
国連ＳＤＧｓを推進しております
何かなぁ？

お楽しみに～♪



★

☆公演中、会場内でのスマートフォン・ビデオカメラ等による動画・
写真撮影はしていただけますが、スタッフがお声がけした際には、
恐れ入りますが撮影をお控えください。

お願い

☆会場内では、発表の妨げにならないようにお静かにお願い致します。

から目を離さないでください。☆発表中、園児以外（ごきょうだい）のお子様

中庭・駐車場内ではお子様を遊ばせないようにお願い致します。

☆園児の水筒をお持ちください。（集合場所でお預かりします。）

園児の朝の集合場所・終了時の解散場所を別紙にて必ずご確認してください。

☆授乳室は １階事務室の前の保育室 をご利用ください。（別紙参照）

保育室は、一般の方も利用されますので譲り合ってのご使用をお願い致します。

☆有料駐車場は台数に限りがございます。公共交通機関をご利用ください。

☆貴重品の取り扱いには十分にご注意ください。

☆大ホール内は、飲食禁止となります。
ホワイエでの飲食は可能です。（ゴミは全てお持ち帰りください）

☆全館禁煙です。喫煙場所は、中庭の１か所です。（別紙参照）

☆お子様のお手洗いを済ませておいてください

パーティー開演：9時30分

大ホール開場：9時10分

特別ステージ開演：12時30分



①オープニング
「王にふさわしいのは誰？」

②冒険に出かけよう
登場人物：２歳児

「ワクワクが止まらない！何が始まるの？」

③立ち向かう勇気
登場人物：３歳児
「守れるものがあると強くなる」

④恋の物語
登場人物：４歳児
「愛する心は人の心を温かくする」

⑤ライオンキング
めぐる命・つながる心

「王にふさわしいのは、好奇心・勇気・愛する心をもつこと！」

特別ステージ
「猿まわし」もあるよ♪

ゲストアーティストによる
ミニライブも上演♫

好奇心 勇 気

愛する心

岩崎さとし ＫＥＮＳＫＥ 瀬川 圭介 小形 正和
ムファサ プンバァ ティモン ハイエナ

☆ ゲスト出演 ☆ 永井真人 竹林士哲

☆ ゲスト出演 ☆ 永井真人 ＲＹＯＪＩＮ ＫＥＮＳＫＥ
★ 跳び箱監修★ 山里哲史

☆ ゲスト出演 ☆ ＹＡＮＡＧＩＭＡＮ
宇野美香子 真菜美

☆ ゲスト出演 ☆



＊これまで関わってきた作品の出荷枚数は累積2,000万枚以上に達している。

ヤナギマン

ケツメイシ、FUNKY MONKEY BABYS、CHEMISTRY、
Crystal Kay、倖田來未、中島美嘉、加藤ミリヤ、エレ
ファントカシマシ、BoA、Def Tech、平原綾香など様々

なアーティストへの楽曲提供や編曲、プロデュースを
行う。 また、ビルボードシーンで活躍中のUsherのリ
ミックスや、香港の歌手IVANWANG、HotCha、Ella 
Koonなど国外のアーティストへの楽曲提供も行う。

≪音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家≫ ウノ ミカコ

６歳から和太鼓を始め、日本の伝統文化と触れ合う。
2004年、和太鼓集団『鼓童』に研修生として参加。
現在は、ソロ和太鼓奏者として活動。
独自の和太鼓音楽を創り上げながら、主催イベントの
開催、国内ツアー、海外ツアー等を行い、様々なアー
ティストとのセッション、ワークショップなど精力的な
活動を介して古典芸能に新たな息吹を吹き込んでいる。
2017年より横須賀に拠点を変えて活動中。

≪受賞作品≫
・2005年 第47回日本レコード大賞 ベストアルバム賞
・2007年 第49回日本レコード大賞 BoA『LOVE LETTER』でレコード大賞金賞
・2011年 第53回日本レコード大賞 FUNKY MONKEY BABYS

『それでも信じてる』でレコード大賞優秀作品賞を受賞

≪プロデュースした主なアーティスト・楽曲≫ 
・ケツメイシ
♪バラード ♪トモダチ ♪仲間
・CHEMISTRY  ♪FLOATIN’
・Crystal Kay   ♪Motherland
・FUNKY MONKEY BABYS
♪ありがとう ♪それでも信じてる
♪この世界に生まれたわけ

・加藤ミリヤ     ♪Eyes on you
・エレファントカシマシ ♪絆
・Def Tech      ♪lrie Got～ありがとうの詩～
・倖田來未  ♪Lies
・中島美嘉  ♪素直なまま

他多数

リョウジン ≪和太鼓奏者、編曲家≫

1982年ユニットグループ「きゃんきゃん」にて「あなたのサマー
ギャル」(メナード化粧品のコマーシャルソング)でデビュー。

またイメージキャラクターとしてＣＭ出演、多くのレギュラー番組
にアイドル歌手として出演。

グループ解散後、結婚・子育てをする中で、女性としての深い
豊かさを感じた。
その後、また自分の夢に「Try Again」する見本になる為、５０歳

を前に「いまでもアイドル」にて再デビュー。人は愛と感謝の中
だけ生きて行くのが美しいと感じ、チャレンジ中。

初孫が誕生するこのときに、令和の子守歌を歌う。

≪アイドル歌手≫

マナミ

高校３年生の時にきっぺけフーカーズとして
話題を集め、現在YouTubeチャンネル登録
者数約７万人、総再生回数1300万回以上を
記録。現在はソロをメインに活動中。

