
29.Feb.2020 @ space-K 

K-mix アーティスト ひな祭りコンサート “ピアノのまちからこんにちは”

Vol.2 

レポート 

 

🎼 出演 🎼 

紫乃（オープニング・アクト） ・ つだみさこ  

kainatsu ・ 井上 侑  

コントラリーパレード（たなかまゆ）・ オガワマユ 

（スペシャル・シークレット・ゲスト）辛島 美登里 

 

 

K-mix でレギュラー・プログラムのパーソナリティを務める女性ピアノ弾き語りシンガー・ソングライター6 名が space-

K に集合！KAWAI のプレステージモデル「Shigeru Kawai SK-5」に向き合って、思い思いの世界を描く、シン

プルだけど贅沢な時間をお届けする、というコンセプトで開催された 2 回目の「ひな祭りコンサート」。 

 

コロナ・ウィルス感染拡大の兆しが見える中、「決行か？それとも断念か？」 スタッフがギリギリまで悩んだ結果導

き出した答えは「GO！」。 

space-K というコントロールしやすい環境の下、観客、スタッフのマスク着用と手指のアルコール消毒の義務化、グ

リーティングでの握手禁止といった規制をかけ、それをご来場者が完璧に遵守していただいた結果、却って「よい緊

張感」の中、「うた」と「ピアノ」によって作り出される 7 名の音楽を、研ぎ澄まされた耳と目の感覚で受け取っていた

だくことになったのでは？と思います。 



また、このような状況の中、今回のコンサートに関わっていただいた音響、舞台、照明、映像収録、スチル撮影の

スタッフ、「SK-5」という頼もしい名器を万全な体制で space-K に持ち込み、セッティングしていただいた小笠原梱

包様、少しでも華やいだ雰囲気を作り上げようと、雛段飾りを用意していただいた「人形の館 河田」の河田社長

と専務、そしてこの企画に最大のご理解とご協力を頂戴した KAWAI の皆様、特に調律を担当していただいた内

池由季さんに、この場を借りて改めてお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

さらに、スポーツ・イベントが自粛中止されている中とは言え、丁寧な取材をしていただき、お得意の特大記事を掲

載していただいたスポーツ報知静岡支局の小松支局長、いつもありがとうございます。 

そして、開催を切望し、見事にやり遂げていただいた出演者、紫乃さん、つだみさこさん、kainatsu さん、井上 

侑さん、コントラリーパレードたなかまゆさん、オガワマユさん、そして何と言っても出演者 6 名を含め、会場に集った

全員が圧倒され、6 名にとっては目指すべきアーティスト像、女性像を、身をもって示していただいた辛島美登里さ

んに心から感謝申し上げます。 

あっ、それから開演から終演までずっとステージを見続け、辛島さんのパフォーマンスに触れ、「音楽はやっぱり『人柄』

だわ』と呟いてくれた京太朗君も、ついでにいつもありがとう（w）。 

 

もちろん、このコンサートを待ち望み、 

あの状況下、参加していただいた聴衆の皆様に最大の敬意を！ 



 

 

オープニングは昨年に引き続き 2 回目の出演、 

井上 侑・kainatsu・コントラリーパレード・オガワマユ・つだみさこが揃って登場。 

「『ピアノのまちからこんにちは』における”安室奈美恵 紅白歌合戦状態“」の 

コントラリーパレード（たなかまゆ）に「お帰りなさい!!」の盛大な声と拍手。 



 

この 6 人に紹介され登場したのが 

オープニング・アクトの紫乃。 

22 歳の若さと、そうは思えない堂々とした 

落ち着きぶりで見事に 3 曲を演奏。 

1.月の通りみち 

2.バラード 

3.会いたい 

 

 

 

本編トップ・バッターはつだみさこ。 

前回同様、どの出演者よりも「SK 愛」を 

自身から溢れさせ、 

「語り」も取り入れるなど、新境地を披露。 

1.選択 

2.過ぎていく 

3.空 

4.悲しみは 

5.ガトーアリ 



「今年は”トリ“のプレッシャーから逃れたい！」（笑） 

と叫んでいた kainatsu がここで登場。 

30 代の作品 4 曲に、 

「20 代の叫び」がこだまする『夏嵐の夜』を添えた 

セットリスト。 

1.これでいいのだ 

2.LiFEWORK 

3.夏嵐の夜 

4.ワールドレコード  

5.耕して育てよう 

3 人目は井上 侑。 

彼女のレパートリーの中で 

最もアレンジが施された『少しばかり旅に出る』を 

ピアノ 1 本で歌いーの、 

最後は対照的な『オレンジ』を裸足で。 

1.夜間飛行 

2.Drive & Dive 

3.息 

4.少しばかり旅に出る 

5.オレンジ 



 

 

