
             220. [ Selected randomly through drawing of lots]                 
             40. [ Selected randomly through drawing of lots]
Those who did not participate in the 2018 Minato Performing Arts 
Festival will also have priority.
*There is a day nursery service for children from 4 months of age to 
pre-school, for a maximum of about 10 children.. Please feel free to apply.

募集要件

区内在住・在勤・在学で小学生以上
              練習に8回以上参加できる方（全11回）
              練習に5回以上参加できる方（全6回）

定員

平成29年度港区文化芸術フェスティバルに出演していない方優先。
※一時保育あり（4か月～就学前で10人程度。申込時にお申し出ください。）

スケジュール
SCHEDULE

日時 ： 2018年12月9日（日） 
　　　13：30～14：30

日時 ： 2019年1月13日（日） 
　　　13：30～14：30

場所 ： 港区役所 ［港区芝公園 1-5-25］ ９階

オリエンテーション

※運営の都合により、変更になる場合があります。港区文化芸術フェスティバルとは
About the Minatoku Performing Arts Festival

日時 ： 2018年12月15, 16日
　　　2019年1月12, 13, 19, 20, 27日
　　　2019年2月2, 3, 9, 10日
　　　Aグループ　13：30～15：20
　　　Bグループ　15：50～17：40

場所 ： 港区役所 ［港区芝公園 1-5-25］ ９階

The Minatoku Performing Arts Festival presents an opportunity for Mintao citizens to participate and discover the joy of performing on 
stage. This year, based on many requests, we will perform Gospel music and Hip Hop dance. For the first time we will also create our own 
song to perform at our event on Feb 17th. Let’s sing and dance with a professional band! Don’t worry if you are a beginner; a professional 
vocalist will help to train you on your singing (two months) and dancing (one month). Come and join us!

Date / Time : 

Place : 
　
To be discussed :

Date / Time :

Place : 

Date / Time : 

Place :

Sat. Feb. 16th, 2019
Group A  1:30~3:20pm
Group B  3:50~5:40pm
Shibaura-konan Civic Center
 [4-13-1 Shibaura, Minato City]

Open to anyone aged over six.(Those who live,work or attend school 
in Minatoku.)
             　 Those who are able to attend more than 8 practices (Total: 11 practices)
              　Those who are able to attend more than 5 practices (Total: 6 practices)

Date : 
Place : 

Sun. Feb. 17th, 2019
Suntory Hall Blue Rose
 [1-13-1 Akasaka, Minato City]

練習

日時 ： 2019年2月16日（土）
　　　Ａグループ 13:30～15:20
　　　Ｂグループ 15:50～17:40

場所 ： 芝浦港南区民センター ［港区芝浦 4-13-1］

前日リハーサル

日時 ： 2019年2月17日（日）

場所 ： サントリーホール ブルーローズ ［港区赤坂 1-13-1］

公演

MIKA ARISAKA
Vocalist

15歳で渡米、ミュージカル等でステージ・パフォーマンスを身に
つけバークレー音楽大学へと奨学生として編入、帰国後は数々の
アーティストの作品、ツアーにフィーチャリング／コーラス参加。
また人気アニメ「ガンダムSEED DESTINY」エンディングを唄い、
オリコン・デイリー1位獲得。 2008年に1st Album「aquantum」
をリリース。 有坂美香＆The Sunshowers他、現在Jazztronikの
メイン・ボーカルを務め、ゴスペルをはじめジャンルを超えた幅広い
活動をしている。

She moved to the US at the age of fifteen, and after performing in 
many musicals to hone her stage performance skills, she received 
a scholarship at the Berklee College of Music. Upon returning to 
Japan, she performed on many artists’ albums and tours. The 
ending song for a popular anime show “Gundam SEED DESTINY” 
reached #1 on the Oricon music chart. She released her first album 
“Aquantum” in 2008. In addition to being the main vocalist of Mika 
Arisaka & The Sunshowers, she is also currently the lead singer of 
Jazztronics, demonstrating her talents not only in gospel music, 
but all across the musical map. 

