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コンベンション情報

TOYOKAN

６月上席：マジック 千 秋
６月中席：ドリームプリン
７月上席：和 田  奈 月
７月中席：ナッツ 淳
８月上席：カズ・カタヤマ
８月中席：石 井  裕
９月上席：ＴＳＵＫＡＳＡ
９月中席：ＴａｎＢＡ

東洋館

4

創立 80周年記念祝賀会＆ 2017FISMアジア国内選考会

特別号

第 48 回目“The Academy of Magical Arts Awards”

　第 48 回目を迎える

“The Academy of Magical 

Arts Awards”がこのたび発

表されました。

　一年間を通してマジック

に重要な寄与をされた個人

に贈られる賞で、様々なカ

テゴリーに分けられていま

す。

　その中で、当協会の参与でいらっしゃる小野坂

東先生が【Lifetime Achievement Fellowship】を受

賞されました。『生涯の功績・貢献を讃える賞』と

して贈られたもので、大変意義深く栄誉ある賞で

す。

　ここに、小野坂東先生への日頃の感謝とお祝い

の意をこめてご報告させていただきます。

　小野坂東先生、誠におめでとうございます。

＜漫才協会・漫才大行進＞

◆サタデー・ナイト・マジック -LIVE- Vol.25
日時：2016 年 7 月 2 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

国際的に高い評価マジシャン『カズ・カタヤマ』の登場です！！

席数限定：完全予約制

主催：渚マジックプロジェクト

◆笑太夢マジック公演
公演名：不思議なおもちゃ箱

日時：2016 年 7 月 31 日（日）

13:30 開場 14:00 開演

会場：全労済ﾎｰﾙ・ｽﾍﾟｰｽｾﾞﾛ（新宿）

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

tel ＆ fax 共   045-453-5911

Mail    info@showtime-magic.com

◆六本木マジックサロン　ー第 24 回ー
日時：2016 年 8 月 10 日（水）

18:30 開場、19:00 開演

会場：六本木シンフォニーサロン

出演：ごっちくん、TSUKASA

チケット：2,500 円、席数限定・完全予約制

主催：TSUKASA　℡ 090-2217-1102

◆Magic of MAGIC vol.109　ーケン正木一門会ー

日時：2016 年 9 月 28 日（水）

18:20 開場、19:00 開演

会場：南大塚ホール

出演：ケン正木、太田ひろし、渋谷慶太、ナッツ淳

伊能登志子、AZUSA　司会：風呂わく三

チケット：前売 2,700 円、当日：3,000 円

主催：（公社）日本奇術協会

Magic of MAGIC vol.108
日時：2016 年 7 月 12 日（火）

18:20 開場、19:00 開演
会場：南大塚ホール
出演：タクマ、ブラック嶋田、謳歌、荒木巴

森岡哲也、中江友梨子、円音　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

タクマ爆笑マジック独演会
大須の魔法使い 22 年ぶりに降臨
日時：2016 年 7 月 17 日（日）

12:30 開場 13:00 開演

会場：大須演芸場（名古屋）全席指定

料金：1 階席 3000 円・2 階席 2000 円（ぴあ・セ

ブンイレブン・サークル K サンクス・発売）

主催・タクマ＜東海ラジオ月〜木は「タクマの HAPPY TIMES」＞

   http://www.takumano1.com/
   http://ameblo.jp/takumagic-go/

国内初の常設博物館

「マジック・ミュージアム」７月 16 日

グランドオープン

松旭斎天一先生の秘伝未公開掛け軸展示

【帯広】坂本ビル（帯広）

社長でアマチュアマジシャ

ンの坂本和昭さんが、日本

近代奇術の祖、松旭斎天一

（しょうきょくさい・てん

いち、１８５３～１９１２

年）が書いたとみられる漢

詩の掛け軸を入手した。
（十勝毎日新聞社掲載 より）

芸術体験ひろば

５月５日（木）、芸能花伝舎にて
「ザ・日本の手品“和妻”ショー」　

主催　新宿区

出演：ケン正木・ナッツ淳・AZUSA

まずは AZUSA 氏による愛らしくすがすがしい演技か

らスタート。色とりどりの傘が次から次へと出現に思わ

ず息をのむ観客。そしてケン正木氏による巧みな話術で

会場は和やかに、また打って変わって連理などきっちり

と締まった演技も披露。和妻の歴史や型の説明もあり、

とてもわかりやすくまた何より楽しみながら伝統芸能の

和妻の世界へとき引き込まれていく。最後は『和風イ

リュージョン　駕籠の剣刺し』。クライマックスでは大

きな歓声が上がり拍手喝采で幕を閉じた。

日本奇術協会



とをお世話いただいた深井洋正さん、本当にありがとう

ございました。僕がこのようなありがたい賞を受賞で

きたのもすべてみな

さまのお力添えのお

かげだと思っていま

す。

今後も期待にこたえ

られるよう精進して

がんばって行きたい

と思います。

ジオ番組で呼びかけてメールで受付、当日支払いという
無茶苦茶な方法で開催しました。心配を他所に、大入り
満員のお客様にお越しいただき、イベント支援に番組
スタッフも応援、番組パートナーの天野良春アナもﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ出演に駆けつけていただきました。急なイベント開
催で、トーク 45 分＆マジック 60 分という内容で、タ