 

 

「産休・育休明け初ライブ」となった 

コントラリーパレード（たなかまゆ）。 

Sexy Zone への提供曲『Twilight Sunset』を 

初セルフ・カヴァー。 

「“弾き語りシンガー・ソングライター” 

というよりは“バンド志向”」と 

常々語る彼女とは思えない、 

出演者中、最も繊細な表現と、 

活動休止前より明らかに「たおやか」になった 

声の表情で会場を静まり返らせた。 

1.プラネット 

2.Twilight Sunset 

3.アンドロイド 

4.未来で 

5.マーチ 

 

 



 

 

 

 

「Vol.2」の本編“トリ”は前回トップ・バッターだった 

オガワマユ。 

「マジカル・オガワマユ」（K-mix 独自表現）の 

本領発揮。 

そのダイナミックな声と音の振れ幅、リズムの多様性。 

唯一無二の表現が爆発！ 

そして、最後にはおめでたいご報告も！！ 

1.エポック  

2.summer pocket 

3.定点観測 

4. wonder world 

5.魔法のつづき 

 

 

 

 

 



オガワマユがステージを終え、 

彼女の口からスペシャル・シークレット・ゲストの名前が告げられると、会場から驚きとざわめきが・・・。 

登場したのは辛島 美登里。 

space-K には約 23 年ぶりの登場。 

『サイレント・イヴ』『愛すること』・・・。その圧倒的しかし繊細で、やさしく聴く者の心に染み込んでいく 

「うた」と「ピアノ」。 

そして、しなやかでお茶目な MC、コロナ・ウィルス感染が拡大する中での明確なメッセージ・・・。 

挙げたらキリがないほどの感動を届ける正に“女神”（オガワマユ談）。 

 

1.笑顔を探して 

2.サイレント・イヴ 

3.愛すること 

4.いのちの歌 

5.カーネーション 

 

 

 

 

 

 

 



辛島 美登里のステージが終わり、出演者 7 名全員がステージに 

こうして音楽への思いは受け継がれていく。 

辛島 美登里をみんなでお見送りし、最後は昨年に引き続き出演者 6 名全員リレー・セッション。 

今回は『幸せなら手をたたこう』の替え歌リレー。つだみさこのオリジナル歌詞による演奏から始まって、 

柴乃⇒井上 侑⇒コントラリーパレード⇒kainatsu、そして最後はオガワマユ。 

space-K には笑顔、感動、そして安堵が。 



出演者の SNS、ブログより 

 

「ひな祭りコンサート ピアノのまちからこんにちは vol.2」🎹 

昨年に続いて KAWAI の最高級ピアノ SK-5 を弾くことができました。 

それはいわば、この 1 年間の成長が試される時間でもあったのかもしれません。 

ステージに上がった時だけ良い格好しよう、このピアノに見合った自分になろうなんて考えは愚かでしかなく、それは

ピアノが高級だろうがなんだろうが関係なくいつだってそうなんだけれど。 

そんな邪念に囚われてしまうのではなく、その LIVE の瞬間に至るまでの道のりや生き様・信念や感謝・強さも弱さ

も含めての私を素直に表現できたらいいなといつも思う。あとはステージ上の全てに於いて、大切な人たちに寸分

の偽りなく胸をはれる私でいたいな、とも。 

その上で「どうやったら楽しんでもらえるかな！」への追求がある。本番に向けての準備や練習もすべてそう。 

バンドではなくシンガー・ソングライターである以上、1 人で背負うものは大きいですが、そんな気持ちがいつも私を

強くしてくれます。もちろん事務所スタッフの尽力や、会場の皆さんから受け取るパワーも計り知れないエネルギーで

す☺︎LOVE…❤︎ 

共演者のみんな、そしてスペシャル・シークレット・ゲストの辛島 美登里さん、調律師の内池さん、このイベントに関

わったすべての方たちの生きてきた時間と想いがあたたかく交わった素晴らしい夜でした。 

本当にありがとうございました。 

kainatsu  

 

 

 



SK-5 の生みの親であり、KAWAI の２代目でいらっしゃる河合 滋さんが、 

展示されていたグランドピアノにお言葉を残されていました。 

「伝統の中に新しい血を 歴史の上に立って 新しい息吹きを  河合 滋」 

人生をかけて生み出された楽器を弾かせていただくのだ。 

もっと良い音を鳴らせるようになりたい。 

そして、もっと良い曲を書いていこう。 

そんなことを思った「ひな祭りコンサート」でした。 

来年も、きっと、また、ここでお会いできますように。 

井上 侑 

 

 

2 月 29 日、「K-mix アーティスト ひなまつりコンサート“ピアノのまちからこんにちは”Vol.2」、無事終演しました。 

久しぶりのライブでみんなに会えて本当に嬉しかったしとにかく楽しかった〜！ 

皆さまありがとうございました！！！ 

コントラリーパレード 

 

