
ゆめプラメイト総会２０２３アトラクション

※未就学児の入場はご遠慮ください

※車椅子席をご利用の方は事前にご予約ください

※一般のお客様は総会終了後にご入場いただけます

要会員証

ゆめたろうプラザ  輝きホール  全席自由

ゆめプラメイト・ヤングメイト … 鑑賞無料  

一　般 … ￥５００

◎チケット◎ ３/４（土）ゆめたろうプラザにて発売

４/２２[土] 15:00開演

20
23

主催：ゆめプラメイト・武豊町教育委員会
客席数は 100％で設定しています
新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください

チケット取扱
お問合せ

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）TEL0569-74-1211
〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11番地　FAX 0569-74-1227　休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始　受付時間： 9:00 ～ 21:00　

https://yumetarou-kaikan.net/

※新型コロナウイルス感染症の影響により、状況が変わる場合があります。最新情報はホームページをご覧ください

Vn. 高橋 誠

Vo. 尾崎 真希

Pf. 片桐 一篤

Gt. 望月雄史

情熱歌唱と超絶技巧！

JAZZ&POPS

Te Amo
ティ・アモ

ゆめプラメイト総会終了後開場

《演奏予定曲》

※都合により演奏曲目が変更になる場合があります

作詞：Larry Morey ／作曲：Frank Churchill

作詞：Irving Mills
作曲：Juan Tizol, Duke Ellington 

作曲：Chick Corea

作詞：JAMES HORNER/WILL JENNINGS
作曲：JAMES HORNER

いつか王子様が

キャラバン

スペイン

タイタニックのテーマ　　　ほか



●交通案内

　名鉄河和線「知多武豊駅」より徒歩 20 分　　

　JR 武豊線「武豊駅」より徒歩 25 分

　知多半島道路「武豊 I.C.」より車で 5 分（P350台有）

〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11 番地　FAX 0569-74-1227

休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始　受付時間： 9:00 ～ 21:00

https://yumetarou-kaikan.net/

TEL 0569-74-1211

マップをご覧いただけます
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ゆめたろうプラザ
武豊町民会館

ゆめプラメイト
入会のご案内

■
特
典
■

年会費1,000円で
お得がいっぱい︕

・チケットが早く安く買える︕

・おうちに情報が届く︕

・いろいろお得︕

公演によって、ゆめプラメイト向けのチケット価格や発売日が設定さ
れています。
また、公演によって、メイト価格よりさらにお得なゆめプラメイト向
けのセットチケットの設定など特典盛りだくさん︕

会館情報誌「ゆめプラだより」と最新ちらしの送付があります。（年４回以上）

※公演によって特典が変わる場合がございます。
※初年度や、有効期限から３ヶ月以上経過した更新には入会金 200円がかかります。

「お楽しみ抽選会」で公演チケットが当たるかも！？ ゆめプラメイト総会は、ゆめプラメイト会費の会計報告と新年度予算を承認していただく大切な会です。
一人でも多くの会員の方々のご出席をお待ちしています！（総会と同じ席でアトラクションをお楽しみいただけます。）

尾崎 真希 おざき まき　＜ヴォーカル＞

R＆Bをベースとしたソウルフルなボーカルスタ
イルでポップスやジャズなどを歌いこなす。ボー
カルグループ sweet voice のリーダーとして
も活動、 大黒摩季や DA PUMP、 スタイリス
ティックスの日本公演などのオープニングアクト
に出演。
2005 年、 Maki Ozaki with Sweet Voice と
して、ファーストアルバム“Healing Pops”を発売。
2006年 BMG より発売の “Swing Presents・・
Peace from Central Japan” 参加、 2007 年
フォーミュラより発売の “S Reggae Covers! 

-Dramatic songs-” では今井美樹の曲をカバー。
2009 年ユニバーサルから発売の “jazzy jam dance hall” ではミスティー
のカバーとオリジナル曲を収録。
他 MI JAPAN、 HAL などの講師、 他アーティストのバックボーカル、

望月 雄史 もちづき たけし　＜ギター＞

名古屋市出身。 クラシック ・ ギターを望月英男
に師事。
広い知識と柔軟な音楽性を武器に、 ジャズ、
ポップス、 シャンソン、 ボサノバ、 ラテン、 民
族音楽からクラシックまで、 ジャンルに囚われ
ない伴奏者として活躍。 共演者、 音楽制作者
の絶大なる信頼を得て各方面で高く評価され
ている。 関東〜東海〜関西を中心に、 ライブ、
コンサート活動  の他、 演劇や朗読、 ファッショ
ンショーの音楽を数多く担当。 CM やその他音
源制作にも多数関わるなど、 精力的に活動中。
また、 名古屋音楽学校講師、 同朋学園高等学