クマ師私費でイベント費用を
全額負担し、入場料金と会場
募金の全額を義援金として、
お客様からのご好意を総額
１０３万１０円を中日新聞社
会事業団を通して、被災地熊
本復興へ寄託されました。

7 月 17 日（日）には、名古屋大須演芸場で「タクマ爆
笑独演会」を開催予定の今後に期待したい。

　仲入り時間をお借りして、日本演芸家連合主催に会場で募

金活動を行いまし

た。当協会より横田

菊枝師、和田奈月師

が募金箱で会場内

を廻り、多数の義援

金が寄せられまし

た。当協会でも、ロ

ビーで歴史ある機

関誌と和妻専門誌

を販売して盛況な売上金全額を支援各所へ義援金として役立

てさせていただきます。感謝のご報告ご挨拶申し上げます。

第二部＜正会員の部＞

♦芝辻まさと　仙助流南京玉すだれ家元・四代目を就任され、

愛弟子八名と創作玉すだれ「おどりんさい」と正調・玉すだ

れ「基本演技」で国際色あふれる異色な舞台。

♦松旭斎八重子プラスワン　奇人伝でもご紹介されている、

母・娘のハワイムードの舞台も懐かしいですが、今では、プ

ラスワン氏も交えてご夫妻の愛らしいフラワーマジック・リ

ングと息のあった演技「ほっとして癒される」と絶賛の声と

華麗な舞台。

♦岡井泰彦　故・北見マキ師より継承されたサムタイは、魅

力的な話芸豊かな継承の中に個性も光る。カードマニピュ

レーションは魅了される丁寧な演技と演出。女性ファンのた

めにも意識された感性ある未来へ期待したい。

♦ダーク広春　親しみやすい笑顔で、登場するなり、スカー

フが浮揚するかのようにマイクが現れた時には驚きました。

お子様親子での公演では楽しそう笑顔もあふれる夢を見まし

た。笑い満点なラビットトリックとギロチンは安定感ある

十八番芸。

♦笑太夢マジック　不思議なおもちゃ箱をテーマに、やさし

い女の子に拾われたお人形さんが幸せになって願いも叶えて

笑顔になる世界中から不思議を届けるパントマイム心を笑顔

に夢と希望の魔法劇、魅了される豪華な舞台で幕。

　終演後は写真撮影と、余韻を楽しむお客様との交流が、い

つまでも続いていました。ありがとうございます。
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Magic of MAGIC 

熊本復興チャリティー　タクママジックショー
急遽開催 !!  名古屋東建ホール 大演芸まつり『ザ・マジック』

2016 年 5 月 10 日（火）13:00 開演　三宅坂・国立演芸場

Magic of MAGIC vol.107
2016 年 5 月 16 日㈪：南大塚ホール　

　ＫＹＯＫＯ初プロデュース公演は、5 月 16 日月曜日に
開催されました。満員御礼。２６７席が全て埋まりました。
開演前から前説で演出兼パフォーマーの小野真一氏が会場
を温めてました。前半は和の世界。ＫＹＯＫＯ師の口上、
そして美の世界、「気」「心」で演奏する技術と経験に裏付
けられた、激しいビートの和太鼓と笛、勇壮なバチさばき
と太鼓の響きは勇気百倍になり ます。日本の古典奇術とな
る和妻、前嶋宏志氏の傘出し、江戸の時代風景でのお椀と玉、
日本蒸篭、芸術性の高い和妻、浮かれの蝶とも言われ、美
しい胡蝶の舞、紙で作った蝶を扇であおぐと、蝶は生きて
いるかのように空中を舞う、色艶あふれる舞踊華麗な舞台
でした。
　後半は洋の世界。ジグザグボックス、ヒンズーバスケッ
トのイリュージョン亀田雪人氏のコメディージャグリング、
神雅喜氏の上品なコメディーパントマイムマジックでは、

客席の子供たちが大笑い。そして、世界大会ＦＩＳＭでも高
評価だったヘアーサロンマジック、印象深い華やかなダン
サーと共に人体交換で締めくくった。
　素晴らしい公演と、全てのお客さまが笑顔になりました。
口うるさいプロマジシャンからも文句ないと高評価、ＫＹＯ
ＫＯファンからは、一度の公演ではもったいないとの声があ
りました。あまりの人気公演の為多くのお客さまが、チケッ
ト が 購 入 で
きずご覧いた
だ け な か っ
たことが残念
でした。ＭＯ
Ｍ史上最高と
言っても良い
大入りの公演
と な り ま し
た。

