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コンベンション情報
◆ IT'S MAGIC 第 198 夜　上口龍生 松旭斎天龍襲名披露

　特別公演『わづ魔（和妻）への招待』

　日時：2016 年 5 月 4 日（祝）　

昼の部　14：30 開場、15：00 開演

夜の部　18：30 開場、19：00 開演

会場：武蔵野芸能劇場

出演：上口龍生改め松旭斎天龍（水芸指導・協力　秋

月小夜）、伊藤夢葉、神戸鈴　他

チケット：前売 3,500 円、当日 4,000 円（小 6 年以下半額）

主催：( 株 ) サプライズ surprise@iris.ocn.ne.jp

◆サタデー・ナイト・マジック -LIVE- Vol.24

日時：2016 年 5 月 7 日（土）

開場：18：00 開演：18：30

会場：新宿 スタジオ トップスペース　

新宿区新宿新宿 6-28-8　ラ・ベルディ B2

期待の若手女性実力派マジシャン『麻友子』！！

席数限定：完全予約制

主催：渚マジックプロジェクト

◆第 27 回恒例・大演芸まつり『ザ・マジック！』( 別項 )　

日時：2016 年 5 月 10 日 ㈫ 12:30 開場 , 13:00 開演

◆ Magic of MAGIC vol.107 ー KYOKO 初プロデュース公演ー ( 別項 )

　 日時：2016 年 5 月 10 日 ㈫ 12:30 開場 , 13:00 開演

◆六本木マジックサロン　ー第 23 回ー

日時：2016 年 5 月 20 日 ㈮

18:30 開場、19:00 開演

会場：六本木シンフォニーサロン

出演：Dr. レオン、TSUKASA

チケット：2,500 円、席数限定・完全予約制

主催：TSUKASA　℡ 090-2217-1102

◆笑太夢マジック公演

公演名：不思議なおもちゃ箱

日時：７月３１日・１４時開演

会場：新宿スペースゼロ（全労済ﾎｰﾙ）

料金：前売 2500 円・当日 3000 円（中学生以下 1500 円）

主催・笑太夢マジック

TOYOKAN

３月上席：横  田　菊  枝

３月中席：笑太夢マジック

４月上席：ブライト 一矢

４月中席：浅  見　太  郎

東洋館

平成28年特別セミナー＆親睦新年会
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2016 年 2 月 8 日㈪）特別セミナー 15:30 〜 17:00、親睦新年会 18:00 〜 20:30  ＬＥＶＥＬ ＸＸＩ東京會舘
　本年度の特別セミナーは、奇術

