
三股町立文化会館
（〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山3404-2）

三股町、三股町教育委員会

温故知新　石井秀弦（津軽三味線）
               上之園謙治（ドラムス＆パーカッション）
Whoopin with 宮崎ゴスペルクワイア
岩切響一（和太鼓奏者）
遠山淳（アレンジャー・キーボーディスト）

平成30年10月11日（木）19:00開演（開場は開演の30分前）

https://bunka.town.mimata.lg.jp

三股町立文化会館自主文化事業

チケット取扱／三股町立文化会館

℡ 0986-51-3462

<<チケット販売開始>>　８月16日（木）

一般／2000円（当日同料金）　大学生以下1000円（当日同料金）
ペア／3500円（前売りのみ）　未就学児入場無料（親子室使用可）

※全席自由　※電話予約可　※ＷＥＢ予約可（三股町立文化会館ＷＥＢサイト） 
※大学生以下は、入場の際「学生証」の提示をお願いすることがあります 
※前売にて完売の場合「当日券」は販売しないことがあります

温故知新 石井秀弦

　和「津軽三味線」と洋「打楽器」の温故知新、アメリカの
音楽ゴスペル、日本の和太鼓の三位一体の融合による、古典
を尊び、かつ、モダンなステージ。魂の音楽をお楽しみください。
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都城インターより（車で25分）

三股町立文化会館

三股町立文化会館
◆会場／

◆会場／三股町・三股町教育委員会
◆お問い合わせ・チケット取扱／三股町立文化会館

三股町立文化会館
〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山3404-2

☎0986-51-3462
※電話予約可　休館日（月曜日）を除く午前9時～午後5時
※WEB予約可　https://bunka.town.mimata.lg.jp

魂を揺さぶる歌
       魂に響く和太鼓

上之園 謙治 石井 秀弦 

16 歳から三味線を習い始め、内弟子
の修業を重ねながら三味線の指導及
び舞台活動に入る。1992 年、津軽三 
味線石井流を創立。同年 5 月に北九 
州市で行なわれたアスバック 92 での
開会式において、秋篠宮ご夫婦の前
で演奏を行い絶賛を浴びる。1996 年、 
97 年津軽三味線発祥の地、青森県北
津軽郡金木町で行われた津軽三 味
線全日本大会にて優勝。最高位であ
る仁坊賞を受賞。2002年 7月、日本テ
レビ「笑ってコラえて」に親子で取り
上げられ全国放送される。2013年4月
より宮崎学園短期大学の非常勤講師
を努める。同年６月パリにてOECD日
本大使館での演奏会に参加。2014 年
５月、津軽三味線全日本大会団体の
部（Bグループ）において優勝。同年
12 月、書家の「紫舟」氏と在仏日本大
使公邸（パリ）においてコラボ演奏。
2015年10月熊本県山鹿市にある八千
代座で「市川海老蔵」氏主演の舞台
に参加。2017 年に津軽三味線石井流
創立 25 周年記念公演を開催。現在、
演奏家・津軽三味線石井流家元とし
て邦楽の世界だけに留まらず洋楽との
セッションにも積極的に参加している。

1955 年宮崎県都城市出身、三股町
在住。甲斐裕三郎氏に師事。ヤマハ・
ポピュラー・ミュージックスクール講
師を経て、1992 年、『うえのぞのドラ
ム＆パーカッション教室』を始める。
2001 年５月、津軽三味線石井流家
元、石井秀弦氏と10年に一度ロンド
ンのハイドパークで開かれる【日本
文化行事 Japan2001】に参加。2004
年６月、ニューヨークで演奏。2006
年10月、石井秀弦＆上之園謙治によ
る、CD『温故知新』発表。2007 年、
GLAYのドラマーToshi Nagai氏と
吉田光氏を中心に結成した『音生力
（オンセイリキ）』の CD 発表。2009
年３月、服部克久プロデュース「スー
パージェネレーション2009」、６月「ア
レンジャーズサミット 2009」に出演。
GLAY のドラマー、Toshi Nagai 氏
と都城市ウエルネス交流プラザにお
いて、2006 年より『ドラムクリニック』
を開催。後進の育成にも、力を注い
でいる。ドラム教室は自宅のほかに、
島津楽器（鹿児島県志布志市）でも
開催中。

2000 年に結成。日本の楽器、津軽三味線の音色を古典的と捉え、打楽器の織
り成すリズムを現代的と捉え、「故き（古き）を温（あたた）めて新しきを知る」を、
基本とします。
津軽民謡が中心にあり、楽曲を構成し ,オリジナル曲、秋田民謡にパーカッショ
ンを付けた楽曲などがあります。