年に一度演芸界の大競演となる、恒例第 27 回大演芸ま

つりが、三宅坂の国立演芸場で開催となる。歴史ある

寄席舞台へ、早朝より詰掛けていただき長谷和幸師の司会

で華やかな開幕です。

第一部＜賛助会員の部＞ 

　今年も日頃より（公社）日本奇術協会を支えていただい

ている賛助会員との構成で公演を実施。

♦花村得一　聖心女子学院の教壇で、算数とマジックの関

係を進路指導にも役立てられる不思議の原点。雄大な音楽

でボトルプロダクション、中割幕が開いて照明演出も目を

瞠るイリュージョンマジックを披露とても華麗でした。

♦小野智彦　弁護士として個人の事務所を構えながら、マ

ジシャンとしてもステージに立つ、銀座の“ウィザード”

小野さん。小さい頃から人前で何かして喜ばせることが好

きで、２足のわらじを履き、弁護士ならではの舞台を披露

します。司法を笑顔で幸せにするトークで大爆笑。

♦小川一夫　島田晴夫先生を陰で支えて、フランス・アメ

リカ世界の舞台で後見もされ、協会の盛り立て役として有

名ご活躍です。十八番芸、招福踊りで美しい方と色艶あふ

れる座敷芸を披露され、女性との競演コント？あれあれと

妖しい魅力にさそわれて、鮮やかなドレスにお色直し、歌

謡ショーへの演出には驚き、会場を沸かせました。

♦正木 亮　日本橋三越テンヨーで最も歴史と伝統のある手

品売り場でご活躍。優しく親切に指導され、マジックへの

情熱から熱心なご協力には感謝定評です。舞台では、お客

様参加型マジックで会場も一体感と笑顔も伝わります。軽

快な曲でシルク〜紅白紙の復活で拍手喝采です。

♦白鳥勝彦　日頃より白鳥一座でご活躍の夢のあるイ

リュージョンショー、美女の出現から人体交換、色彩豊か

なパラソル出現鮮やかな演技に歓声があがりました。

　仲入り／口上

　舞台は続いて休憩前に口上に移ります。元はじめ常務理

事の司会で始まり、日本演芸家連合会長の三遊亭金馬先生

のご挨拶に続き、当協会より渚晴彦会長、花島皆子副会長、

主催元の噺家金馬師匠には爆笑で盛り立ていただきました。

熊本地震・支援金募金開催

東海ラジオで月曜〜金曜日まで朝９時〜正午までの
３時間ワイドのパーソナリティーを勤める、正会

員のタクマ師が連休中の 5 月 3 日名古屋東建ホールに
て、「熊本復興チャリティー・タクママジックショー」
を急遽開催した。　　　　　　　　　 
復興支援はなるべく早くやりたいとの希望で、劇場と
のスケジュールが合わない中、半年くらい先になりそ
うな予定でしたが、劇場側から「5 月 3 日にキャンセ
ルが出ましたから？」と、連絡が入りひとつ返事で 10
日前の 4 月 22 日に決断。
チケットの手配・音響・照明の打ち合わせ、 消防の許
可申請等を考えれば、無理に思えましたが、自身のラ

大入
り盛
況

ＫＹＯＫＯさんの自主公演

『田植えを教わろう〜復興支援企画』
　時の流れは早いもので東日本大震災より 5 年が過ぎ

ました。しかしながら、現地状況はメディア情報等で

知らされている以上に、深刻な課題が残されたままと

なっています。そこで今一度、この5年間を振り返り、今、

私達に出来る事は何か・・・

そして、次のステップに行

くべき段階の第１弾として、この企画が生まれました。

これまで、復興支援公演「伝手品」で繋がりを広げてき

た地元の協力者の方々と協働で企画する事にしたので

す。地元の農家を訪ね皆で・・・・名付けて！！

『田植えを教わろう〜復興支援企画』としました。
　5 月 28 日（土）「夢と希望をつなげ、笑顔になろう！」

の声掛けで、彩香農園あぶくまへ有志の皆様とご一緒に

行ってきました。ＫＹＯＫＯ師と現地の復興応援隊の

方々を合わせ 28 名が田植え姿で、全員「泥だらけ」田

んぼでハシャグ・泥フィンと応援いただいた地元の方々

へ感謝あふれる笑顔のエール写真にてご報告いたしま

す。ありがとうございました。

AKIRA さん受賞『インドネシア マジックコンベンション』レポート
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　この度、私 AKIRA は 5 月 17 日にインドネシアで

行われたマジックコンベンションで「Most Original 

Contestan」という賞をいただきました。

全 24 組のコンテスタントが出場し、日本人は 3 人で

そして日本奇術協会員は僕だけでした。

　なれない海外のコンベンションでなんとか受賞でで

きたことにほっとしています。僕にチャンスを与える

べくこのコンベンションを紹介していただいた渚 晴彦

会長、往復の飛行機のチケットの手配やインドネシア

滞在中の宿泊先、移動、食事など本当にたくさんのこ