研究家の河合勝先生を講師として

お招きし、『日本奇術の独自性につ

いて』をテーマに御講演いただき

ました。話題性の高いテーマに過

去最高 25 名の会員が参加されまし

た。河合先生は 3 月に刊行予定の

『日本奇術文化史』を執筆されてお

り、そのエッセンスを貴重な資料

や、手作りの道具を使った奇術の

実演をユーモアなジョークを交え

てご紹介され、ご高評を仰ぎとても有意義なセミナーとなりました。

　続いて開宴した親睦新年会は、参与の先生方をはじめ、ご来賓の方々のご臨席を賜り、賑々しく開催いたしまし

た。参与の春日了先生から科学者の玉城絵美氏をご紹介いただきました。玉城絵美氏は、【PossessedHand( ポゼス

トハンド )】という、コンピュータが手や指の動きを制御し初心者でもカンタンに楽器演奏やマジックができるウェ

アラブル端末を研究開発されていらっしゃいます。その先進さは、東京大学総長賞を受賞し、TIME 誌の世界の発

明 50 に選ばれています。現在は楽器演奏を主体とした研究を進められていますが、今後はマジック実演の研究を

検討されているとのことで、渚会長のカードマニピュレーションと、ミヤモ師／藤本明義師によるクロースアップ

マジックをご覧いただきました。また、恒例のアトラクションでは、マジックと華やかな日舞も披露され高評でし

た。豪華景品が当たるビンゴゲームでも楽しく盛り上がり印象的な新年会となりました。ご来場いただきました方々

へ御礼申し上げます。

Magic of MAGIC vol.107

　
ー KYOKO 初プロデュース公演ー

日本初マジック・ミュージアム 7 月オープン

大演芸まつり『ザ・マジック』
2016 年 5 月 10 日㈫ 12:30 開場、13:00 開演  

国立演芸場
出演：＜賛助会員＞花村得一、小野智彦、
　　　　小川一夫、 正木亮、白鳥勝彦
　　　＜正会員＞松旭斎八重子プラスワン、
　　　 芝辻まさと、岡井泰彦、ダーク広春、
　　　 笑太夢マジック
　　　＜司会＞長谷和幸
チケット：前売・当日共に 3,000 円
主催：一般社団法人日本演芸家連合

日時：2016 年 5 月 16 日 ㈪ 18:20 開場、19:00 開演

会場：南大塚ホール
出演：　ＫＹＯＫＯ、前嶋宏志、ジン・マサフスキー、　
　　　　亀田雪人、小野真一、宇津木祐司、根岸徹、
　　　　長谷川美鈴、和久田真妃、酒井美紗代、茂木春香、
　　　　平岩亜弓、山崎翔太
チケット：前売 2,700 円、当日：3,000 円

