
開催日時　　  スペシャルゲスト
11/ 9 (土)18:30 ～ 花島直美
11/12 （火） 18:30 ～ 宮本悦朗
11/18 (月)18:30 ～ すずき円香
11/21 (木)18:30 ～ 花島直美
11/27 (水)18:30 ～ 服部真湖
１２/ 8  (日)18:00 ～ 宮本悦朗
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このたび、たいこ茶屋 店主 嵯峨完氏が、故郷恩返しのライフワークとして2011年4月24日から続けている
 東北震災被災地支援マグロ解体ショーがこの10月で80回目を迎えます。 
また、この秋には、たいこ茶屋店主　嵯峨完氏の自叙伝を出版することになりました。  
つきましては、下記日程にて「被災地支援マグロ解体ショー80回記念＆嵯峨完出版記念パーティー」を開催し 
嵯峨完氏の業績を讃え、激励とともに、祝意を表したいと思います。 
ご多忙とは存じますが万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようご案内申し上げます。
                                                
　　　　　　　　　　　　　　　　

発起人代表  株式会社T・P・Cサービス代表取締役社長　岩﨑欽二　
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被災地支援
マグロ解体ショー80回記念 
嵯峨 完 自叙伝出版記念パーティ

【実行委員会】
実行委員長  井上祐輔
実行委員  小淵真奈美/桑原篤志/高見久子/田中秀明
日達孝司/柳家小きん (五十音順敬称略)
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ご予約 
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【発起人】 
歌手 稲垣潤一 /宮城県サッカー協会 会長 大久保芳雄/衆議院議員 太田昭宏
宮城県工業高等学校同窓会京浜支部萩工会 会長 大友武男
行政書士 尾崎敏明 /ソプラノ歌手  小野友葵子 /株式会社クワケン代表取締役 桑原才介
レインボータウンFM放送株式会社 代表取締役 小嶋英治 /元広島東洋カープ監督 古葉竹識
在京東松島会会長 佐々木静 /元ニッポンハムファイターズ投手 佐藤誠一
漫才師 サンドウィッチマン 伊達みきお、富澤たけし /株式会社 川崎フロンターレ取締役強化本部長 庄子春男
株式会社 言視舎 代表取締役 杉山尚次/仙台市市議会議員 鈴木博康
鹿島アントラーズ常務取締役強化部長 鈴木 満 
NPO法人セリアの会理事長音楽家 セリア・ダンケルマン 
令和元年 第8回東北大震災復興支援祭実行委員長 中鉢泰平
元関脇水戸泉 錦戸眞幸 
モンゴル ゴビ社グループCEOバータル サイハン  
俳優 浜田光夫/ 株式会社 クレア 代表取締役会長 町田典子 
三木会会長　三ツ木秀之
東京紀尾井町ライオンズクラブ理事　宮本志づ子
宮工サッカー部OB会 会長 山口義浩 （五十音順 敬称略）
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歌手 宮本 悦朗 （みやもと　えつろう）歌手 宮本 悦朗 （みやもと　えつろう）
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バイオリニスト 　花島 直美 （はなしま　なおみ）バイオリニスト 　花島 直美 （はなしま　なおみ）

歌手  すずき円香 （すずき　まどか）歌手  すずき円香 （すずき　まどか）

国立（＜にたち）音楽大学ヴァイオリン科にてクラッシック を学ぶ。 
2003年からは『なおさんプロデュ ー ス』を開設する。
同年 誰もが楽しめるコンサー トを目指し【はなしまなおみと行く音楽世界の旅】コンサートを
スタートする。2008年から 文化放送【A&Gスーパーステーション】レギュラー出演。
2010年春 文化放送より 【東京国際アニメフェア公式テーマソング】 In Festive Mood
 (インフェスティブムード）発売。
Mr. マリックさんと共に音楽と不思議の世界をコラボレーションしている。

