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ロンドンオリンピック日本代表選手「銀座凱旋パレード」

 mihorin 新聞　松山美穂子　2012.8.20 撮影

表紙：秋の花々と秋の味覚は mihorin's garden（自宅）
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素敵な人シリーズ「松尾貴臣さん」シンガーソングライター

　音楽活動家（シンガーソングライター）。株式会社こころざし音楽工房代表取締役。

昭和 54 年 4 月 17 日長崎市生まれ。千葉大学進学と同時に上京。平成 17 年 9 月、

千葉大学大学院在学中に「そっと」で CD デビュー。平成 19 年から「歌の力で日

本を元気にしよう」を合言葉に坂本龍馬の衣装を纏い、病院や高齢者施設、障が

い者施設などを巡る「ホスピタルライブ」を展開。年間公演回数は 200 回を超え、

テレビ局や新聞社など全国各地の報道機関に注目される。また、この活動が評価さ

れ平成 21 年に高知県観光特使に就任。平成 22 年 7 月 7 日に 47 都道府県全国「唱」

覇を達成。平成 23 年 1 月にはやなせたかし氏（アンパンマン作者）のイラストがジャ

ケットの表紙を飾る CD「キボウノオト」をリリース。今年の 6 月 20 日には CD「ア

イノコトバ」で初のメジャーリリースを果たした。

　自分自身で会社を設立し、経営・マネージメント・プロデュースそして歌手と 1

人で何役も担いながら全国区への道を切り拓いている、新進気鋭のミュージシャン

である。 （千葉市在住）

　歌の力で日本を元気にしたい！
　松尾貴臣さんは「歌の力で日本を元気にしたい！」という志を持ち、音楽活動を

行っています。愛車の「オミウス」に夢と機材と行商道具を積み込み、日本全国を

奔走し、ライブ活動を行う日々だ。

　具体的には 1 年間に 3 万 km 程を 1 人で運転し、約 200 箇所のイベント会場・

ライブハウス・ 病院・高齢者施設・障がい者施設・保育園・学校などでコンサート

を行っている。特に平成 19 年 12 月から行っている「歌う坂本龍馬」としてのホ

スピタルライブ活動は全国各地で高く評価され、これまで多くのテレビ局・新聞社

などの報道機関に取り上げられている。　

　松尾貴臣さんは「社会貢献」を音楽活動の理念に据え、全国区を目指し、与えら

れた仕事をやる人間ではなく社会のためになる仕事を自ら創造し、猛進している。

　それはお仕事ではなく「お志事」であり、机上で理論ばかりを突き詰めるのでは

なく。とにかく走る、走りながら常に考える。それが松尾貴臣のポリシーだ。

売れねば喰えぬ商業主義の現在の音楽業界に新風をもたらしている。　

　そして日本のことをもっと知り、日本という国を愛し、音楽人として成長し、さ

らに大規模な働きかけにより日本中に感動を創出できる人間に成りたいと考えてい

る。

　尚、松尾貴臣さんは、数年前に偶然知り合ったがん患者の女性がきっかけで「リレー・フォー・ライフ」に参加するようになり、ま

た、リレー・フォー・ライフ in ちばのテーマソング『希望の歌』（松尾さん作詞・作曲）をステージで披露し、自身もウォーキングに

毎年参加している。今後の松尾さんの更なるご活躍を心よりお祈りいたします。　
　松尾貴臣さんのブログは、ほぼ毎日更新されています。→

全国の楽しいエピソードや美味しい情報など満載です。
　ぜひご覧になってください。　http://d.hatena.ne.jp/omitaka/

リレー・フォー・ライフとは命のリレー、24 時間ウォーク
　がんに立ち向かう日々の思いや体験を語り合い、リレー方式で 24 時間歩きながら寄付を募るイベントで、会場では、バンド演奏や

