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後方の席でも見せます

森山愛子

丘みどり

聴かせます

中澤卓也

辰巳ゆうと
朝花美穂

新浜レオン

料金

全席指定・税込

2022年

5月28日

（令和4年）

Ｓ席 12,000円
Ａ席 9,000円

1日
2回公演

主催：演歌の夢まつり公演事務局

会場

11：00開演
15：00開演

後援：サンテレビ

神戸文化ホール 大ホール
兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2

開場は開演の
45分前（予定）です

チケット
一般発売日

2022年 2月3日

企画・制作：株式会社Ｔ プランニング / キャスティング協力：株式会社 オフィスプロペラ

☎0570-01-2288 平日10：00〜17：00（土日祝休）

グリークス：06-6966-6555 http://greeks.co.jp

新型コロナ
感染症対策
実施中

10：00〜

■チケット販売、
コンサート問い合わせ先

演歌の夢まつり公演事務局

舞台に大型スクリーン導入

神戸公演

宏

圧巻のステージ︑
お見逃しなく

竹島

坂本冬美

豪華 夢の競演
神戸
公演

※未就学児は入場不可。 ※都合により公演内容が変更になる場合がございます。 ※車いす席チケットは公演事務局のみでの取扱いとなります。

https://www.enka-yume2022.com/

演歌の夢まつり2022

2022 yumematuri̲神戸̲裏面̲1126[2]

2022
1986年、NHK「勝ち抜き歌謡天国」に出場。歌唱指導を担当して
いた故・猪俣公章のすすめで上京。1987年シングル「あばれ太
鼓」でデビュー。
これが大ヒットとなり、翌1988年には「祝い酒」で
NHK紅白歌合戦へ初出場を果たす。
その後「夜桜お七」
「 火の国
の女」
「また君に恋してる」
などをヒットさせる一方、様々なミュージ
シャンとのコラボを行い、
ジャンルを問わぬ活躍を見せる。2020年
11月桑田佳祐作詞作曲による
「ブッダのように私は死んだ」をリ
リースして話題を呼んだ。

坂本冬美

祖母の影響で幼少より民謡を歌い始め「民謡の天才少女」
と呼ば
れる。11歳の時に出場した「兵庫県日本民謡祭名人戦」にて史上
最年少優勝。18歳の時アイドルとして芸能界デビュー。
その後、演
歌 歌 手としての夢を叶えるため本 格 的なトレーニングに励む。
2005年8月、20歳の時に「おけさ渡り鳥」で演歌歌手デビュー。
2017年11月には東京・よみうりホール「ファーストコンサート」
を行
い多くのファンを魅了。同年、祈願の「第68回NHK紅白歌合戦」
に
初出場し、3年連続の出場を果たす。

丘みどり

中澤卓也

1995年10月3日新潟県長岡市生まれ。高校在学中に地元の新潟
県長岡市で開催された『NHKのど自慢』
に出場しチャンピオンに選
ばれ、2017年日本クラウンより
『青いダイヤモンド』
でデビュー。圧倒
的な歌唱力と甘い声色を武器にジャンルの垣根を超え様々な楽曲
を歌いこなし、第50回日本有線大賞有線奨励賞、第59回日本レ
コード大賞新人賞、第32回日本ゴールドディスク大賞、2020年には
演歌・歌謡曲歌手としては史上三人目となる
「第41回松尾芸能賞」
新人賞など数々の賞を受賞。2021年発売の新曲「約束」
では週間
演歌・歌謡曲ランキング1位を獲得した。

朝花美穂

鳥取県米子市出身。
カラオケ店を経営しながら歌と踊りの舞台を務
めていた祖母に勧められ、3歳から一緒に舞台に立つようになる。
2016年、鳥取県三朝町で開かれた
『NHKのど自慢』
でチャンピオン
となる。2017年より、作曲家の宮下健治氏に弟子入りし、
レッスンを
重ねる。2018年5月
「なみだの峠」
でデビュー。11月
「日本作曲家協
会音楽祭2018・奨励賞」受賞。12月には縁花座ビデオ
「なみだの
峠」DVDを発売。2019年6月ファーストアルバム
「美穂の演歌名曲
集」発売。2021年4月4枚目のシングル「姉弟役者（きょうだいやく
しゃ）」発売。

竹島

宏

神戸公演・出演者一覧

順不同

小学５年生の時に見た坂本冬美さんのコンサートが歌手を志す
きっかけとなる。現在放送中のレギュラー番組『竹島宏のMAX』
は、21年以上続く長寿番組に。2013年、第55回日本レコード大賞
「日本作曲家協会奨励賞」受賞。2017年は「月枕」が初のゴールド
ディスクに認定される。NHK・BS時代劇『大富豪同心』
の「夢の振り
子」、
『大富豪同心２』
の「向かい風 純情」
と２作連続で主題歌を担
当。2021年、第63回日本レコード大賞「日本作曲家協会選奨」受
賞。
ツイッターでは花と花言葉を毎日更新中。