1948年宮城県仙台市生まれ。「おさかな本舗たいこ茶屋」店主。
宮城工高卒業後板前修業のため上京。 両国パールホテル総料理長を経て、昭和５７年に独立。
「たいこ茶屋」を開業。 時流に乗った経営で多店舗化に成功するも、バブル崩壊で一転倒産危
機に追い込まれる。  サッカー部の仲間の支えもあり、本店１店舗での再起を図るも苦難の道は続く。 
一歩一歩、愚直な毎日の積み重ねはやがて実を結び、行列のできる繁盛店として復活を遂げる。 
今では地元の名物となった「ガッツおじさん」、お刺身食べ放題ランチブッフェ、マグロの解体ショー、
じゃんけん大会は、やれることは全部やろうという覚悟の賜であり、それを支えた家族の絆の結晶である。 
故郷への恩返しの思いで開催している東北震災支援のマグロの解体ショーイベントはまもなく80回
を超える。テレビ出演多数。

たいこ茶屋　大将 　嵯峨 完 （さが　みつる）たいこ茶屋　大将 　嵯峨 完 （さが　みつる）

1967年長崎市にて内山田洋とクール・ファイブを結成。１９６９年「長崎は今日も雨だった」でレコードデビュー。
同曲で、第11回日本レコード大賞新人賞を受賞。NHK紅白歌合戦に出場。
１９９４年グループより独立。「宮本えいこプロダクション」スタート。アルバム「デビュー２５周年記念感謝をこめて」
CD発売。１９９５年シングル「みなと/人生花火」を発売。
１９９６年第４１回衆議院議員選挙に新進党公認で千葉第７区から立候補し、５３,４８４票を獲得するが次点で落選。
2004年クールファイブ出身「たくみ稜・小林正樹・宮本悦朗」の三人で新ユニット、サニーアンクル結成。
２０１０年９月出身地の長崎県対馬市でコンサートを行った。その際に母校の県立対馬高等学校の吹奏楽
部員の生徒とセッションを行った。現在、前川清とクールファイブとして活躍中。

1978年、カネボウ化粧品のキャンペーンガールでデビュー。
1984年から1994年までニューヨークを拠点に活動。英語、スペイン語に堪能。
1987年に結婚。1991年に長女を出産。
これまで90ケ国以上を旅し(1976年～)、その経験と語学力を生かし、日本の伝統文化を継承、
普及するべく、国際文化交流に力を注いでいる.
ＴＢＳ 「はなまるマーケット」レギュラー(1997年～2000年)ＥＸ 「徹子の部屋」（3度出演）。
他テレビ、映画など多数出演。

19９２年 作詞家 荒木とよひさ氏 、作曲家 井上現氏に師事。荒木とよひさ氏の４番弟子。
ボイストレーニングなどに取り組み、レッスンを重ねる。
２００３年徳間ジャパンより「いつか夜汽車で…ここは深川人情しぐれ」でデビュー。
NHK ラジオ「昼の散歩道」 などに 出演。２００５年「陽だまり草 夢の船」発売。
２００７年３月新歌舞伎座一カ月公演出演。２００８年「春ふたつ／女の海図」発売。
２０１２年・2013年日本代表として 日タイ交友祭「ラムウォン祭」出演。
２００５年～２０１５年１０年間レインボータウンFM にてパーソナリティーを務める。
２０１５年４月特別版「はるか房州路／さくら」発売。２０１６年５月２４日「さくら はるか房州路」を徳間ジャパンより発売。
２０１９年３月 舞台「下町炎上」に出演。

◆芸歴
昭和６１年２月３日 専修大学附属高等学校在学中に、実父・六代目柳家つば女に入門・芸名小助。
平成元年９月二つ目昇進小きん（１１代）と改名。
平成１０年９月真打昇進。 以後現在に至る。
◆小きんとは？
廓噺（くるわばなし）を始めとする古典落語の名手・六代目柳家つば女を父に持つ。
「小きん」は、五世小さん・四世小せん・六世つば女・四世三木助の若手の頃の芸名で、柳家一門の出世名と言われている。
全国で、「町興し落語会」福祉施設等への「落語宅配便」「学校寄席～古典芸能鑑賞会」
「落語教室」「講演～噺家の修業の秘密」を開催するなど、『笑いと幸せを運ぶ男♪』として、活躍中。


