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みどりの森保育園ママさんブラス
　平成 22 年子育て中のママさんの音楽活動を支援するため、保育園が主催する全国初の、
ママさん吹奏楽団として誕生しました。一般楽団と違い会費などの負担がなく、子育て中
のママさんが大半で、練習のみならず本番も子連れで行っております。毎月１回の割合で
保育園や地域のイベントで演奏しています。レパートリーは 50 曲。

Orquesta De La Salud
　こちら町田を拠点に活動しています。ラテンジャズバンド「オルケスタ・デラ・サルー」
です。障害のある方もない方も思わず身体が動かしたくなるような、楽しい演奏をするの
がモットーです。「みんなちがって みんないい」の合言葉に習い「おんぷちがってそれで
いい」演奏をお楽しみください。

町田遊星
　町田遊星は特別支援学校の卒業生を中心に地元、町田で月２回活動しています。
福祉施設やフェスタ町田などのイベントで出演するだけでなく交流都市の沖縄市のエイ
サーチームとも毎年交流を深めています。応援宜しくお願いします。

MTB
　松岡直也さんのトリビュートバンドです。
　懐かしいラテンフュージョンサウンドを聴いてください。
　首都圏の野外ライブやライブハウスなどに出演しています。

Guarapo De La Bomba
　Guarapo ＝キューバのジュース、 Bomba ＝スペイン語でパパイヤを表す Fruta  
Bomba がバンド名の 2004 年結成のサルサバンド、ベースはキューバン。何をやっても
よしの 12 人編成。誰でも一緒に楽しめる歴史ネタサルサ（  CD 発売中！）などを演奏し
ます。

MOLO　（ゲスト Ridia）
　『MOLO』は 2007 年から東京を拠点に 100%　MALO コピーバンド。その基となる
MALO はカルロス・サンタナの弟、ホルヘ・サンタナ率いる 70 年代前半にサンフランシ
スコに誕生した。知る人ぞ知るラテンロックバンド。それから 30 年以上の時を超え、そ
の MAKO への愛、溢れる演奏ぶりに世界から賞賛される。今回は特別ゲストとしてジャ
ズボーカリスト、Ridia を迎えて魅力的なステージを繰り広げる。

桜美林大学チアリーディング部
　みなさんこんにちは。桜美林大学体育会チアリーディング部 ThreeNailsCrowns です。
　私たちは総勢 26 人で毎日元気に楽しく活動しています。チアリーディングを通してみ
なさんに元気、勇気、笑顔をお届けできるように頑張ります。宜しくお願いします。

PORNO ROSA
　お祭り男！ペッカーの呼びかけでノリノリな打楽器奏者が結集！ブラジル中北部のバイ
ア地方のビート、サンバヘギを楽しむことを目的に結成されました。ノリのよいサンバビー
トと艶っぽいレゲエとビートがミックス、前列に並ぶ美女打楽器集団 9 人のスルド 9 個の
モーションも必見 !!

Cheer Galaxy
　チアリーディングチーム『Cheer GALAXY』は 2011 年に発足した社会人クラブチーム
です。都内を拠点とし、地域密着型のチームとして様々なイベントに出演しています。
　2014 年 4 月には Team JAPAN として、ICU 世界大会に出場しました。
　私たちの夢は、日本にチアを広める事です。
　応援よろしくお願いいたします。

La Plena
　日本在住の中南米の方々に絶大な人気のサルサオルケスタ。サルサは極めてバリアフリー
なダンス音楽。国境を越えたひとときをお届けします！
　¡Disfruta con la orquesta con sabor, LA PLENA!

ザ　サプライズ
　僕たちは高校を卒業してからもずっと変わらず気の合う仲間です。毎年チャレンジバン
ドフェスタに出演。サポート演奏や後輩の仲間とともに歌や演奏、振り付け、パフォーマ
ンスでカッコよく楽しくステージを盛り上げます。

マジキッシュ
　町田出身の 2 人組ロックバンド。どこかノスタルジックなメロディーに繊細に紡いだ言
葉を乗せた楽曲を「間」を大切にした丁寧な演奏で優しく、時に熱くリスナーを包み込む。 
7 月 31 日に Mini Album「風になった少女」発売し現在全国各地にて
　「風になった少女」ツアー中。11 月 27 日（日）ツアーファイナル町田 The Play 
House にてワンマンライブ決定！マジキッシュ オフィシャルサイト http://majikisyu.iinaa.net
　10 月 1 日（土）とっておきの音楽祭 in Machida
　マジキッシュセットリスト 1, 風になった少女　2, ニセモノ　3, 荒野 with 松井良純

和太鼓きらり
　13 年前から和太鼓による活動をしています。現在は、ひなた村を中心に練習を重ねて
いますが、市内各地から集まっています。震災復興支援や施設訪問、他の和太鼓チームと
の交流などにも積極的に参加しています。舞台発表ごとに成長している姿、笑顔かがやく、
太鼓大好きメンバーの演奏を、ぜひお楽しみください。