校音楽科非常勤講師も務め、 後進への音楽の理解とジャンルを超えた演奏
技術、 そして音楽性の向上を目指すべく指導も行っている。
2003年5月、 坂野嘉彦作曲の独奏ギターのための現代音楽作品を集めた
ＣＤ「舞踏詩」 を発表 （2021 年 11 月より配信に切り替え）。
2006年3月、 ユニット 「Noche & Monte」 で、 「第２５回浅草 JAZZ
コンテスト」 バンド部門で金賞を受賞。
2006年8月、 「Noche & Monte」 で、 「赤煉瓦サマー ・ ジャズ in 舞鶴
2006」 で、 優秀賞を受賞。

片桐 一篤 かたぎり かずま　＜ピアノ＞

岐阜市出身。
中学 3 年の頃、 YMO を初めとするテクノポッ
プに影響され、 高校在学中にシンセサイザーを
始める。
のち、 ジャズピアノに傾倒、 19 才よりプロ活
動開始。
様々な演奏交流を経て、 1998 年頃から現在
に至るまで、 自己の作・編曲によるピアノ、 ベー
ス、ドラムからなるジャズトリオ『GTO』で活動。
それに並行し、 2011 年、 ハードバップを軸に、
コマーシャリティーなナンバーを積極的に取り

入れ、 バラエティー色を全面に押し出した金管、 木管楽器主体の七重奏
『UNIT 7』 を結成。 コンサートホール、 ライブハウス、 イベント等に数多く
出演。
また、 ピアノ、 シンセサイザー奏者及び編曲者として多方面のジャンルに関
わる機会があり、 シャンソン、 カンツォーネ他、 世界のポピュラーソングや
歌謡曲等々、 各種コンサートでの演奏、 コンサートオーケストレーション、
TV-CM 用ロゴ制作、 多くの CD 制作に関わり、 作編曲、 プロデュース等
を手掛ける。
特に編曲においては、 シャンソンの父、 故シャルル ・ アズナブールを始め、
ドラマー、 故村上 “ポンタ “秀一氏、 トロンボーン奏者、 中路英明氏など
から絶賛されるなど、 高い評価を得る。
その他、 NHK 名古屋ピアニスト兼シンセサイザー奏者としても 30 年余り
活動中である。

高橋 誠 たかはし せい　＜ヴァイオリン＞

幼少よりクラシックを学ぶ。 愛知県立芸術大学
在学中にジャズの世界に惹かれ、 バンド活動を
スタート。 卒業後は名古屋･東京を拠点に全国
各地でライブ活動を行い、 現在では年間 200
本を超えるライブ、 コンサートに出演している。
東欧～スペインに分布する 「ジプシー （ロマ）」
の伝統音楽にジャズの要素を取り入れた独自の
ジャンルを開拓し、 高度なテクニックと多彩な
即興性、 情熱的かつ哀愁漂う音楽性で注目を
集める。 また作曲 ・ 編曲活動においても、 国
内外で高く評価されている。

2017年アイルランドの国宝級バンド「ザ・チーフタンズ」と共演。
2018 年マヌーシュ ・ スタイルの最高峰ギタリスト、 チャボロ ・
シュミットと共演。
2018年11月、自身６枚目のアルバム【Pasquaと旅人】を発売。
YouTube チャンネルでのライブ配信にも力を入れている。

▷高橋誠ホームページ　　https://www.saysun.net/

▷高橋誠 YouTube チャンネル
　https://www.youtube.com/c/SeiTakahashi-Official

YouTube

YouTube

ホテルや結婚式場などのウェディングシンガー、 ジョイサウン
ドのカラオケコンテンツやガイドボーカル録音など活動は多岐。
YouTube のボイストレーニングコンテンツの総再生回数は
365万回を超えている。
最近では"Moody's Mode"名義でオリジナル曲のCDを発売、
各種サブスクで聴くことができる。

▷YouTube チャンネル
　https://www.youtube.com/@makiozaki182

▷Moody's Mode 「Take a Piece 」
　https://linkco.re/ThvCgHxb?lang=ja

ゆめプラメイト総会 2023.4.22 （土）14:00 開演 ゆめたろうプラザ  輝きホール 全席自由（13:30開場）

Moody’s Mode

ホームページ