森山愛子

栃木県宇都宮市出身。平成16年5月19日東芝EMI（現ユニバーサ
ルミュージック）
よりアントニオ猪木さんの命名による
「闘魂の歌姫」
として
「おんな節」
でデビュー。第37回日本作詞大賞に入賞。第37
回日本有線大賞・第46回日本レコード大賞双方で新人賞を受賞。
令和元年12月
「尾曳の渡し」
が2019年JOYSOUNDカラオケ年間
ランキングの【令和発売曲ランキング（総合）】
で10位となる快挙を
達成。令和3年けやきホールにて
「森山愛子コンサート2021 歌う
ぜ愛子！限界突破！！」開催。令和3年11月10日最新曲「ひとり風
の盆」
を発売。

辰巳ゆうと

2018年1月に20歳でデビュー。祖父母の影響で、幼少期カラオケ喫茶に通
い、
自然と演歌・歌謡曲に慣れ親しんだ環境で育つ。大学進学を機に大阪か
ら上京。大学で学ぶかたわら歌手デビューに向けての修行として、
デビュー1
年前から
「演歌のストリートライブ」
を東京の下町を中心に約80回実施。デ
ビューシングル「下町純情」
では、
デビュー作でありながら累計4万枚を超える
セールスを記録し“第60回輝く！日本レコード大賞 最優秀新人賞”を受賞。
2ndシングルでは、新人としては異例の、
オリコン週間シングル総合ランキング
初登場10位を獲得。3rdシングル、4thシングルと3作連続となるオリコン週間
演歌・歌謡シングルランキング第1位を獲得。今、大注目の若手男性歌手で
ある。2022年1月発売の「雪月花」は、辰巳ゆうとの真骨頂、
キレのあるボーカ
ルが際立った本格演歌となり、
デビュー5周年記念シングルとなっている。

新浜レオン

令和元年5月1日、
「離さない 離さない」
でデビュー。令和最初のオリコン
週間 演歌・歌謡シングルランキングで1位を獲得、
月間 USEN HIT 演歌/
歌謡曲ランキングでも1位を獲得。
チバテレでのレギュラー番組出演や甘
いマスクを活かした女性誌への登場、サンリオ制作、新浜レオンオリジナ
ルキャラクター
「れおすけ」
とのコラボレーションなどでも話題に。
「第61回
日本レコード大賞 新人賞」
「第34回 日本ゴールドディスク大賞 ベスト・
演歌／歌謡曲・ニュー・アーティスト」
を受賞。2020年7月リリースのセカン
ドシングル
「君を求めて」
はオリコン週間 演歌・歌謡シングルランキングで
年間2度の1位を獲得、総合ランキングでも7位にランクイン。今年5月に、
初の両A面シングル「ダメ ダメ…／さよならを決めたのなら」
をリリース。
今、期待の新人歌手である。

●会場までの交通ご案内

神戸文化ホール 大ホール

兵庫県神戸市
中央区楠町4-2-2

来場の際には、公共交通機関をご利用ください。

●神戸市営地下鉄「西神・山手線」…「大倉山」駅より徒歩1分→西１番出口より
右手すぐのところにあります。
●JR…「神戸」駅より徒歩10分→中央口改札を出て左にある北出口から北へ進
んでください。
●各種私鉄…「高速神戸」駅より徒歩8分→東口改札を出て右にある楠公出口か
ら北へ進んでください。
●神戸市営地下鉄「海岸線」＜夢かもめ＞…「ハーバーランド」駅より徒歩12分
→出口１と表示された方向へお進み頂きJR神戸駅から北へ進んでください。

チケットのお求めは

2022年

2月3日

演歌の夢まつり公演事務局

0570-01-2288

【電 話 受 付】

グリークス
【電 話 受 付】06-6966-6555
【WEB受付】http://greeks.co.jp

神戸文化ホールプレイガイド
窓口販売のみ
CNプレイガイド
【電 話 受 付】0570-08-9999

10：00〜

※公演中止の場合を除き、
お申込み、
ご購入後の変更・取消、払戻はできません。

チケットぴあ
平日10：00〜17：00
土日祝休

【P コ ー ド】
【WEB受付】https://pia.jp/t
【店 頭 受 付】セブン-イレブン店内『マルチコピー機』にて直接購入いただけけます

ローソンチケット
【L コ ー ド】
【WEB受付】https://l-tike.com/
【店 頭 受 付】ローソンチケット／ローソン店内の『Loppi』にて直接購入いただけます

イープラス
【 受 付 】https://eplus.jp/（パソコン・携帯共通）
【店 頭 受 付】ファミリーマート店内『Famiポート』にて直接購入いただけます

