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コンベンション情報
　2015 年 サタデー・ナイト・マジック -LIVE-

◆渚マジック クリスマス ＆ 忘年パーティ
日時：12 月 23 日（水）18:00 受付  18:30 開宴

会場：「花の舞」JR 両国駅 西口横

出演：亜羅仁（司会）、伊能登志子、秋山紀夫、小田清光、

　　  近藤誠・中江友利子、シルバン、月館圭

会費：一般参加 8,000 円

主催：渚マジックプロジェクト℡ 090-4792-8027

◆ Magic of MAGIC vol.105　ー頑固者ー
日時：2016 年１月 18 日（月）18:20 開場、19:00 開演

会場：南大塚ホール

出演：ＸＫ徒：慶（ザクト ケイ）、伊藤夢葉、トリット、

         矢口美香、小梅、菰原裕　司会：Ｙｕｋｋｉ

チケット：前売 2,700 円、当日：3,000 円

主催：（公社）日本奇術協会

◆平成 28 年度　特別セミナー＆親睦新年会
日時：2016 年 2 月 8 日（月）

特別セミナー　15:30 〜 17:00

親睦新年会 　 18:00 〜 20:30

会場：ＬＥＶＥＬ ＸＸＩ　東京會舘

会費：一般 15,000 円、協会員 10,000 円

主催：（公社）日本奇術協会

◆六本木マジックサロン　ー第 22 回ー
日時：2016 年 2 月 12 日（金）18:30 開場、19:00 開演

会場：六本木シンフォニーサロン

出演：ｍａｙｕｃｏ、ｙｕｋａｒｉ、ＴＳＵＫＡＳＡ

チケット：2,500 円、席数限定・完全予約制

主催：ＴＳＵＫＡＳＡ　℡ 090-2217-1102

TOYOKAN

１２月上席　ダーク広春

１２月中席　元　はじめ

　１月上席　渚　晴　彦

　１月中席　花島　皆子

東洋館

10 月 22 日の朝 07：45 ＮＨＫニュースの全道版で４分間の特集番組マジック・ミュージアム、反

響がスゴイ！ 朝の連続テレビ小説「アサが来た」の直前 に放送されているから、かなりの人が見て

いるのだろうなぁ〜。

12月 3 日奇術の日にプレ・オープンを迎え、ジミー（聖）忍夫人こまだまこ様・長男の駒
　　　

　田一様（ミュージカル俳優）ほか弟子が集まり、極内輪でのお披露目会を開催しました。

2016 年 7 月 17 日頃に一般公開オープンの予定です。

KYOKO 師 

中国天津 Happy Valley 
『2015Tianjin International Magic 

Festival』 へ出演しました。

2015 年 10 月 1 日～ 7 日まで
中国 天津　Happy Valley（遊園地）にて

　中国のゴールデンウィークにあたり期間、マジック

ショップオーナー兼マジックコーディネーターの王凱

富（ワンカイフ）氏がプロデュースする公演です。ロ

シア、ウクライナ、韓国、インド…と世界各国のマジ

11 月８日 ( 日 ) 〜９日（月）湯河原温泉・大観荘

　元はじめ師の企画で毎年開催している親睦旅行会も今

年で３回目。秋の風情たっぷりの湯河原温泉に賛助会員

４名と正・準会員 11 名の

計 15 名が参集、宴席に続

く恒例の二次会では、思い

思いのお酒と肴を手にして、

協会員同士だからこそ出来

る奇術界今昔話や今後の展

望など、夜が更けるまで語り合いました。全員で撮った

記念写真…シャッターを押していただいた仲居さんも、

賑やかで楽しい宴席にちょっとホロ酔い加減？これも愛

嬌ですよね。ご参加いただきました皆様、有難うござい

ました。

第３回『親睦旅行会』ご報告

マジック・ミュージアム
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シャンによりパーク内ではあちこちでマジックショー