 

 

みなさん、う〜んとお若く、歌もピアノも上手で、ドキドキしながらトリをとらせていただきました 

お客さまもフレンドリーで楽しく盛り上げてくださり、ありがとうございました 

辛島 美登里 



KAWAI のグランドピアノ「SK-5」を女性シンガー・ソングライターが奏でる…それはそれは贅沢なひと時でした。 

ピアノってこんな音だったっけ？と、また新しいピアノに出会ったようでした。 

初めて「SK-5」にお会いできたこと、「女性シンガー・ソングライター」として 

錚々たる出演者の皆さんと同じステージに立たせて頂けたことに未だ感動で震えています。 

そしてそして、お客様にはもちろん、出演者やスタッフの方にさえ、 

当日まで明かされなかったスペシャル・シークレット・ゲストさんは…辛島 美登里さんでした！！ 

呼吸をすることも忘れ、深くあたたかい音に心を委ねていました。 

このイベントを開催するにあたり、どれだけの方が「決断」をしたでしょう。 

様々な考え方があり、何一つ否定できるものはありません。 

「今、一体何が出来る？」少なからず感じた無力感はステージに立つその瞬間まで重くのしかかっていました。 

世の中、「結果」が大きなウエイトを占めていることは否めません。 

それでも、いつも当たり前のように溢れていた音楽は、ライブは、当たり前なんかじゃなく、 

色々な人の努力と支えと、何より全ての根底にある「生きていること」の上に成り立つのだと、 

今回のライブで改めて感じました。 

一日も早く収束し、安心した毎日が訪れる事をただただ願うばかりです。 

最後になりますが、このような素敵なイベントを開催しステージに立たせて下さった K-mix の皆様、出演の皆様、

スペシャルゲストの辛島 美登里さん、河合楽器ピアノ研究所調律師の内池さん、そして会場にお越しくださった

皆様、このイベントを応援して下さった皆様にたくさんの感謝を込めて。 

ありがとうございました。 

紫乃 

 



 

 

 

ピアノと･･･ 

造る人創る人調える人弾く人歌う人聴く人流す人見守る人 

大切な思いが伝わるイベントでした!! 

時間が立っても音色が頭に･･･ 

「ピアノのまちからこんにちは Vol.2」 

みなさま本当にありがとうございました！！ 

スペシャルゲスト辛島 美登里さん 

キラキラ女神様みたい、歌の力、お人柄 

包み込まれました 

お会いできてしあわせ。ありがとうございました！ 

みんな渾身の素晴らしいステージ、大好きなメンバー、ありがとう 

オガワマユ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ご来場くださったみなさま、ありがとうございました。 

いろいろな制約もありましたが、みなさまに快くご協力いただき、 

一緒に楽しんでいただけたことを心より感謝します。 

咳もビニールのガサガサもひそひそ声もまったくなかった！すごいことです。 

拍手や手拍子も本当にすばらしかった。 

こんなコンサートを一緒に作ってくださるお客さん最高です。 

ありがとうございました。 

昨年に引き続き 2 回目の開催となりました。 

紫乃ちゃんのまっすぐな声に初心を思い出し、 

井上 侑ちゃんの「少しばかり旅に出る」と 

コントラリーパレードまゆさんの「未来で」で少し泣き、 

kainatsu さんの MC と「LiFEWORK」に励まされ、 

オガワマユさんの「エポック」に心洗われました。 

すばらしい仲間たちと同じステージに立てることに感謝。 

一人の観客としてもとても贅沢なコンサートでした。 

つだみさこ 

 

 



なお、コンサート前日の 2 月 28 日には、 

井上 侑、つだみさこ、オガワマユの 3 人が

KAWAI 竜洋工場を見学。 

KAWAI のピアノづくりのスピリット、 

一台のピアノを作るのに、 

どれだけの手間がかかり、 

多くの人が真剣に関わっているのかを、 

間近に感じることができました。 

さらには KAWAI のフルコンサート・グランドピアノ「SK-EX」を試奏させていただくという機会もいただき、 

間違いなく翌日の 3 人のパフォーマンスのギアが、1 段も 2 段も上がったことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この工場見学の様子も収録した 

ライブ DVD「HELLO FROM THE PIANO TOWN Vol.2」 

8 月 22 日(土)K-mix レーベル第 3 弾 DVD としてリリース予定。乞うご期待！ 



 

 

 

 

 

 

 

調律を担当していただいた KAWAI 研究所の内池由季さんと 

「『音楽』は、こういう時だからこそ、必要とされるもの」  

という思いを、皆でシェアできた 4 時間 30 分でした。 

ありがとうございました。 