本名の上田浩恵として、約３万人のヴォーカルオーディショ
ンを勝ち抜きポニー・キャニオンよりCD デビュー。シング
ル5枚の内3曲は車のCMに起用され、自身も出演してい
る。
2 枚のアルバムを発表後フリーとなり、ロック、現代音楽、
クラシックなど、国内外の多様なジャンルの音楽家と交流
を持ち、アメリカ、ヨーロッパの音楽祭に数多く出演するな
ど、自身の活動を行う傍ら、EPO、大貫妙子、Dick Lee(シ
ンガポール )他、国内外の様々なアーティストのレコーディ

ングやコンサートツアーにサポートボーカルとして参加。 2006 年より宮崎県に拠点
を移し Whoopin という名前で活動を開始。「宮崎ゴスペルクワイア」主宰。GLAY
のドラマーTOSHI NAGAIがリーダーを務めるバンド「音生力」のヴォーカルを担
当し、アルバム「SORA」を発表。各地でライブ活動を行う。
2009 年、第 10 回神戸ジャズボーカルクィーンコンテストにてグランプリを獲得。同
年 9 月の米シアトルの名門ジャズクラブ「Jazz Alley」での単独公演では、会場中
がその歌声に感涙し、鳴りやまぬスタンディングオベーションは現地メディア ( シア
トル新聞等)でも取り上げられ話題となった。

2 歳よりバチを握り、父からもらった太鼓を遊び道具とし、
幼い頃よりリズムを身につけ、小学校４年生から橘太鼓「響
座」のメンバーとしての活動を開始。
響座のメンバーとして日本国内だけでなく、海外での公演
も多数経験している。また、橘太鼓「響座」ジュニアのリー
ダーとして出場した日本太鼓ジュニアコンクールで最優秀
内閣総理大臣賞を 2 回獲得。同時期に、山本寛斎のスー
パーショー七人の侍に出演や GLAY のサポートドラマー・
Toshi Nagaiとの共演など次世代を担う和太鼓奏者として

注目されている。
自ら放つ太鼓の特徴は、伝統的な太鼓のリズムだけでなく、様々な洋楽のリズムを
太鼓に取り入れ、２本のバチで表現する。２０１２年より本格的にソロ活動開始。ま
た岩切響一率いる、橘太鼓響座「一（はじめ）」を新たに結成し、舞台の演出、新曲
作りなど、新たな太鼓の可能性を追求しつづけている。

スタジオワークを中心に１０代の頃から活動してきた「遠山
淳」は、その卓越したセンスで７０年代当時、まだまだ発展
途上にあったシンセサイザーやコンピューター分野の発展
に深く関わり、日本のみならず海外でも、名立たる数多くの 
ミュージシャンから厚い信頼を得ている、日本が誇る超プ
ロフェッショナルな音楽家であり、彼が現在までに関わっ
た楽曲は、国内だけでも何千曲にものぼる。～（音楽誌より
抜粋）レコーディング、ツアー、サウンドデザインなどで関
わったアーティスト（順不同）ジョージ・ルーカス(米・映画

監督)、ジョージ・マーティン(英・ビートルズのプロデューサー)、スティービー・ワン
ダー(米)、ディビッド・フォスター(加)、チック・コリア(米)、エルトン・ジョン(英)、
リチャード・カーペンター(米)、エアロ・スミス(米)、松任谷由美、山下達郎、矢沢永吉、
吉田拓郎、井上陽水、小泉今日子、松田聖子、坂本龍一、小田和正、南こうせつ、沢
田研二、郷ひろみ、松山千春、吉川晃司、かぐや姫、葉加瀬太郎、ALFEE、長渕剛、
中西圭三、CHARA、徳永英明、他多数。

上之園 謙治
 (ドラムス・パーカッション)

Whoopin (ウーピン)

Miyazaki Gospel Choir (MGC)
宮崎ゴスペルクワイア

石井 秀弦
 （津軽三味線）

岩切 響一
（和太鼓奏者）

遠山 淳 Jun Tohyama
（アレンジャー・キーボーディスト）

温故知新
（おんこちしん）

プロシンガー Whoopin が主宰する『宮崎ゴスペルクワイア』は、宮崎最大のゴスペ
ルクワイアとして県内外で活動しているグループ。技術的なこと以上に、楽曲に真摯
に向き合い、心に重きを置くスタイルは、特に違いの分かる制作者やプロのアーティ
ストに高く評価され、今まで EPO、GLAY、西郷輝彦、磯貝サイモン他との共演や、
東京や福岡を始め各地でのコンサート、またCMレコーディングなども行っています。
『ゴスペル』とは『神からの良い知らせ』、『クワイア』とは『聖歌隊』という意味。

温故知新 ＋


