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(ミニチュアダックス・ワイヤー・5才4ヶ月) より

ごあいさつ】

こんにちワンッ!! 地震は大丈夫でしたか？ ボンボンは地下一階にあるせいか、地盤がしっかり

してるのか、
ボトル一本落ちてなくて有難かったです。銀座も少しずつ活気を取り戻して、福浦マスタ

ーも自粛していた釣りを再開。釣ったお魚もお客様に喜ばれ、少しずつ料理の腕を上げてるワンッ！

ゲストさんもミュージシャンの皆さんも、
みんな被災地に届けと、一生懸命いい演奏を聴かせてくれ

るワンっ！ 僕は地震のときも余震のときも、
しっかり珠木お母さんに抱っこされていたせいか、
ストレ
スもありませんでした。 それだけに、可哀想な仲間のワンコやニャンコ達の事を思うと、胸が痛むワ

ンっ！ お母さん達は一生懸命ひとに義援金を送っているけど、
「僕も何かしたい!」と福浦マスター
に頼んでみた。
そして、
お店のカウンターの下のハウスで、
ボディガードしてる僕のギャラ(犬件費？)

を、被災地のワンコ・ニャンコに送ってもらう事になったワンっ、
よかったなぁー。
僕もがんばるワンっ!!

☞『緊急災害時動物救援本部』

動物の好きな方、
よろしくお願いしますワンッ！！

みずほ信託銀行 渋谷支店（普）
４３３５１１２

【New Voice紹介】

....（産經新聞4/7版）

（前回までのご紹介は、
ボンボンホームページに掲載中です）

園田弥生さん ・
・
【6/14(火)、
7/9(土)、7/16(土)、7/20(水)】 OSK（日本歌劇団）時代は男役でし

たが、今は舞台女優として、
「エリザベート」、
「MITSUKO」等ミュージカルやお芝居で活躍しながら、
シャ

ンソンも歌い始め、
ボンボンの新しいレギュラーメンバーになりました、応援の程よろしくお願い致します。

MIKAKOさん ・
・
【6/4(土)、
7/26(火)】 NHK「青春のポップス」
に出演し、TBSドラマのなかで高

島礼子さんが歌う
「さくらんぼの実る頃」
の吹き替えをフランス語で歌う。NHKホールでのパリ祭にも毎
年出演。伸びやかな声とキュートなルックスでファンを魅了します。
６月からボンボンの仲間に。

岩波輝さん ・・
【5/31(火)】 劇団未来良夢、劇団MAWSにてストレートプレイやミュージカルに多数
出演。現在歌手としてポップス、オールディズ、
ミュージカルソング、
シャンソンまで歌いこなす方です。

大野ちかさん ・・
【8/27(土)】 NHK「ためしてガッテン」
のおっちょこちょいなママ役でもお馴染み。
女優で歌手でナレーター。
ダイナミックな歌で熱ーいステージをぜひ体験して下さい。

河合篤子さん ・・
【8/30(火)】 NHK「うたっておどろんぱ」
ハナお姉さん役で活躍。最近は東宝ミ
ュージカル
「エリザベート」、
「マリーアントワネット」等で存在感のあるアーティストとして実力を発揮。
爽
やかな風のような篤子さんの世界をぜひ。
北山みつきさん ・・
【7/29 (金)】 シンガーソングライターでもあり、演歌歌手、幅広いジャンルを
独自の世界で歌いこなすマルチ歌手。
ハマります！

齋藤祐紀さん ・・
【6/9 (木)】 ソプラノ歌手として、
オペラ
「魔笛」
「ラ・ボエーム」
「椿姫」等活躍。
第九、
メサイヤのソプラノソリストもつとめる。明るく豊かな歌声と人柄に包まれ暖かくなります。
首藤萌美さん

・・劇団四季出身。
舞台「エリザベート」
「エビータ」
「MITSUKO」等活躍中。園田弥

生さんとの
「弥生と萠美な夜」
では、二人の息の合ったデュエットやダンスで、
ボンボンでの旬の輝きを醸

し出してくれます。

滝口律子さん ・・
【8/22(月)】 劇団四季出身。
「人間になりたがった猫」
「THE LION KING」等
に出演。退団後も様々なライブや舞台活動をしながら、
ミュージカルクラスの声楽を指導。
ソロもお
仲間とのデュエットもクオリティが高く必見!!

