クラシック楽器と日用品の
奇跡のアンサンブル！
「さ・ま～ kajii 」のご紹介

クラシック × 日用品！？

お問い合わせ先

マリンバ＆日用品楽器＆ピアノの異色ユニット「さ・ま～ kajii 」！
魂から湧くリズムとメロディ、あらゆる楽器が飛び出す打楽器マスター松尾志穂子
茶碗・どんぶり・湯呑みなどを駆使したオリジナル楽器『食琴』をメインに、
身の回りの日用品で楽しくも繊細な音楽を奏でる kajii （カジー）
3 人の音楽をさりげなくまとめ、力強くサポートする鍵盤のスペシャリスト
ささはらなおみの 4 人のアンサンブル。
木の温もりを感じる豊かなマリンバの音色、食器の透明感あるファンタジーな音、
リズム踊る日用品、溶け合うピアノの音…。この不思議ハーモニー体験をぜひ！

kajii 事務所
〒 490-1136 愛知県海部郡
大治町花常西江端 42 ミレーナ
TEL: 090-7855-1873
FAX: 052-308-1487
メール : kajiijapan@gmail.com
http://www.kajii.me

さ・ま～kajii メンバープロフィール

ささはらなおみ（ pf ）

松尾志穂子（ marimba,per ）
名古屋音楽大学卒業。
マリンバ・打楽器奏者として、軽妙な司会と幅広いジャンルで
コンサートを展開。会場を巻き込んだパフォーマンスを多く行う。
DCFA 認定 SF ファシリテーターとして
ドラムサークルを年間 200 回以上実施し、
「ベストファシリテーター オブザイヤー」も受賞した。
ぎふドラムサークル主宰、中部打楽器協会理事。

名古屋音楽大学ピアノ科卒業。
各種コンサート、音楽鑑賞会、歌声など
様々な場で演奏活動を展開。
呼吸をするような美しいタッチに定評があり、
どんな状況でも柔軟な演奏で対応する。
栄中日文化センター、
名古屋市高年大学鯱城 ( こじょう ) 学園
などで講師としても活躍中。

kajii （日用品楽器）
クマーマと創のユニット。
茶碗、どんぶり、湯飲みなどを使った
オリジナル楽器「食琴」をメインに、
身の回りにあるあらゆる日用品で
音楽を奏でる話題のユニット。
テレビの出演回数は 1 年半で 15 回を越える。
全国各地でコンサート・ワークショップ、
講演活動中。

さ・ま～kajii のスペシャルプログラム
普段生活の中で使っているお茶碗が、スプーンが、キッチン用品が！
マリンバやピアノ等々の楽器と奇跡のアンサンブル！
笑いと驚きに溢れるステージプログラムの一部をご紹介します。

♪ オープニング練り歩き
4 人がお客様の間を練り歩きながら登場します！

公演時の流れ（一例）
イベントにより時間は
調整しますが、
実際のスケジュール例を
掲載します。

♪ お馴染みのクラシック曲がこんな音色に！
（例）道化師のギャロップ、チャルダッシュ など

♪ お茶碗で繰り広げる夢の世界 ディズニーの名曲たち
（例）ホールニューワールド、小さな世界、アンダー・ザ・シー など

♪ 私にもできた！おどろきの楽器体験
楽器が苦手な子にも、音を出すことの喜びを伝えます

＜学校公演＞
7:30
10:15
10:30
11:30
13:00

会場入り、搬入開始
開場
コンサートスタート
コンサート終了
退出

♪ ピンポン玉でカエルの合唱！？
森のざわめく音の中、壮大なカエルの合唱が幕を開ける！？

♪ みんなで大合奏！
全員が一体になって音楽を作り上げる特別な時間♪
多彩なプログラムの中から、規模や年齢層に合わせて構成します。
状況や要望により調整も可能ですのでお気軽にご相談ください。
内容は変更になる場合もあります。

＜ホール公演等＞
9:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:15
16:30

会場入り、搬入開始
休憩、調整
開場
コンサートスタート
コンサート終了
バラシ
退出

（午前中開催の場合は
前日仕込み）

さ・ま～kajii 出演料について
●基本出演料
一日二回公演の場合は、一回公演×1.5 で算出します。
学校公演の場合、音響機器はさ・ま～kajii 側で手配します。
ホール公演の場合、音響機器は現地でお借りします。
＜ホール公演＞
60 分 160,000 円（税別）
＜学校公演（芸術鑑賞会等）＞
目安として小学校 観覧生徒数×800 円（税別）中学校、高校はご相談ください。
＜その他、特別企画など＞
別途お見積もりいたしますので、企画内容をお送り下さい。