ゲームなど、催し物も盛りだくさん。 リレー・フォー・ライフはがん患者、家族、支援者が地域社会と共に闘うための絆を育むためのチャ

リティイベントで共に歩き、語らうことで生きる勇気と希望を生み出したいという思いを込め、アメリカで始まったこの催しは現在世

界 20 カ国で開催され、年間募金金額は 400 億円にのぼります。日本国内では 2006 年にスタートし、地元ボランティアの協力により

全国各地へ広がっています。千葉でも「第 3 回リレー・フォー・ライフ in ちば」が開催されます。

公式ホームページ→ http://www.rfl-chiba.jp/

　　　　　　　最新の近況

　「6 月 20 日に CD メジャーリリースをし、

この夏はキャンペーンのため全国 17 県 52 日間

77 公演を行った。

　次は 9 月末から東北ツアーが予定されている。」

　　　松尾貴臣　公式ホームページ

　　　http://www.omitaka.com/

「第 3 回リレー・フォー・ライフ in ちば」
2012 年 9 月 15 日（土）正午→ 16 日（日）正午

　松尾さんの第 2 の故郷「西千葉」

写真 ( 左 )「ゆりのき商店街」

( 右 )「JR 西千葉駅」



　

　昭和 51 年、千葉開府 850 年を記念して「第 37 回千葉の親子三代夏祭り」を実施しま

した。写真右から 2 番目は千葉市長（左）と教育長（右）

　 「千葉の親子三代夏祭り」は、毎年、中央公園を中心に、千葉市の真夏の風物詩として

広く市民の心に定着している一大イベントです。 

　「こどもたちに夢を　ふるさとづくり」をテーマに実施している「千葉の親子三代夏祭

り」は、今年度、第 37 回を迎え、8 月 18 日、19 日にパレードや威勢のよいみこし・だし、

よさこい鳴子踊りなどイベントで盛り上がった。さらに、太鼓のリズムに合わせて数千人

規模で街を踊り歩く親子三代千葉おどりは恒例で、街は笑顔の市民でいっぱいだった。

　千葉市長（熊谷俊人氏）も毎年、神輿を担ぎ、元気いっぱいで市民と供に祭りを楽しま

れている。http://www.bikai.org/about.html「千葉市を美しくする会」
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堂本暁子さん内閣総理大臣賞受賞＆傘寿を祝う会

