわたり日蘇文化
交流に携わる。
現在、日本スコットランド
協会のホワイトヘザー
クラブの一員として、
スコットランド民謡の勉
強や会話などを通じ、
皆様と共に楽しみなが
ら交流を深めている。

ハイランドダンス

金子誠人
15歳でスコットランド・エ
ディンバラに留学。数々
のハイランドダンス大会
で優勝・入賞し、観光客
向けのスコティッシュ
ショーにも出演。現在は
20年以上を過ごしたエ
ディンバラから拠点を東
京に移し、ダンサー・バグ
パイパーとして多数のス
コットランド関連のイベン
ト等の活動を行う。

ピアノ

山根京子
東京藝術大学音楽学
部楽理科を卒業。在学
中狛江市の歌「水と緑
のまち」を作曲。ピアノ
指導の傍ら、コーラスや
歌の伴奏者を務め、東
京パイプバンドではスネ
アドラム、ケルト音楽のグ
ループKAAZでキー
ボードを担当している。

フィドル・企画コーディネーター

大竹奏
フィドル奏者。アイルラン
ド、スコットランド、ブルター
ニュにてダンスとフィドル
の研究し、BBC、Irish 
Examiner、フランスの新
聞各紙に取り上げられ
る。
2012年、Inter Celtic 
festival に出演。スコット
ランド、エディンバラの日
本総領事公邸でのコン
サートでは好評を得る。
現在KAAZ Celtic、企画
運営サークルKANAKを
主宰、コンサートやイベント
で演奏している。
www.carakanatea.com

バグパイプ

山根 篤
スコットランドのカレッジオブ
パイピングでS.MacNEIL、
J.D.Burges、D.MacLeod
各氏に師事。バグパイプ
指導者免許取得。
アジア、アメリカ、フラン
ス、スコットランドのバンド
コンペティションに出
場。’89、’90香港では連
続優勝。
’99ニューヨークでの
St.Patrick’s Day Parade
ではベストバンドに選ば
れる。現在、東京パイプ
バンドの名誉パイプメ
ジャー（指揮者＆首席
奏者）。

参
加
者 

氏
名・住
所

キリトリ

誠に勝手ながら、定員になり次第締め切らせて
いただきますので、お早めにお申し込みください。

感染症予防対策のお願い ●ご来場の際にはマスク着用等の感染予防対策にご協力ください。 ●発熱や咳、体調不良の症状がある方は来場をご遠慮ください。

司会

中村泰平
1983年、東京スコティッ
シュ・ブルーベルクラブ
（東京SBBC）創立時よ
りの会員。1991年、故郷
である静岡県浜松市に
て東京SBBCの姉妹グ
ループとして「SBBC東
海」を結成し代表を務
める。2006年、エディンバ
ラに本部を置くThe 
Royal Scottish Country 
Dance Society（RSCDS）
の公認教師の資格を取
得。2007年より3年間に
わたりRSCDS東海ブラン
チのチェアマンに就任。
201 8年より「千代田
Scottish Country Dance 
Academy」にてダンス講
師を担当。