　主催：（公社）日本奇術協会

　公益社団法人日本奇術協会では、創立 80 周年を迎え

るにあたり、 『日本奇術文化史』を企画、河合勝教授へ

監修・執筆ご依頼の下、この春発刊となります。

　河合勝氏は、愛知県江南市にある愛知江南短期大学で

は、1988 年から 2011 年までの 24 年間、手品の授業

を開講、現代幼児学科の学生を対象に「レクリエーショ

ン指導」という科目の中で年間 10 回、20 種類のマジッ

クを手ほどきされました。将来、保育や福祉の現場でマ

ジックを補助的に使うことによって、その効果をあげる

ことをねらい、学生はとても楽しそうに講義を学ばれた

そうです。1985 年から、「保育に生かすトーク・マジッ

ク」の調査・研究を実施し、96％の子どもが「マジッ

クを見ることが好き」と答え、その一番の理由として「マ

ジックはおもしろい」をあげています。脳の発達にとも

なって、知的好奇心が旺盛になり、不思議なことや珍し

いことに心がひかれ「トーク・マジック」が一番のお気

に入りのようです。

『日本奇術文化史』春限定発刊決定
　愛知江南短期大学・現代幼児学科の教授が４０年以上

のマジック歴があり、FISM への参加や、大学でのマジッ

ク講義、幼児教育に関する

マジック指導書の発行など、

充実した経歴で彩られてい

ます。中でも圧巻の業績は、

自費出版して全国の県立図

書館に寄贈されたという「日

本奇術書目録」の作成です。

江戸時代から現代までに日

本で出版された、奇術本やレクチャーノート約４０００

冊の目録で、日本の奇術研究史に名を残す偉業を成し遂

げられました。

　河合勝コレクションとして、国立劇場伝統芸能情報館

の奇術文庫にも保管されているが、江戸時代より開催さ

れた「日本のマジック・サーカス展」絵ビラ文献研究収

集家としても著名です。



Magic of MAGIC vol.105
2016 年 1 月 18 日（月）：南大塚ホール

　この日は、朝から今年初の積雪。２年前のような積

雪だと中止も頭によぎりましたがなんとか電車も動い

ていたので開催出来ました。15 センチ程の雪のため出

演者は多くの道具を運ぶのに大変でした。それでも、全

員リハーサルの時間通りに間に合いました。

　トップバッター東京大学の菰原裕氏は、テンヨー大

会にも出場した実力者。オリジ

ナルの紙コップとボールのマニ

ピュレーションはとても不思議。

かわいい女性マジシャン小梅氏

はカード、ボールのマニピュレー

ション、シルクやケーンを使っ

たゼネラルマジックを華麗にこ

なしていました。ベテランコメ

ディーマジシャン伊藤夢葉師は、いつもの鞭で観客を

つかみ大笑いを誘っていた。矢口美香氏は、ハイクウォ

リティーなベリーダンスで魅了していました。トリッ

ト師は、ピンスポットの動きを上手く演出したミラー

とペーパーボールのコメディーマジックで前半を締め

てくれました。

　後半は、本日のメイン

マジシャンＸＫ徒：慶氏

のイリュージョンマジッ

ク。ＭＯＭ史上最大のイ

リュージョン道具を次々

に演じ大盛り上がり。見

事に公演を締めていただ

きまし

た。

この日

のＭＯ

Ｍ は、

チケッ

ト完売

で何人

ものお

客様をお断りしてしまったのですが、雪の為多くのお客

様がチケットを購入したにもかかわらずお越しいただ

けませんでした。チケットをお断りしたお客様やお越し

いただけなかったお客様に大変申し訳なく思いました。

今後ともマジックオブマジックを宜しくお願いいたし

ます。

Magic of MAGIC vol.106
2016 年 3 月 2 日（水）：南大塚ホール　

　ＭＯＭもいよいよ 106 回に突入しました。１９時開

演前から多くのお客様にお越し頂き、すでに熱気が伝

わってきます。

　開演と同時に司会の「ＴＳＵＫＡＳＡ」がさっそう

と登場。と思っていたらそこに「ブラボー中谷」が入

り込み 2 人でオープニングトークが早くも炸裂。
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　そうしている内にトップバッターの「ＡＫＩＲＡ」が