振り込め詐欺にご注意！相談専用ダイヤル　０120 － 494 － 506

　振り込め詐欺・悪質商法被害抑止コールセンターとは振り込め詐欺や悪質商法の被害を防止するため、県民の皆さんのお宅に電話

をかけ、振り込め詐欺などの手口の説明をしたり、被害に遭わないように注意を呼びかけています。

コールセンター電話番号（発信専用）043 － 203 － 2311
（コールセンターの電話番号は 043 － 203 － 2311 と表示されます。）

　最近、振り込め詐欺の手口が巧妙化しています。日頃から家族同士で「コミュニケーション」をよく取って「緊急電話」などが

かかってきても冷静に対応できるようにしましょう。

第 37 回千葉の親子三代夏祭り開催

  堂本暁子さん（男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表／前千葉県知

事）1932 年生まれ。

　1989 年～ 2001 年の間、参議院議員として、環境基本法、NPO 法、男女

共同参画社会基本法、DV 防止法などの立法、審議に深く関わる。

　2001 年から２期千葉県知事を務め、全国知事会男女共同参画委員会委員

長として、防災と男女共同参画に関する全国調査を行うなど、従来から女性

や高齢者、障害のある人などの視点を踏まえた防災施策の推進について取り

組んだ。

　大震災後「災害・復興と男女共同参画」6.11 シンポジウムを開催、災害

時における男女共同参画について問題点を明らかにした。それを契機にネッ

トワークを築き、政府に対しても政策提言をしている。

　このような防災や災害復興に関する功績が評価され「男女共同参画社会づ

くり功労者内閣総理大臣表彰」を受けられた。

　写真は、千葉市美浜区の自然食レストラン「四季こよみ」にて 7 月 28 日（土）

「傘寿を祝う会」（発起人代表　池田徹氏）で喜びのスピーチをされる堂本暁

子前千葉県知事。

（福祉、環境、障害関係者、地域の人々など約 100 名の参加者でにぎやかに

楽しく過ごされた。）

　千葉県知事を 2009 年 3 月に退任されてからも堂本

氏のパワーはとどまることを知らない。それもそのはず、

退任したからこそ本当にやりたいことに集中し、益々充

実した時間を過ごすことが出来るからだ。

　全国各地からの講演依頼は数多く、その健脚ぶりには

誰もが圧倒される。80 歳（傘寿）のお誕生日を地域、政界、

ジャーナリスト仲間など多くの人々から祝福され、満面

笑顔の暁子さんは日本を代表する素敵な女性だ。内閣総

理大臣賞受賞と傘寿、本当におめでとうございます。

　千葉市を美しくする会は、昭和 38 年に、

「街をきれいにしよう・美しい千葉市をつ

くろう」を基本コンセプトに、市内の多く

の市民団体などの参加により設立され、昭

和 43 年に「広報宣伝部会」、「環境衛生部

会（現在の美しい環境部会）」、「花いっぱ

い部会（現在の花とみどりの部会）」の３

部会を設立し、さらに昭和 50 年には「美

しい健康部会」、「まつり部会」の 2 部会

を拡充し、今日に至っている。
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　　　　　mihorin 企画　

　代表　松山美穂子

　概要　＊ mihorin 新聞発行 ( 地域情報誌 )

　　　　＊千葉市内でのイベント企画（セミナー）

　　　　＊校正受注

　　　　＊チラシ・ポスター作成

　　　　＊広告掲載（求人含む）

　　　　　

　TEL：090-8013-7966

　mail   mail@mihorin.com　　

　URL  http://mihorin.com

＊タコとわかめのサラダ
　壁の穴（イタリアン）
　〒 260-0044

　千葉市中央区松波 2-19-5　

　TEL：043-252-1811 

アジアンダイニング

TaLoBa
 

　　マッサマンカレー

世界美食ランキング第１位

に輝いたカレーです。全く

辛くなくマイルドな仕上が

りで、女性に大人気のカ

レーです。840 円

〒２60-0015

千葉市中央区富士見

2-15-9 A&F ビル６F　

TEL：043-201-1955

　　　　　ソムタム

【青パパイヤのピリ辛サラダ】

青パパイヤが凄い☆消化酵素

が非常に多く、肥満防止やデ

トックス効果大！食べて痩

せるソムタム！ぜひどうぞ。

788 円

南三陸♡西千葉福幸丸（復興支援）

プロジェクト

＊タコとわかめのパスタ 自然食レストラン

「四季こよみ」
〒 261-0005 

千葉市美浜区稲毛海岸 2-3-10

 PAT 稲毛 PLAZA  A3 号館２F

 TEL：043-238-1371

ブッフェスタイル

大人　1,300 円

　★毎月のカレーの日は５日と２０日。

 　グリーンカレー・レッドカレー・今日のカレー　が　　　　　 

　￥500 です。（定休日「月曜日」と重なったときは翌日）

　〒 263-0014 千葉市稲毛区作草部町 1265-1

　TEL・FAX:043-305-5477　千葉市立都賀中学校のすぐそば

　アジアンマーケット「ガルラ」
　＊最寄駅：千葉都市モノレール　天台駅　徒歩約 10 分

　＊ BUS：　JR 西千葉駅より千葉内陸バス「山王町・みつわ台車

　庫行」千草団地下下車　徒歩すぐ（駐車場 7 台分あります。）

 　

　http://garula.web.fc2.com/

↑縦 8㎝、→横 9㎝　2,000 円

広告募集
　　　　mihorin 新聞