が繰り広げられます。メインのガラショーには、ホス

トクラウン Derek Scott（カナダ）、Latko( アルゼン

チン )、KYOKO、Olwethu Dyantyi( 南アフリカ )、

Ｐ . Ｊ .Wen( 台湾 ) と若手マジシャンがエネルギッシュ

でオリジナリティー溢れる舞台となりました。来年には

新しいテーマパークでマジックフェスティバル開催予

定。世界で活躍するマジシャンやアーティストと大きな

舞台を共にし、様々なアイデアや情報交換、国際交流は

素晴らしい経験となりましたー KYOKO ー

　王氏は、日本から出演くれるマジシャンを募集してい

るとのことです。ご興味がございましたら詳細を奇術協

会までお問い合わせ下さい。　　　　担当 : ドルフィン

の花島皆子先生と元はじめ先生、

そして故・北見マキ先生門下の

北見寿代師が東京に、北見翼師

が大阪に出演予定、詳細が決ま

り次第ご案内いたします。皆さ

まのご来場をお待ちしておりま

す。

 ◆平成 28 年度　
特別セミナー＆親睦新年会

日時：2016 年 2 月 8 日（月）

特別セミナー　15:30 〜 17:00

親睦新年会 　 18:00 〜 20:30

会場：ＬＥＶＥＬ ＸＸＩ　東京會舘

会費：一般 15,000 円、協会員 10,000 円

主催：（公社）日本奇術協会

ＮＨＫニュースの全道版・・・大反響・・・奇術の日



マジックオブマジック VOL104
　11 月 6 日（金）南大塚ホールにてマジックオブマ

ジックＶＯＬ 104「夢は魔法使いⅡ」が開催されまし

た。230 人のお客様が来場され満員御礼でした。カズ・

カタヤマさんプロデュースにより今までにない試みの舞

台でした。ぺるさん、眠都さん、

浅倉ちほさん人による艶やかな

シルクのマジックで始まりまし

た。カズ・カタヤマさんのＭＣ

からＭＡＳＡＯさんのサッカー

トリックカードマジック。各出

演者によるピンの演技によるマ

ニピュレーション。今までのマ

ジックに独自の演出で楽しい演技に

してくれました。後半マジックの

全くない 3 人娘による漫才。カズ・

カタヤマさんとＭＡＳＡＯさんによる漫才。警察官やメ

イドのコスプレを上手く使った演出のマジック。チャイ

ニーズステッキのコント。テレホンショッピング風のマ

ジック。最後は人体交換の 2 人出現など盛りだくさんで

した。お客様のアンケートでも大変好評で退館時間ぎり

ぎりになるまでお客様が出演者との別れを惜しんでまし

た。多くのマジシャンに見ていただき今後の自主公演の

参考にしていただきたい公演でした。次回のマジックオ

ブマジックは新年 1 月 18 日（月）ＸＫ徒：慶さんのイ

リュージョンマジックがあります。今後ともＭＯＭをよ

ろしくお願いします。 

　MOM103 回公演が、９月 18 日（金）
19 時〜南大塚ホールで開催されました。

　開演と共にＭＯＭ司会初登場の「ＹＵＫＫＩ」が自己

紹介とトップバッターをアナウンス。幕が上がるとテー

ブルに置かれた手紙と羽ペンにサスの灯りがともりま

す。何かを期待させる雰囲気の中、舞台上手より若手マ

ジシャンの有望株の「前田将太」が登場する。手紙に

文字が現れたと思ったら、

羽ペンとカードをコラボ

レーションさせてのマニ

ピュレーション。その羽

が大きくなったりシルク

やケーンを織り混ぜた現

象を披露。次は羽とボー

ルのマニピュレーション。

最後に羽から銀鳩が出現

してフィナーレ。テクニッ

クを駆使したさわやかな雰囲気が印象的でした。次は若

手３人組みの「Ｍ agical ☆倶楽部」がブルー照明の中

から出現。スリーカードモンテをジャンボカードを用い

て３人が動きながらかっこよく、そしてコミカルに演

技。決まったところで今度は首かせを２台同時に首に巻

き、２本の剣をそこに刺していく現象をコミカル的に３

人のコンビネーションでみせていました。３番手は雰囲

気を変えて催眠術の「十文字幻斎」。催眠術に対しての

誤解を解いてから「催眠術は楽しい」と観客をリラック

スさせる。舞台に１０名のお客様が自ら上がり十文字幻

斎の催眠術に楽しくかかっていく。最後に残った一人に

ヒューマンブリッジになってもらいフィナーレ。

　１部のトリはお待たせしました「バーディーコヤマ」

の登場。２枚のシルクや紙玉の浮揚をあくまでもダン

ディー

に決め

てしま

う芸は

さすが

で す。

今 は、

長年い

た札幌

から新

潟へ拠

点を移

し、心機一転益々のご活躍をお祈りします。

　休憩後、本日の企画構成をしました「藤本明義」が皆

様にご挨拶と先日他界しました日本奇術協会名誉顧問の

故北見マキ師匠の黙とうをお客様出演者スタッフ一同で

させて頂きました。改めてご冥福をお祈りいたします。

北見門下生の「岡井泰彦」が２部のトップを飾ります。

北見師匠の思い出の話から師匠譲りの「モンゴリアンシ

ルク」を披露。次に完璧といえるカードマニピュレーショ

ンをモデル的アシスタントと共に演技。最後に「インター
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平成 27年度講座終了のご報告
　平成 23 年度より実施してまいりました本講座は本