だじゃれ音楽研究会
　だじゃれ音楽研究会は、だじゃれと音楽が結びついた新たな音楽の形「だじゃれ音楽」
を探求する音楽団体です。
　音楽経験、年齢、国籍などの垣根を超えて日々活動し、年に数回ワークショップや演奏
会を行っています。

Okinas
　1981 年バンド結成。仕事に追われ永きに亘り活動休止。
　2010 年、酒の勢いで活動再開。オリジナル曲を中心に都内・伊豆大島の福祉施設での
演奏の他、ライブハウスやイベント（座高円寺唄の市 3 回・せたがやバンドバトル・南相
馬市いちばん星フェスタ）等に出演。バンド名は昨年夏「ガラガラドン」から「Okinas( オ
キナス )」に改名。

Cotton to Something 〜コッサム
　町田市登録団体で音楽を通じて地域活動を行っている「FMC194」に所属する、
Cotton to Something というバンドです。今のメンバーになってまだ 3 か月位の真新し
いチームです。とにかく皆さんの活動に少しでもお力になれるよう頑張りますので、よろ
しくお願いします。

町田出港バンド
　「町田・相模原地域を音楽で盛り上げよう」と町田・相模原在住のメンバーが集まり結成
し、各地の民謡や演歌のメロディーに、レゲエやスカのリズムとチンドン太鼓が加わる事
で懐かしく踊りたくなる音楽が生まれました。それが「町田出港バンド」です。町田には
海はありませんが、海の彼方まで続いてほしいと思い活動しています。

田川ヒロユキ
　山口県出身。ギターのネックを逆から握る盲目のスーパーギタリスト！山崎まさよし、
二井原実（Loudness）など数々のトップミュージシャンと共演している。ロックからク
ラシック、ポップスめで幅広いジャンルを演奏。CM、コンサート、ライブ、イベントで
積極的に活躍中。

Synthetics　シンセティクス
　ツインギターでそれぞれのギターシンセサイザーを織り交ぜフュージョンを演奏します。
曲はアメリカンスムースジャズからプログレ風のオリジナル中心です。いろいろな楽器の
音がしますが、ライブでギターシンセで演奏しますのでお楽しみ下さい。

Ry　ライ
　2003 年頃結成。2008 年から活動一時休止。2015 年に活動再開。日本語オリジナルを
中心としたハードロックバンドです。

RIO バンド
　固定メンバーではないのが、RIO バンドの特徴で大人数バンドの時もあれば、少人数で
のアコースティックで演奏うする時もあり、変幻自在。1 回のライブを大切に、楽しみな
がら、皆さんを笑顔にします！ポップスをメインとしたオリジナルとカバー曲をお届けし
ます。私達 7 人のナンバーと素敵なひとときを過ごしましょう。

KANATAMA
　1950 年代～ 1970 年代の懐かしい洋楽のロック、POPS のコピーバンドです。どうぞ
よろしくお願いします。

キャホホイ楽団
　 ビ ー ジ ー フ ォ ー ス ペ シ ャ ル の ベ ー シ ス ト・ ウ ー ロ ン 茶 を 中 心 に 結 成 さ れ た、
SOUL&DISC グループです。60 年代から 80 年代の懐かしい名曲にコミックのエッセンン
スを加えた楽しいライブをお届けします。

Meg
　静岡県生まれ東京都八王子市で育つ。幼い頃よりシンが一になることを目指し。高校卒
業後ライブ活動中プロデューサー土橋安騎夫（レベッカ）に見出されシングル「蝶々欲し
いものに止まれ」でメジャー・デビュー。その後福祉の道に導かれ障がい者支援をはじめ、
障がい者施設や被災地へ笑顔をお届けする音楽ボランティア活動を行っている。

Machida Jazzoo Trio
　ポプリホール鶴川を中心に活動する。和ジャズをテーマに活動する本来 5人のクインテッ
ト。 11 月 4 日和光大学ポプリホール鶴川にジャズドラマー猪俣猛を迎えて鶴川ジャズナ
イトスペシャルコンサートを実施します。

金子哲太郎
　これまで 10 年近く仙台の音楽祭に参加してきました。ずっと関東での開催を期待して
きましたが、今回この町田での開催が実現し、それに参加できることをうれしく思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

サファリパーク Duo
　知的障害のため養護学校に通う高校 3 年生琴音さんと中学年１年生の弟、郷詩（さとし）
くんによる小さなジャズユニット、スウィングからモダン、ボサノバ、サルサ、コルトレー
ンナンバーまで様々なレパートリーを持ち、幼いルックスに似合わぬ本格的な演奏は第一
級のプロからも一目置かれている。活動を始めて 6年弱の間に 300回以上のライブに出演。
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