●交通費、宿泊費
東海三県については交通費は出演料に込みとなります。
他都道府県については別途お見積りいたします。

●お支払いについて
さ・ま～kajii は個人扱いとなりますので、原則源泉徴収をした上でのお支払いをお願いします。
お見積書、ご請求書も発行しますので必要な場合はお申し出ください。

●キャンセルについて
正式決定後、主催者さま側の都合によるキャンセルの場合、
公演日より 60～31 日以内は出演料の 50%
公演日より 30 日以内は出演料の 100%がキャンセル代としてかかります。
自然災害等で公演が困難になった場合は双方合議の上で対応します。

さ・ま～kajii コンサートにあたって
●正式名称
さ・ま～kajii（さま～かじー） アルファベットは全て小文字となりますので、
チラシ等作成の場合はご注意願います。
●人数
学校公演の場合 計 6 名 ホール公演の場合 計 5 名で参ります。
●ご用意していただくもの
（学校公演）
駐車場 5 台分、台車（できれば大きいものを 2 台）の確保をお願いします。
（ホール公演）
駐車場 4 台分、グランドピアノ 1 台、音響機器およびオペレーター様をご用意ください。
●ステージについて
横幅 10.8m（6 間） × 奥行き 5.4m（3 間）程度のスペースが必要になります。
屋外ステージでは演奏ができませんのでご注意ください。
●コンサート準備時間について
準備に 150 分ほどかかります。（ステージが別の準備で使えない場合はご相談ください）
片付けは 60 分ほどになります。
●楽屋について
禁煙でお願いします。お客様の目にあまり触れることのない位置を希望します。
●写真撮影について
本番中撮影 OK です。お客様の顔が写りこんだ場合の対処など、
主催者さま側でアナウンスをお願いします。また、終演後にお客様との写真撮影も可能です。
●宿泊について（遠隔地の場合）
禁煙のシングルルーム 人数分のご用意をお願いします。
車について
日産 ヴァネット シルバー 岐阜 430 そ 5558
ホンダ NBOX （軽） シルバー 名古屋 581 そ 8433
日産 キャラバン ( ハイルーフ ) シルバー 名古屋 100 つ 4821
上記の三台はメンバー車のため固定ですが、他にスタッフの車が 1 ～ 2 台追加されます。
ナンバーが必要な場合はお問い合わせください。

さ・ま～kajii セッティングイメージ
青丸のマイクはスタンドごと持ち込み
赤丸のマイクはスタンドごとお借りします。
モニターはサイドフィルで二台お願いします。

バケツドラムセット
4 尺 ×6 尺平台（ワゴン付）の上にセットし
袖に隠します。曲によって
キッチンドラムと入れ替えます
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持ち込みマイク※スタンドも持ち込み（学校公演時は全て無料持ち込みいたします）
① 創ワイヤレスピンマイク（ SHURE SVX14/MX150B/O-TQG ）
② バケツドラムキック用マイク（ Sennheiser MD421-2 ）
③ クマーマワイヤレスヘッドセットマイク（ SHURE SVX14/PGA31 ）
④ 食琴用バウンダリーマイク（ Audio-Technica AT841R ※要ファンタム電源）
⑤ 松尾ワイヤレスヘッドセットマイク（ CLASSIC PRO CWT807HSPLUS ）
---------- 以下のマイクは会場のものをスタンドごとお借りしたいです --------⑥ タライベース用マイク（ショートブームスタンド）
⑦ マリンバ用マイク
⑧ ピアノ用マイク
⑨ 笹原ワイヤレスハンドマイク

さ・ま～kajii コンサート開催実績
●イベント、ホール公演
・NHK パパママフェスティバル
・千種文化小劇場 アニマルコンサート
・北文化小劇場 ベビーウエルカムコンサート
・西文化小劇場 0 さいからのファミリーコンサート
・ジョイントフェスティバル愛知県
①西尾市一色地域交流センター
②おおぶ文化交流の杜
③名古屋文理大学文化フォーラム
④一宮生涯学習会館
・響愛学園コンサートゲスト（一宮尾西市民会館）
●学校公演
・名古屋市 はとり中学校
・名古屋市 大曽根中学校
・各務原市 稲羽西小学校