有坂 美香
ボーカリスト

SATOMI-N(Satomi Nara)
Dance instructor

ダンサーとしてTVやCM、イベント等に出演するだけでなく、
ファッションショーの総合演出をつとめたり、2015年からは
TRINITY DANCE CENTERキッズダンス講師をつとめるなど、
多岐にわたって、ダンス・振り付けの活動を行っている。
また、イベントの企画・演出や衣装コーディネート、ヘアメイク
も行うマルチプレイヤー。

SATOMI-N performs as a dancer not only for TV shows, but also for 
commercials and events.
In addition, she produces fashion shows and manages multiple 
tasks—such as a choreographer, costume coordinator and hair 
and make-up artist. From 2015, she has taught kids to dance at the 
TRINITY DANCE CENTER. 

SATOMI-N（奈良里美）
ダンス指導

港区文化芸術フェスティバルは、区民の皆さんが舞台芸術に参加し、その楽しさや体験する機会を提供しています。
平成30年度は、皆さんからもっともリクエストの多かったゴスペルに加え、ヒップホップダンスに挑戦していただ
きます。また、初の試みとして、港区文化芸術フェスティバルのためにオリジナル楽曲を制作し、皆さんの歌によって、
2月17日の公演で初披露します！プロがアレンジした楽曲と、バンドの生演奏とともに歌って踊りましょう。
ゴスペルは約2ヶ月間、ダンスは約1ヶ月間、プロが丁寧に指導しますので、初めての方も奮ってご参加ください。

練習予定曲

♫ Joyful Joyful ／ 映画『天使にラブ・ソングを 2』
♫ Oh happy day ／ 映画『天使にラブ・ソングを 2』
♫ Amazing Grace
♫ This is Me ／ 映画『グレイスト・ショーマン』
♫ Total Praise

Joyful Joyful “Sister Act 2: Back in the Habit”

Oh happy day “Sister Act 2: Back in the Habit”

Amazing Grace

This is Me “The Greatest Showman”

Total Praise

220人

※運営の都合により、変更になる場合があります。

Eligibility

Scheduled  Songs

Orientation

Rehearsal on the day before the event

Performance

Practice

Maximum number of participants

*Subject to change.

抽選 40人 抽選

ゴスペル ゴスペル

日時 ： 2019年1月19, 20日
　　　2019年2月2, 3, 9, 10日
　　　Aグループ　13：30～15：00
　　　Bグループ　15：50～17：20

ダンス

ダンス

  Gospel   Sun. Dec. 9, 2018.  1:30pm - 2:30pm
 Dancing  Sun. Jan. 13 , 2019.  1:30pm - 2:30pm
Minato City Hall, 9th floor
 [1-5-25 Shibakoen, Minato City]
Details about the event, introduction of producer 
and instructor, confirmation regarding practice 
details and schedule.
Distribution of music CD for use in practicing.
*The materials will be sent by post after the orientation to those   
 who are unable to attend.

内容 ： 全体説明、プロデューサー・講師の紹介、
          スケジュール・練習内容などの確認、
           練習用音源CDの配付など
　　　※参加されなかった方には後日、配布資料を郵送します。

Gospel   Dec 15,16th 2018
               Jan. 12,13,19,20,27th, 2019
               Feb. 2,3,9,10th, 2019
               Group A  1:30 - 3:20pm
               Group B  3:50 - 5:40pm
Dancing  Jan. 19,20th, 2019
               Feb. 2,3,9,10th, 2019
               Group A  1:30 - 3:00pm
               Group B  3:50 - 5:20pm
Minato City Hall, 9th floor
 [1-5-25 Shibakoen, Minato City]

ゴスペル
ゴスペル

ダンス

ダンス

Gospel
Dancing

Gospel
Dancing


