グルッポふじとう 体育館

13:00～

初代王者を掴み取れ‼ ～ダンスバトル～

アーティストとダンサーズの楽しい一日

フェス
グルッポ
主 催 者 からのメッセージ
私たち高蔵寺まちづくり株式会社は、高蔵寺ニュータウンの賑わいと魅力ある街づ
くりを目指すエリアマネジメントを担う会社です。今回の「ｇフェス」の会場の一つで
もある「グルッポふじとう」は、旧藤山台東小学校の校舎をリノベーションした施設で、
当社はその管理運営を行いながら、来館者の方々に楽しんでいただくためのイベン
トやライブを開催しています。
また、これまでに高蔵寺駅周辺の賑わいづくりのための音楽イベント「歌う！高蔵
寺マーケット」を開催しています。
今回のイベントは、これまでの「音楽」に加え「ダンス」という新たなジャンルを企画し、
更に多くの方々にご参加いただき、楽しんでいただけるものと思います。
私たちは、この「ｇフェス」の開催を通じて、高蔵寺ニュータウンを多くの方々に知っ
ていただき、音楽とダンスという文化が定着することで、この街に住んでみたい、住み
続けたいと皆様に思っていただけるよう期待しています。

お問合せ：グルッポイベント事務局
（NPO法人まちのエキスパネット）
春日井市藤山台1-1 高蔵寺まなびと交流センター3階
☎0568-37-2933
http://www.askult.com/
03-1234-1111

とき ： 12月8日（日）
ところ： 東部市民センターホール （10:00〜20:00）
グルッポふじとう 体育館 (13:00〜)
主催：春日井市 高蔵寺まちづくり株式会社
企画：グルッポイベント事務局（NPO法人まちのエキスパネット）
協力：D-high Dance Studio

東部市民センターホール
第1部 ダンス部門
▶ 主催挨拶
①

②

D-high 1（ディーハイワン）

ダンスが楽しくなり、段々上達できる団体を
目指して、2006年 春日井市でダンス
サークルを立ち上げ、2016年 D-high
Dance Studioをオープン。ダンスの楽しさ、
素晴しさを発信し、地域や社会に貢献で
きる活動を大切にしています。

Emotion!（エモーション）
楽しく笑顔あふれるダンスサークルです。
ダンスのメソッドを通して、コミュニケーショ
ンや自主性を身につける目的でもご参
加いただけます。柔軟で自由なこども達
の可能性の窓を開き、一歩を踏み出す
きっかけを見つけに来てください。

③

シナプソロジー体験
榎本加代子先生による、子供達からご高齢の方まで
幅広く楽しめる脳トレ体験。ジャンケンなどの遊びの要
素を通り入れながら体と脳を活性化させましょう！

④

D-high 2（ディーハイツー）
D-high Dance Studioの様々なク
ラスのダンスショーケース！ダンススタイ
ルの解説や、技のコツを説明するコー
ナーも企画中！

⑤

若松航平

結成15年のアコー
スティックラテンユ
ニット『Lunita』の
ボーカル。

ゆずに憧れる愛知県
春日井市出身シン
ガー。フォークデュオ
「Right's」としても活
動しています。

⑧ D-high 3 & Yasu & C.C.C & YDC &
zenith （ディーハイスリー&ヤス＆
シーシーシー＆ワイディーシー&ゼニス）
春日井、稲沢のD-highと、小牧のYASUクラスと、
岐阜、江南、一宮の zenithのダンサー達が各団
体をレペゼンしてgフェスに参加！更に、東海地区
を代表するジャズステッパー集団のC.C.Cと、全国
大会に毎年出ているYDCも参加！！個性あふれ
るダンススタイルをお楽しみください！

⑨ 穴見裕子バレエスタジオ
（アナミユウコバレエスタジオ）
春日井市六軒屋町のバレエスタジオ。バレエを
通して、踊る喜びと 出来ることが増えていく喜び
を分かち合えるスタジオを目指します。25年の信
頼と実績のバレエレッスンで心豊かな時間を一
緒に過ごしましょう！！

⑩ SORA（ソラ）

岐阜県可児市を中心に活動中の女の
子オンリーダンスチームSORAです。港
区でレッスンをしているSORACT（ソラ
クト）木場クラスのCRASHとgフェスに
参加！

⑪ DanceCosmo（ダンスコスモ）
講師のMIHOは、東京にて舞台振付や
Danceコンテストも優勝したりしてきた実
力者! 子供達にダンスを通して、リズム感、
楽しさは勿論、表現力、コミュニケーション
能力を向上させるレッスンを行っています。

