全ての人に
喜びと笑いを

杏

ANZYU

Tokushima Bunri University
KAGAWA Campus
徳島文理大学 香川キャンパス

Thank
You!

感謝！

杏樹祭
2019.

10/19sat-20sun
10:00-17:30（20日は17：15まで）
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スター誕生！？

BUNRI歌うま王座決定戦
豪華賞品が盛りだくさん！

BINGO大会
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さらば
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BUNRI大生がつくるうまいもんが集結！
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リトルウィング

朗読ミュージカル ・ 歌舞劇
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英明

Schedule

イベントスケジュール

※スケジュールは、都合により変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

11：30〜11：45 スマイルリンク キッズ書道パフォーマンス
12：00〜12：15 杏ジャムコントライブ
12：20〜12：40 リトルウィング

朗読ミュージカル・歌舞劇

13：00〜14：00 軽音部 ライブ

サークル・学部イベント

10：15〜10：30 B(unri)級グルメPRタイム

スペシャルゲスト

スマイルリンク

パフォーマンスカンパニー
リトルウィング

10/19 sat

10/19 sat

10：00〜10：15 オープニングセレモニー

Special Guest

私たちスマイルリンクは、小・中学生で結成さ
れた書道パフォーマンスグループです。
いよいよ来年は東京オリンピック！応援の気持
ちも込めて、メンバーのみんなで、詩を考え
て作品にしました。チーム名の通り、観てくだ
さる方も私たちも笑顔になれるパフォーマンス
をお届けします。一緒に楽しみましょう！

ミュージカルや、演劇、ダンス、声楽要素を取り
入 れ な がら、様 々 な ジャン ル に 挑 戦 するパ
フォーマンスチームです。小さな子どもたちか
ら大人まで、幅広い年齢層のメンバーが参加し
て、毎週土曜日、楽しみながらレッスンや稽古に
励んでいます。
今回の杏樹祭では、朗読ミュージカル・歌舞劇
「讃岐民話物語」
をお届けします。会場の皆さん
にもお話に参加して頂きます。
乞うご期待！

10/20 sun

14：15〜15：15 ゴスペルサークル ライブ
（予選）
15：30〜16：30 BUNRI 歌うま王座決定戦
16：30〜17：30 軽音部 ライブ

10/20 sun

10：00〜10：15 B(unri)級グルメPRタイム
M-1グランプリ、
キングオブコントともに
決勝進出を果たす若手実力派コンビ！！

10：30〜11：15 BUNRI 歌うま王座決定戦
（決勝）

12：15〜12：55 Hau'oli's Masako Aketa Hula Studio ダンス ステージ
13：00〜13：30 さらば青春の光 お笑いステージ
14：00〜14：30 英明 ものまねライブ
15：00〜15：30 さらば青春の光 お笑いステージ

サークル・学部イベント

11：15〜12：15 BINGO大会

15:30〜16:00 軽音部 ライブ

さらば青春の光

（左）
森田 哲矢
生年月日：1981年8月23日 血 液 型：B型
身
長：165cm

（右）
東ブクロ
生年月日：1985年10月6日 血 液 型：O型
身
長：168cm

2008年10月結成。
■2015年 キングオブコント2015 4年連続決勝進出 M-1グランプリ準決勝進出
（準決勝第9位）
■2016年 ABCお笑い新人グランプリ決勝進出
M-1グランプリ2016 決勝第4位
■2017年 キングオブコント2017決勝第3位
M-1グランプリ2017 準決勝進出
■2018年 キングオブコント2018 決勝第4位
ダウンタウンDX、内村てらす、笑点、
しくじり先生 俺みたいになるな!!、ロンドンハーツなどTV出演多数
映画出演
●グッドモーニングショー
（君塚良一監督作品 主演/中井貴一/長澤まさみ）
●WE ARE LITTLE ZOMBIES
（第33回サンダンス映画祭グランプリを獲得した長久允監督初長編映画）
2019年6月全国公開 等

芸歴は浅いが、
徳永英明のものまねは
25年のベテラン！

16:00〜17:00 ダンスショー
17：00〜17：15 B(unri)級グルメ グランプリ発表&エンディング

英明（エイメイ）

血 液 型：B型
星
座：双子座
出 身 地：鹿児島県鹿屋市
最終学歴：東海大学、体育学部卒業
資
格：中高保健体育教員免許
特
技：柔道四段
身
長：１７０cm
体
重：72kg

お問い合せ

徳島文理大学 香川キャンパス内 杏樹祭実行委員会
〒769-2193

香川県さぬき市志度1314-1

TEL.087-899-7300

杏樹祭
https://www.bunri-u.ac.jp/campus-life/festival/anzyu.html
https://twitter.com/ANZYUSAI34

杏樹祭情報
随時配信中！

■アクセス ◎JR「高松駅」
からJR「志度駅」
まで約20分。
◎琴電「高松築港駅」
から琴電「志度駅」
まで30分。
◎JR「志度駅」
・琴電「志度駅」
から各徒歩約18分。

■駐車場のご案内

※290台駐車可能
※駐車場が満車の場合、駐車をお断りさせていただきます。
※イベント当日は駐車場の混雑が予想されますので、
ご来場の際は公共交通機関のご利用を
おすすめします。
※駐車場内でのトラブル
（盗難、損壊、事故等）
につきましては、一切責任を負いません。
※ご来場の際は、路上駐車や近隣の店舗・空き地等への無断駐車は決してしないでください。

徳島文理大学

香川キャンパス

http://www.bunri-u.ac.jp/kagawa/life/

小学生の頃より歌う事が大好きで、同時期に徳永英明を聴き大ファンになる。同時に、
「徳永英明のよ
うになりたい」との想いを抱くようになり、その後成長するも、益々その想いを強くし、連日徳永氏の
歌い方を隅々まで研究、且つ練習を続ける。当初、氏の最大の特徴でもあるハイピッチがなかなか出
ず苦労するも、何年もの練習を重ねるうち、氏の代表曲のほとんどを同じKeyで歌う事が出来るよう
になり、それに伴い自身の周りでは「徳永にそっくり」との評を受けるようになる。2009年より、地元
イベント、ライブハウスへの出演、また、ワンマンでのライブを重ねる。2012年「ものまねグランプリ」
本戦に初出場し、グランプリを獲得する。これを機に活動の場を大きく広げ、TV出演、ライブ、イベン
ト活動等、精力的に活動を開始する。

Hau'oli's

Masako Aketa Hula Studio

岡山県を中心に中国・四国・関西・九州・東京・
沖縄に教室があります。数々のコンペティショ
ンに参加し実績をあげているスタジオです。
発表会・LIVEの開催やボランティアにも積極
的に参加。
高松スタジオは、高松市常磐町にあります。性
別、年齢に合わせたクラスを設けています。
見学・体験随時受付中！一緒に楽しく踊りませ
んか？