≪歌手≫

≪ラジオ≫
◾NHKラジオきらめき歌謡ライブ
≪CM≫
◾メナード化粧品 フレッシュコロン
◾サンヨー食品 カップスター など
≪LIVE≫
◾宇野美香子のTRY AGAIN LIVE

鶴見大学短期大学部 保育科 教授。
早稲田大学教育学部教育学科体育学専修卒業、
千葉大学大学院教育学研究科保健体育専攻修了
（教育学修士）。研究分野は健康・スポーツ科学。
日本体育学会会員。保育者を目指す学生に、幼児期
の運動遊びに関する授業を実施。自らも楽しみながら
ユーモア溢れる指導に定評。講演等多数。

≪体育運動特別講師≫
ヤマサトテツシ

≪楽曲作品≫
♪いまでもアイドル
♪強い女…ＷＯＭＡＮ

★志道園長先生が作った音楽ＣＤ
歌ってくださっています♪
♪あそびがいっぱい！
♪おいしく食べよう！
♪さようなら、また明日。
♪ありがとうの歌

YANAGIMAN×志道不二子コラボ作品
「サンキュー！ハピハピソング！」

★志道園長先生が作った音楽ＣＤ
歌ってくださっています♪
♪ママの子守歌
♪ありがとうの歌

YANAGIMAN×志道不二子コラボ作品
「サンキュー！ハピハピソング！」

≪著書≫
保育者を目指す学生のための「保育内容・健康」
実践教本（共著） 他



≪職歴≫
・㈱イーオン・イースト・ジャパン
 英会話のイーオン英会話講師
・鴨居八幡神社禰宜

竹林 士哲
タケバヤシ シテツ

貞昌寺副住職であり、
現在円覚寺宗務本所に
勤務

円覚寺

1282年、北条氏の時代に

創建されたお寺で、臨済宗
のうちでも「大本山」にあた
るお寺。 臨済宗にも全部で
14の宗派があり、そのうち
2つが北鎌倉に、残り12が
京都に本山を持っている。

貞昌寺
ていしょうじ

臨済宗の寺院。三浦郡の
この一帯を所領としてい
た向井正方（1621-1674
年）が、吸江庵と呼ばれて
いた庵にお堂を建て貞昌
寺としたと言われている。
寺院の裏手の山には貞
昌寺の墓地が広がるが、
そこからは左右に迫る山
の間に横須賀の海が臨
め、非常に眺望が良い。

岩崎 さとし
イワサキ

≪役者、ダンサー≫

夢舞Entertainment.代表

ケンスケ

ムーブ

●出演
≪SHOW≫
◾ものまねタレント コロッケ氏プロデュース
 CROKET MIMIC TOKYO.
≪MEDIA≫
◾紅白歌合戦◾Mステ◾映画『クロ-ズⅡ』
◾NHKドラマ「スリル」
≪CM≫
◾ケンタッキー/太陽のマテ茶/日清食品
≪LIVE,PV≫
◾浜崎あゆみ/EXILE/和楽器バンド/アイドリッシュセ ブン

ゆず/矢沢永吉/175Ｒ/氷川きよし/T-ARA  ダンサー出演

●振付/演出
≪CM≫
◾安室奈美恵出演 コカ・コ-ラZERO
◾M'c Donald◾GATSBY CM◾ウエンツ瑛士CM
≪LIVE≫
◼サッカーリーグ/なでしこリーグ
≪MEDIA≫
◾SCANDAL/IZAM/大島麻衣/黒島結菜/菊池風磨/竹内涼真

≪パフォーマー、振付師
ダンサー、演出、企画・制作≫

永井 真人
ナガイ  マサト

横須賀市議会議員
（現在３期目）

●鴨居八幡神社●

治承四年（１１８０）源頼朝鎌倉に入り幕府の礎石を
築くに当り、軍功あった三浦氏は当三浦郡を領し一
族門葉最も栄えた時である。その頃三浦大介義明の
第四子多々良四郎義春が鴨居の領主として他の三
浦党と共に三浦一円に勢威を張っていた。当社は義
春が源家の命を受け養和元年（１１８１）鶴岡八幡宮
を勧請したと伝えられている。

《舞台》
・東少名作ミュージカル「人魚姫」
・ミュージカル・ギルド
「Trans 女たちのフロイト的考察」

・ノーチェ・クバーナコンサートバックダンサー
・東京小牧バレエ団・小牧正英生誕100年

記念公演 「ペトリューシカ、シェヘラザード」
《映画》

・「雷桜」
《テレビ他》
・テレビ東京「木曜8時のコンサート」
・スカイツリー「WIPE  UP」
・ものまねタレント コロッケ氏プロデュース

CROKETMIMIC TOKYO.ダンサー(MIMICS)

2008～2013年まで札幌の小劇場にて
活動。その後上京し、2017 年まで札幌

ハムプロジェクト東京支部という劇団に
所属。札幌・東京の小劇場を中心に、
地方公演や全国旅まわり公演を経験。
役どころは子供から老人、コメディから
シリアスまで多種多様なものを経験。
2017 年からフリーの役者として舞台、
映像にて活動中。 

瀬川 圭介
セガワ ケイスケ

≪役者≫

《舞台》
・「その町」（2019 年）
・「ルビコン河を渡る」（2019 年） 他

小形 正和
 オガタ マサカズ

≪役者≫

出身 宮城県

お笑いの専門学校卒業後、
フリーでお笑い活動。
後に太田プロへ。

お笑いを辞めた後はネット番組や
ショーレストランの舞台監督などを
勤める。
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