登場だ。新進気鋭のＡＫＩＲＡが仮面をテーマに次から

次へと仮面が変化していく様を情熱的に芸術的に展開さ

せていく。演技時間 6 分半を感じさせない充実した内容

だった。

　次の出演者も若手有望株の「戸崎拓也」だ。スライハ

ンドの定番、四つ玉を八つ玉として難なくこなして見せ

てくれる。そして、紅茶とミルクをテーマに紙ふぶきが

紅茶に変わったりオリジナル的な表現が多くの拍手を得

ていた。

　雰囲気を変えて和の奇術を見せてくれるのは「北見

翼」。浮かれの蝶、サムタイ、宝箱（日本セイロ）を師

匠譲りの雰囲気と技で提供してくれた。若手和妻師とし

て大いに期待が膨らむ。

　さあ、おまたせしました「ナイツ」の登場です。いま

や国民的スターに上りつめた２人の軽妙なトークが会場

のお客様に次々と笑いの機関銃を振りまいてくれまし

た。

　1 部のトリを飾って「ダーク広和」が「相棒」で有名

な水谷豊かと思ってもおかし

くない容貌で登場。マジック

の方は、塩の消失と出現を「ﾌ

ﾚｯﾄﾞｶﾌﾟｽ」を思い浮かべる演

出で表現。次に「リブレキュー

ブ」という非常に不思議な

キューブを積み重ねて行うパ

フォーマンスとカミソリと糸

を口に入れて飲み込み、もう

一度口から出すと糸にカミソリが繋がって出てくる技を

安定感ある演技で披露してくれました。

　ここで休憩。「ＴＳＵＫＡＳＡ」から公演宣伝告知の後、

2 部の開演。

　まずは「伝々」。いまや数々のコンベンションで大注

目を浴びている伝々だが、今日の出し物は、ミリオンフ

ラワーとカードのコンビネーション。独特な花びらの出

現や消失、高度なカードテクニックに、会場全体がどよ

めきや感嘆の溜息に包み込まれた。

　余韻が残

る中、大ト

リは秋田か

らやって来

た「ブラボー

中谷＆はる

ちゃん」の

登場。オー

プニングか

らブラボー

ワールド満載だ。おしゃべりをしながらすべての出し物

をブラボー流に変えて、観ている側も催眠術にかかった

様に酔いしれてしまう。イリュージョンの空中浮揚、ヒ

ンズーバスケットも飛び出し、大いに盛り上がり、ＭＯ

Ｍ公演これにておしまい！。

文化庁無形文化財伝承事業・和妻師養成講座

最終年度『和妻発表会』

　5 年間を通した成果発表会が、2 月 14 日（日）東京・東洋館／

2 月 21 日（日）大阪・トリイホールで開催されました。両公演と

もに満員のお客様にご来場いただき、受講生の演技では拍手はも

ちろん声援や激励の言葉が発せられるなど、最終年度の発表会に

相応しい盛り上がった公演となりました。

出演された受講生は、東京公演 9 名（出演順：愛たまみ師、シルヴァ

ン・プラヨゴ氏、遠山悦子氏、ドリーム・プリン師、大原郁代氏、

広沢利旺氏、酒井義幸氏、KYOKO

師、石井裕師）、大阪公演 5 名（出演順：

片山カツヱ氏、村本正幸氏、島田洋

子氏、魔ほうの愛華師、キタノ大地

師）です。ゲストコーナーでは、講

師の花島皆子師と元はじめ師の他に、

東京公演では北見寿代先生、大阪公

演では北見翼師が出演し、鮮やかな

演技で会場を沸かせました。また、

最終年度にあたり、すべての講座／

発表会に全工程出席された KYOKO

師と村本正幸氏に渚会長より修了証

書が授与されました。

5 年間を通した成果発表会が、2 月 14 日㈰東京・東洋館／ 2 月 21 日㈰大阪・トリイホールで開催されました。

日本芸能実演家団体協議会「震災復興に文化芸術を！」
震災復興支援公演「伝手品」公演報告

今年 1 月 28 日に芸団協の震災復興プロジェクトより急遽、追加公演の依頼

が入りましたので会員メール利用し公募させて頂きました。締切期日まで

の 13 日間に 4 組の応募があったのですが最終的な公演条件等により、ドルフィ

ンマジックカンパニーの皆さんに依頼する事になりました。公演実施について

は以下のとおりご報告いたします。

◆公演名：「伝手品」

◆内　容：イリュージョン、和妻、トークを織り込んだ夢と希望を繋げ笑顔の 70 分間

◆出演者：ドルフィン、KYOKO、平田理沙

◇日時：3/24（火）＝郡山市立御代田小学校（午前公演）

【参加人数】児童 58 名・教員 10 名・保護者 3 名・近隣 3 名　合計 74 名

◇日時：3/24（火）＝郡山市立栃山神小学校（午後公演）

【参加人数】児童 37 名・教員 10 名・保護者 15 名・近隣 24 名　合計 86 名

◇日時：3/25（水）＝棚倉町立高野小学校（午後公演）

【参加人数】児童・園児 94 名・教員 17 名・保護者 1 名・　合計 112 名

　今回の公演先の小学校から次の感想を頂きましたので、その一部を掲載いた

　します。

♡児童・保護者・職員の方々含め間近で見る機会が少なく目の前で繰り広げら

　れる演技に素直な感動や驚き、その臨場感や迫力を楽しめました。

♡学校の体育館でありながら日常の学校生活とは切り離された空間をお楽しめ

　た等とても喜んで頂き笑顔で話す皆様の顔が私達の心に残るものになりまし

　た。

◆ 24 日の公演後に自治体の方々に交流会を設けて頂き、「将来の子ども達のた

めに！」をテーマにとても有意義な時間を過ごす事になりました。

震災から 5 年を迎えプロジェクトの財政的にも底をついた状況の中で、今後どんな形で福島県の方達と繋がりと広

がりを創っていくのか今後の課題と痛感するも、地域の方達の復興への熱く固い絆を実感できた交流会となりまし

た。（記録：ドルフィン）