年が最終年度。11 月 26 日・東京会場および 11 月 30

日・大阪会場の講座

をもって本年度すべ

ての講座を完了いた

しました。講師／講

座内容は、河合勝先

生の『日本奇術発展

の種明かし』、花島

皆子先生の『連理の白紙』

そして元はじめ先生の『お

椀と玉』（故・北見マキ先

生から生前より元はじめ先

生に代行のご依頼があり就

任）でした。いずれの講座

でも受講生から闊達な質疑が行われ意義深い成果が得ら

れたものと確信しています。なお５年間を通した成果発

表会を来年の 2 月 14 日（日）東京／ 2 月 21 日（日）

大阪で開催します。発表会では受講生に加えて、講師

文化庁無形文化財伝承事業・和妻師養成講座

Magic of MAGIC 
ロックカードプロダクション」でフィナーレ。次は、ベ

テランの平成の手品博士「元はじめ」が軽やかに登場。

ケーンの消失、新聞紙の復活とトークでのカードの予言

と移動現象を安定感ある演技披露。マジシャンでもお手

本になる現象、構成と演技はいぶし銀です。

　さて今日の大トリは「藤本明義」。ミスターコンテス

トと言われている手順を惜しみもなく自信たっぷりに演

技。サングラスの出現、タバコの手順、スポンジシンブ

ル、ＣＤの手順をテンポ良く最後には髪の毛が逆立ち

フィナーレ。確かなテクニックを分かりやすく、時には

コミカルに観客を完全に味方につけ、大いに盛り上がり

ました。その中で、全員登場のグランドフィナーレがあ

り、幕は下りました。　

12月 3 日「奇術の日」東京では 10 年ぶりとなるパー
　　　ティーを、新宿プリンスホテルで開催いたしまし

た。開場と同時のウエルカムドリンクで雰囲気も一気に

和やかになり、いよいよ開宴です。渚晴彦会長と参与・

小野坂東先生のご挨拶、続いて参与・花井伸夫先生の乾

杯ご発声でお食事タイムです。充実したお料理と美味し

いお酒、全国からお越しいただいた懐かしいマジック仲

間との再会に、話が尽きない感じでした。そして懸賞受

賞者の授賞式、奇術の日ボランティア公演の報告と感謝

状の授与式が執り行われました。受賞された皆様には心

よりお祝いを申し上げます。

　スペシャルマジックショーでは、藤山大樹さんの華麗

な和妻。顕彰でホープ賞を受賞された田中大貴さんには

特別出演で、ムードあるマジックをご披露いただきまし

た。続いて Dr. レオンさんの不思議な予言マジック。ト

リは、ケン正木さんのカラオケマジックとこの夜限りの

コラボマジックで多いに盛り上がりました。楽しいパー

ティーは時間が経つの

がアッという間、参与・

春日了先生に締めのご

挨拶をいただいて閉会

です。懸賞受賞者様、

ご来賓の皆様そしてマ

ジックをこよなく愛するお客様に多数参加いただき、皆

様に喜んでいただけたパーティー

となりました。有難うございました。　　　＜瞳ナナ＞

12月３日に大阪市の阿倍野区民センター小ホール　
　　　にて「奇術の日記念公演・大阪公演」が行われま

した。150 名を超えるお客様にお越し頂きまして大盛況

の内に幕を閉じました。まずは若手の TAKAO 師。巧

みなカードマニピュレーションと新

工夫を凝らしたフローティングテー

ブルでオープニングを飾りました。

２番目は真田豊實師。今回は代表作

のカードではなく、おしゃべりマ

ジック。独特のコミカルなマジック

でお客様の笑顔を誘いました。３番

目は魔ほうの愛華師。サコー師から

継承したファイヤー和妻の手順に更

に古典の和妻を取り入れ、随所に工

夫がありました。次に南京玉すだれ

の芝辻まさと師。近年はアマチュア

でされる方が多い南京玉すだれです

が、プロの本物の玉すだれはなかなかお目にかかれませ

ん。非常に貴重な芸でした。５番目は松旭斎小天正師。

これぞ大阪のコテコテのコメディーマジックです。今回

は女性アシスタントとのコンビでのネタでした。６番目

は支部長深井洋正師の愛弟子の亜空亜 SHIN 師。今年は

デビュー１０年目の節目。中国の伝統芸「変面」に更に

マジックの要素を取り入れ、独自のオリジナルマジック

でした。トリは瀬島順一郎師。シガレットのスライハン

ドと鳩のプロダクション。奥様とのコンビアクトで、若

手にはない年期と風格を感じさせる芸でした。司会進行

はサミー河合師。途中、支部長の深井洋正師も登場され、

河合師との掛け合いもご

ざいました。更に今回は

松旭斎滉洋師、ジョ二ー

廣瀬師にもお越しいただ

きましてご覧いただきま

した。（実行委員長：真田豊實）

♦協会賞  該当なし 
♦天洋賞  該当なし 
♦特別賞  WIZ
♦フェローシップ賞  
　王凱富（ワン カイフ

　 中国のマジックプロデューサー） 

♦感謝状    行田明子 、 窪田祐夫 
♦名誉功労賞  故・北見マキ、  故・松旭斉天暁 
　　　　　　  故・星和彦 、 故・芝辻たかし 
♦功労賞    坂本和昭（マジック・ミュージアム 館長）

　　　　　 福山奇術クラブ 会長　横山和範 
♦ホープ賞  田中大貴 
♦師範認定  該当なし　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

平成 27 年度顕彰表彰 

「奇術の日」東京パーティー・大阪公演報告


