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出演ゲスト

風と踊ろう

精華女子高等学校ダンス部　QUEEN BEE

しゅれい & イマージュ

Precious キッズゴスペルクワイヤー

風と踊ろうは、心と体をほぐし、3歳から大人までともに活動し、毎
年自然の中での舞台を行っています。感性を豊かに、のびのびと自
分らしさを表現することを大切にしています。
バレエ、体ほぐし、産前産後ケア、親子遊びなど様々なレッスンを行っ
ています。詳しくは「風と踊ろう」のホームページをご覧ください。
一緒に踊ってみたい方はお気軽に見学にお越しください。
090-1920-4554 大塚まで。

2013年11月立上げ、2人だけの中間のクワイヤから、岡垣サンリーアイ、
黒崎イオンカルチャー、赤間コミセン、三ケ森サンリブカルチャー、
折尾カルチャーと活動を広げ、文化祭、秋祭りなどで発表。2018 年、
単独 5 周年コンサートを岡垣サンリーアイハミングホールで開催。ゴ
スペルという勇気元気希望の溢れる歌詞の歌を子供たちのパワーでい
ろんな人たちに届けていきたい！そんな思いで始めたキッズです。一
緒に歌ってくれる人募集中です！上手いとか下手とか関係ない !!! 歌
が好き、が一番です。

 全国大会優勝 4 回の実績あるダンス部 ＜平成 25,27,28 年度
全国大会優勝（文部科学大臣賞受賞） ＞ダンス公演では
Queen Bee のキャラクターグッズが公演中に品切れになる
ほど大人気。〈近年の主な活動実績〉第 101 回全国高等学校
野球選手権大会公式 CM 出演・2019 年 FSN27 時間テレビ
出 演・駅 前 不 動 産 CM 出 演・JR 九 州 高 速 船 QUEEN 
BEETLE 就航式出演・第 11 回全日本高等学校チームダンス
選手権   大編成全国大会出場・第 4 回九州高等学校チームダ
ンス選手権新人大会   優秀賞・第 15 回日本高校ダンス部選
手権新人戦   九州・沖縄大会   ビッグクラス第３位

小学生の時からギター弾き語りを始め、夜須高原音楽祭(YASFES)、宗像
ミアーレ音楽祭等のイベントに出演。 中学生になってからは、若松街
中ジャンボリー、若松 LOVE ROCK フェスにて演奏。ライブハウスや
老人施設等、活動の場を広げながらオリジナルも作り始めた矢先、コ
ロナ禍でやむなく活動を休止。2 年のブランクを経て、ことりプロジェ
クトで活動再開する高校 3 年生。今回、両親であるイマージュがフルー
トとエレキギターでバックをつとめる。

メインゲスト

HAL＆Panda with 加藤 実

〝子ども達が自分をもっと好きになって自
分らしく、そしてカッコよくあり続ける大
人にも!!〟愛されるプロジェクトとして、
これからも羽ばたきます!!　　　

　        ことりプロジェクト 中山 志穂美

ことりプロジェクト

chachadoki
フライヤー、チケット、パンフレットをデ
ザインしました。美術大学でグラフィッ
クデザインを学んでいます。
インスタグラムもよろく
お願いします♪

デザイン

CDのダウンロードはこちらから♪

風と踊ろうH Pは
こちらから♪

 【加藤 実 プロフィール】
ピアノ・キーボーディストとしてジャンルを問わず様々なアーティストのコンサートツアー
やレコーディングに参加。またアーティストへの楽曲の提供、アレンジ、ＣＭの音楽制作、
アニメの劇中音楽の作曲・編曲等も手掛けている。
2019 年 6 月 22 日  ピアノソロアルバム  Blue Moment をリリース
Super3   DA・PINCH  Trio The Trip  MATO  鼎人（ディンレン）  Quatro Cores  TBFP 等オリジナルのユニットで
CD 制作＆全国でライブ活動中。庄野真代主催の音楽を通じて人々の平和を願う NPO 法人『国境なき楽団』( 現在は『国
境なき楽団 PLUS』) の活動にも参加中。
●ライブサポート  U7Y 池田聡  イルカ  岡林信康  小椋桂  来生たかお  椎名恵　庄野真代  芹洋子  日野美歌  松山千春
マリ－ン  南佳孝  他多数（50 音順）

 【HAL&Panda プロフィール】
黒人霊歌やゴスペルから、ポップス、ジャズ、童謡など様々なジャンルの楽曲を歌
い上げるボーカルユニット。 文化庁東京都協議会のゴスペルワークショップコン
サートや芸術鑑賞会の学校コンサートなどをはじめ、国境なき楽団（代表／庄野真代）
の理事として世界 10 ヵ国のチャリティコンサートに参加するなど、多岐にわたる
活動を展開している。結成 26 年を迎える COCORO*CO(2022 年現在 ) やビックリ
トルなどのグループ活動、そして各々がソロでも活躍する傍らボイ
ストレーナーとして全国にある多くのゴスペルグループの指導も行
なっている。COCORO＊CO 結成のきっかけとなった VOICE OF 
JAPAN 在籍当時から NHK 紅白歌合戦をはじめ、TV、CM に多数出演。 
麻倉未稀、庄野真代、李政美、寿 [kotobuki] 他多数のアーティスト
のバックアップボーカルとしても活躍している。 2020 年 12 月 24 日
ピアニストの加藤実氏をプロデューサーに迎え、 HAL&Pandaとして
のファーストアルバム 「LIFE～いきる」リリース。
☆HAL&Panda ホームページ☆地球の歌   chikyunouta.com