K-ji（ケイジ）
東海地区を代表するタップダンサー。N.Y. の
TAP FESTIVAL, St. LOUIS TAP
FESTIVAL出演や、台湾の『All That Tap
Festival in TAIPEI』に米国のタップマスター
達とともに、日本人講師として招待され参加、
活躍の幅を広げる。R3 TAP HOLIC のメン
バーとしても、ダンス公演、イベント等での振り
付け、演出、出演を数多く展開。

⑦

荒木美紀

PDC（パインダンスサークル）
名古屋の鶴舞と名古屋駅の2つの拠点を
持つ「パイナップルスタジオ」が全面サポート
の、東海地方に20カ所以上ある、地域
密着型ストリートダンス教室です。今回は、
春日井クラス、犬山クラスで踊ります！

⑥

▶司会◀

10:00～

⑫ D-high 4（ディーハイフォー）
幼児から社会人まで、幅広い年齢
のD-highメンバーがお届けする、バ
ラエティーに富んだショーケース！

Berry's Cheer（ベリーズチアー）
春日井市で活動をしているチアダンスサークルで
す。ダンスが大好きなメンバーでポムやジャズなど
の様々なダンスを楽しんでいます。ダンスを通じて
チームのメンバーがみんな仲良し。そんなチーム
ワークも大切にしているサークルです。

⑬ SATOSHI

ダンスレクチャータイム！みんなで
一緒にパプリカを踊ろう！！

15:30～ お楽しみ抽選会
賞品一例♫

・ホームベーカリー
・ネックマッサージ
・ワッフルメーカー
・タコ焼き器
・人生ゲーム
・野球盤

第2部 音楽部門
①若松航平

②ばんど

・ジュース
・ダニ掃除機
・サンタブーツ
・Amazon金券
・駄菓子セット
・Line金券
・サーティーワンギフト券
などなど
・g café 食事券

17:00～

⑨中部大学春日丘中学校秩父屋台囃子チーム
毎年１２月初旬に秩父の街で屋
台を引き回し練り歩く勇壮なお祭り。
その屋台の中の狭い空間で太鼓を
打つため座奏という姿勢で演奏する
ようになったのがこの曲のはじまりです。

ゆずに憧れる愛知県春日
井市出身シンガー。フォーク
デュオ「Right's」としても活
動しています。

岡山、岐阜、福井、愛知出身者
が集った、青春時代の曲を今だに
愛するおっさんバンド。完全に自己
満足ですが、一緒に楽しんでくれる
人がいたら嬉しいです！

③ダブルR

★豪華賞品が当たる
チャンス！！

4年ぶりに兄弟で演奏します。初め
て二人で演奏した時は、小6と中2
でしたが、18と20になりました。頑
張ります。

⑩ABATA-

⑪オーマエガット
1960年代エルビスの名曲ブルーハワ
イをエレキギターの伴奏で歌います。
皆様応援お願いします。

④Oh! Son with T＆M

⑫ジョーカーズ

⑤CAAC音楽と健康ゼミアンサンブル2019

⑬Lunita

おじーさんになってもwithTと歌い
続けまっス！今回のイベントは、強
力な助っ人、リズムの達人林さんを
ゲストメンバーにお迎えしました！

中部大学ではシニア大学が開講されています。
（Chubu University Active Again
College：CAAC)。シニア大学には「音楽と健康」
ゼミがあり、音楽による心と体の健康を目指し活動し
ています。

⑥中部大学春日丘中学校 花舞チーム

晴れた日の蒼い空をイメージして
いただきたい一曲です。桶太鼓な
らではの躍動感ある演奏をお楽し
みください。

⑧中部大学春日丘中学校 三宅チーム
文政３年（１８２０年）頃から祭りの時
に打たれるようになり今に至っている太鼓です。
低い姿勢のまま腰だけを移動させて打ち込ん
でいく独特の奏法が特徴です。

平成20年第1回高蔵寺フォーク
ジャンボリ―の時に結成。市内を中
心に介護施設や老人クラブなどで
演奏活動をしています。

Lunita（ルニータ）は、結成15
年のアコースティックラテンユニット
です。家族で奏でる南米エクアド
ル仕込みの歌をお楽しみください。

⑭Satisfy My Soul Gospel Choir 中部

桜が舞うようなイメージで紅白
の竹バチを使って演奏します。
元気に明るく演奏します。

⑦中部大学春日丘中学校 蒼天チーム

今回は、アコースティックで
リズミカルな曲にチャレンジ
してみます。果たしておじさ
んバンドでリズムに乗れるで
しょうか？

ゴスペルソングを通して、笑顔と元
気と希望をお届けします！

⑮山口大貴

高蔵寺出身シンガーソ
ングライター。年間200
本のライブを全国展開
中！最新アルバム
「ReflectionN」を8月
に全国リリース。

