
染谷  西郷 FUNKIST
【出演】

MC：新垣  朝一 JACKEROO’ S

2015.8.9（SUN）

野母崎コミュニティカフェ Ripple‐リップル‐

主催：アートコミッション・ナガサキ

開催情報／アートコミッション・ナガサキ　Web サイト

PRAYER’ S WALK TOUR 2015 
 in NAGASAKI ・NOMOZAKI

【会場】

FUNKIST OFFICIAL SITE
http://funkist.info/

http://artcommission.jp/

OPEN 15:30 　START16:00

　    　前 売り券：3,000 円
　　         当日券：3,500 円

　           ※１ドリンク付き
　           ※人数限定懇親会 予定



２０１５年８月９日（日）
１５：３０　
１６：００ （終了後、会費制懇親会を予定しています）
野母崎コミュニティカフェ「リップル」　URL： http://caferipple.jp/
長崎県長崎市脇岬町２７８５
＊ＪＲ長崎駅からバスで約６０分
　（長崎バス「樺島行」又は「岬木場行」に乗車、「脇岬海水浴場前」で下車徒歩１分）

■前売：３,０００円　当日：３,５００円　（１ドリンク付き　＊未就学児は無料）
■人数限定懇親会　会費：３,０００円
メールアドレス： 　pwt@artcommission.jp
件名：「染谷西郷トークライブ予約」　記入事項：お名前、ご希望枚数、ご連絡先 (メールアドレス・電話番号 )　
　＊携帯電話からのご予約の方は、パソコンからのメールを受信できるよう設定をお願いします。
約６０名
下記の口座にチケット代金を７月３１日(金 ) までにお振込み下さい。
ご入金の際の振込票がチケットとなりますので、当日必ずご持参いただき受付でお見せ下さい。
最終バスは 20：49 発となっております。帰りの交通手段を確保してお越しください。
駐車場は極少数しかございませんので、お乗り合わせいただく等ご協力いただけると幸いです。

< ゆうちょ銀行からお振込の場合 >

金融機関名：ゆうちょ銀行

記号：１７６９０

番号：８９６５５７１

口座名 ：  コミュニティコミッション

< 他の金融機関からお振込の場合 >

金融機関名：ゆうちょ銀行

店名：七六八 　店番：７６８

種目：普通      口座番号：０８９６５５７

口座名 ：  コミュニティコミッション

PRAYER’ S WALK TOUR 2015 
in NAGASAKI・NOMOZAKI 

新垣朝一 （CHO-1： JACKEROO`S/MC）
JACKEROO’S 代表。

沖縄県の生まれ育ったコザ （沖縄市） を拠点に２０００年４月に JACKEROO’S 設立。

沖縄のインディーズ音楽シーン活性を目的として、 音楽イベントを中心に数多くの企画シリーズを開催。

又、 FUNKIST、 ロックバンドおかん、 ナンスィー etc…　様々なアーティストのマネージャーとしても活動。

コンセプトを提示した企画 ・ ツアーのプロデュースを得意とする一方、 マカオ、 南アフリカ、 ベトナムなどを訪れ、 現地の人々との音楽を通した交流を深める

など、 県内に留まらず、 国内、 そして海外での音楽イベントにも関わる。

【PRAYER'S WALK　- 最後の世代 - 】

6/23 沖縄 慰霊の日　　8/6  広島 原爆の日　　8/9  長崎 原爆の日　　この三日間を繋げる PRAYER'S WALKTOUR を毎年続けています。

今年も御縁あって、 長崎の皆さんと想いを、 心を重ね合わす事ができる事を嬉しく思います。

僕の生まれ育った町、 コザ （沖縄市） はすぐ近くに米軍基地があり、 幼い頃からアメリカに囲まれて僕は育ちました。

幼い頃はただただかっこよかった憧れのリトルアメリカも、 大人になるに連れて、 多種多様な矛盾に包まれた日本の縮図と思えた頃、

改めて戦争の歴史に触れ、 広島や長崎に起きた事実を学び始めました。 僕らは、 実際に戦争、 原爆の体験者から直接話を聞ける最後の世代。

明日を生きる子供達に、 未来永劫、 平和で安全な時代を託すために、 僕らは学び、 語り継いでいく責任があります。

帰り道に、 穏やかな波音を聞きながら、 大切な人に大切だと伝えたくなる、 そんな夜になれたらと思います。

染谷西郷 （FUNKIST）
 【2009 年】 TBS 系テレビ全国ネット 「CDTV」 オープニングテーマ 「BORDER」 を発表。

　　　　　　　　アニメ 「FAIRY TAIL」 オープニングテーマとして 「Snow fairy」 「ｆｔ」 を発表。

 【2010 年】 南ア W カップに先駆け 「PUMA アフリカ」 テーマソング MAMA AFRICA 発表 TBS テレビ系人気サッカー番組

　　　　　　　　「スーパーサッカー」 エンディングテーマ 「ピースボール」 を発表。

 【2011 年】 五体不満足の乙武洋匡氏と共作 「1/6900000000」 を発表プロレスメジャー 3 団体のオールスターチャリティープロレスのテーマソング

　　　　　　　　「ALL TOGETHER」 を発表し、 日本武道館で熱唱。 

 【2012 年】 乙武洋匡氏とともに東日本大震災チャリティーソング 「絆」 を発表人気ゲーム 「テイルズ」 シリーズにテーマ曲 「SHINE」 を含む３曲を

　　　　　　　　書き下ろす 3rd ALBUM 「7」 をリリース ! 全国タワレコデイリーチャートで最高 3 位を記録。

 【2013 年】 ヨーロッパスストリートツアーを敢行東北と南アフリカの子どもたちに楽器を届けることを目標に 「Japarican Gypsy ツアー」 を開始 

 【2014 年】 １月に南アフリカの子どもたちへ、 １０月に東北の子どもたちへ楽器を届ける。 その中で子どもたちと一緒に作った曲も収録されたアルバム

 　　　　　　　『Gypsy』 をリリース

【FUNKIST プロフィール】

Vo 染谷と Gt 宮田によりバンドの原型が 2000 年に結成され、2001 年から本格的な活動を開始。

47 全都道府県でのライヴを達成した日本 国内はもちろ ん、南アフリカ、アジア各国、ヨーロッパストリートツアーなど

海外も含 む年間 100 本を超えるライ ヴで世界所狭しと駆け回る生粋のライヴバンド である。

ヴォーカル染谷西郷の故郷南アフリカ仕込みのビートフルな音楽に、染み入るリリックとメロディーが混ざり合って生まれる

FUNKIST ミュージックは、ジャンルの壁を超えたオリジナル FUNKIST スタイル。

日常の些細な物語から世界中の様々な問題までを、あくまで等身大の自分達で叫び続ける暖かなその音楽は、

笑顔あり涙あり、聴く人の心をつかんで離さない！

老若男女、国境、文化価値観を問わずたった一瞬の音楽で心と心を繋げてしまう彼らのライブはまさにピースフル！

499

野母崎コミュニティカフェ
「リップル」

野母崎行政センター

野母崎総合運動公園

499

→
長崎方面

【 日 程 】
【 開 場 】
【 開 演 】
【 会 場 】

【チケット】

【予約方法】

【 定 員 】
【お支払方法】

【注 意 事 項】

※お振込み完了後のキャンセルの場合、返金不可となりますのでご了承ください。