瀧本瞳さん ・・NHK「おかあさんといっしょ」
の歌のお姉さんを経て、
テレビ、
ラジオ、
コンサートで
活躍中。
チビッコから大人までハートをキュンとさせます。同じく歌のお兄さんの杉田あきひろさんとの
コンビでのボンボンでのライブは大好評。次回秋乞うご期待！

林美喜さん ・・
【6/10(金)】 シャンソンを中心に、
カンツォーネやタンゴ、
日本の歌…等、
幅広く歌
っている。
定期的にジョイント・ライブ、
サロン・コンサート等も企画し活動。

福麻むつ美さん ・・
【7/14 (木)アクトレスナイト】 宝塚出身。
以降は書ききれない程沢山の舞台、
ミ
ュージカルで活躍。歌、
ダンス、
お芝居、三枚目なキャラクターも出来るとにかく芸の幅の広い方です。
「ス
イニートッド」
で共演したボンボンレギュラーの多岐川装子さんと共に、
アクトレスなステージを..。

村上勧次朗さん ・・
【6/27(月)ミュージカルな夜】 ミュージカル
「太平洋序曲」
「ベガーズ・オペラ」
等多くの舞台に出演。
日活芸術学院の講師も勤める。山田麻由さん、清水瑛一さんとのステージは、
まさ
にミュージカルそのものです。

山口恵利佳さん ・・
【8/6(金)】『ステップスエンターテイメント』
に所属。
主な出演作品は
「ヴェロー
ナ物語」
「boy be...」 舞台以外にも、
東京ディズニーシーステージショー
「オーバーザウェィブ」
その他イ
ベントショーなど、
幅広く活動。
舞台のないときは、
フレッシュな彼女がボンボンに毎月出演。
山口蘭子さん

・・
【7/2(土) ラテンな夜】 美貌と魅惑的な歌声の、
情熱のラテン、
タンゴ、
シャンソ

ン、
オリジナル。
蘭子ワールドに酔いしれてください。

山崎肇さん ・・
【8/16(火)】 シャンソン歌手であり、
レイモン・ルフェーブル、
ポール・モーリア、
リチャ
ード・クレイダーマン、
ミシェル・ルグラン、
トレネ、
アダモ..等、来日アーティストの司会も務める。彼らの信
頼厚く、
夏は渡仏。
その堪能な仏語によるシャンソンと解説に..ウーン、
納得〜っのステージ。

【荒井洸子と仲間達】お昼のライブ
１月

２月

開場 pm 1：30 開演 pm 2：00 (¥4,500 1dr付)

阿部よしつぐさん ・
・「レ・ミゼレブル」
他、
沢山のミュージカルで活躍中。
甘いルックスと力強い
歌声でファンを魅了。
中山マリさん ・・ 燐光群の看板女優で、
ジャズ歌手。存在感とパワー、
荒井洸子さん、勝永も
も絵さんとの３人の楽しいステージに圧倒された。

３月

宮川浩さん ・
・「レ・ミゼレブル」
「ミスサイゴン」
「回転木馬」
等で主役。
スターの貫禄。

５月

山之内重美さん ・
・ 女優であり歌手でもある。
ロシア語堪能でロシア音楽、
著作物、
講演でも
活躍中。
【5/28 (土) 昼】

４月

６月
7月

小西のりゆきさん ・
・ シンガーで舞台俳優。
ハートのある歌唱力 8/29(月)単独出演決定。歌
い人コニタンに逢いにきてください

大須賀ひできさん ・
・「ミスサイゴン」
「レ・ミゼレブル」
他、
多くのミュージカルに出演。
現在のデ
ュークエイセスのメンバーでもある。
【6/25 (土) 昼】

夢輝のあさん ・
・ 宝塚星組出身、
１１年在籍し、
男役として舞台を務める。
洸子さんの高校の後
輩でもある【7/23 (土) 昼】

【ボンボン 日曜・祝日 お昼のライブ】開場 pm 2：30 開演 pm 3：00 (¥4,500 1dr付)
◎７月２４日(日) 赤坂
「ブン」
の世界をボンボンで Part２ 古賀力さん芳賀千勢子さん。

「ふるさとの山」
「もしも君に会えずにいたら」
「時は過ぎてゆく」、他沢山の素晴らしい訳詞の数々。
そ
の魂が歌う。
コトダマを聞いてください。

◎７月３１日(日) ナニワのライザミネリ高谷あゆみさん ジャズピアノ界の巨匠佐山雅弘さん。
ホントですか？ 夢のゼイタクな競演。
見逃してはいけません!!
============

ミュージカルや舞台で活躍中の、ボンボン出演者の方々が、お仲間をご紹介して下さって、おか
げさまで、シャンソン以外のジャンルの、
ゴージャスな方達にもご出演頂けるようになりました。
「ミュージカルな夜」
「クラシックな夜」
「 宝塚な夜」等...♪ 珠木、福浦がゲストの前に歌います
ので、通常のレパートリーやシャンソンも、
もちろんお聞きいただけますよ。
なお、珠木は、
７月のパリ祭に全公演出演する為、数日お休みさせて頂きますが、留守中はフレッ
シュで頼もしい方達が、
しっかりサポートして下さいます。
どうぞ宜しくお願い致します。
まもなく梅雨、そして暑い季節を迎えますが、
くれぐれもご自愛くださいませ。 ボンボン

