活動予定

２０１２年活動記録

ホームページにて随時情報更新中！
詳細や最新情報はＨＰをチェック！

３月２日㈯
３月３日㈰

栃木県宇都宮市内イベント １８時～
栃木県大田原市内イベント
場所：大田原市総合文化会館
３月５日㈫ 愛媛県松山市内録音制作
３月９日㈯ 栃木県宇都宮市内デビュー曲発表会 14時～
３月１０日㈰ 栃木県宇都宮市内イベント
場所：宇都宮市文化会館
３月１２日㈫ 千葉テレビ １０時３０分～１１時 番組名：心の演歌
３月１４日㈭ 栃木県宇都宮市内イベント １６時～ １８時
３月20日㈬ 道後温泉まつり 放生園16時５分～ 25分
３月21日㈭ 愛媛県松山市内イベント 14時～15時
３月２４日㈰ 茨城県八千代町内イベント １２時～
場所：八千代グリーンビレッジ憩遊館「やちよ乃湯」
３月２４日㈰ 栃木放送収録 15時～17時
５月１２日㈰ 東京都豊島区内イベント 場所：豊島公会堂
５月２８日㈫ 関東愛媛県人会定期総会
場所：学士会館本館（東京都千代田区）
時間：１８時３０分～20時30分
６月２日㈰ 栃木県大田原市内イベント
場所：大田原市総合文化会館 時間：１６時～
６月８日㈯ 栃木県宇都宮市内イベント（生バンド）
場所：アピア 時間：１２時～
６月１２日㈬ 第２９回歌供養 場所：東京都港区内
７月７日㈰ 愛媛県松山市内イベント
場所：北条市民会館
７月１５日㈪ 栃
 木県日光市船村徹杯チャリティーゴルフ大会（調整中）
場所：鬼怒川カントリークラブ
時間：１６時３０分～ １８時
７月１８日㈭ えひめ憲一デビュー１周年記念パーティー
場所：宇都宮市内（調整中）
時間：１８時～
７月中
えひめ憲一デビュー１周年記念パーティー
場所：愛媛県内（調整中）
７月２０日㈯ 愛媛県松山市内イベント
場所：障害者支援施設スマイル夏祭り（松山市余戸南）
時間：１８時～
８月１７日㈯ 愛媛県松山市中島イベント
９月８日㈰ 高野公男先生ご命日
場所：茨城県笠間市内 時間：１２時～
９月２３日㈪ 栃木県塩谷町船村徹杯チャリティーゴルフ大会（調整中）
場所：隨縁カントリークラブ
時間：１５時３０分～
12月22日㈰ 東京都内イベント
12月23日㈪ 栃木県宇都宮市内イベント
12月31日㈫～１月１日㈬ 栃木県護国神社歌唱奉納

松山周辺の盆踊りで「おいでんか松山へ」が
テーマ曲に選ばれました。

えひめ憲一
ファンクラブ
入会ご案内

９/２７㈭ 愛媛県松山市内デビュー曲発表会
９/３０㈰ ＡＭラジオキー局・中国放送
４/１６㈪ ビクター ３０１スタジオでレコーディング １０/２㈫ えひめ憲一デビュー新曲発表会
７/１８㈬ ＮＨＫ・民放・新聞各社において
【場所】栃木県総合文化センター
中四国県内で全国デビューの報道 １０/６㈯ 茨
 城県笠間市内デビュー曲発表会
７/１８㈬ 松山市役所ミニライブ
【場所】笠間市立宍戸小学校体育館
１０/７㈰ 東京上野イベント
【場所】松山市役所本館前広場
１０/１１㈭ 北
 海道名寄市内えひめ憲一デビュー
７/１８㈬ デビュー曲発売
曲発表会・ＦＭ名寄（生放送）
７/２１㈯ 愛媛県松山市内イベント
１０/１２㈮ 北海道新聞名寄支局、三浦綾子
７/２９㈰ 西日本放送（香川県）
記念文学館、北海道新聞旭川支
８/２㈭ 道後村まつり（松山市）
社、読売新聞旭川支局
８/４㈯ 栃木県大田原市内イベント
８/５㈰ 第
 ６２回松山港まつり・三津浜花火大会 １０/２１㈰ 第４２回久万林業まつり
８/７㈫ 全国教育関係神職協議会
１０/２４㈬ 茨城県桜川市内イベント
【場所】愛媛県松山市内
【場所】かさまロイヤルゴルフ倶楽部
１０/２５㈭ 栃木県宇都宮市内イベント
８/１０㈮ ＦＭ愛媛収録
【場所】宇都宮市文化会館
８/１８㈯ 第２７回松山市トライアスロン中
１０/２７㈯ 宇都宮市コスモスまつり
島大会前夜祭
８/１９㈰ 茨城県筑西市内デビュー曲発表会 １０/２８㈰ 街のまんなか日曜市・えひめ憲
８/２１㈫ 岡山県ＴＶ収録
一ふるさと歌謡ショー
８/２２㈬ 岡 山市役所、山陽新聞社、 総社 １１/３㈯ 第１５回善通寺空海まつり
市役所、岡山ＴＶ収録
１１/９㈮ 広島ＦＭ（生放送）
８/２３㈭ 中国放送、広島テレビ
１１/１０㈯ 第３回愛媛大学ホームカミングデイ
８/２４㈮ 第６６回日切地蔵まつり（松山市） １１/１１㈰ 栃木県壬生町内イベント
【場所】壬生中央公民館
８/２６㈰ 栃
 木県宇都宮市内イベント
１１/１１㈰ 愛媛県ＰＲイベント
【場所】宇都宮市立南図書館
【場所】東京・有楽町
８/２６㈰ ＡＭラジオ、四国４県及び隣接
１１/１２㈪ 愛媛県生活衛生同業組合連合会
県、キー局・西日本放送
【場所】松山市総合コミュニティセンター
８/３０㈭ 愛媛県久万高原町長表敬訪問
１１/１５㈭ 栃木県日光市内イベント
８/３０㈭ 栃木放送収録
11/18㈰ 栃木県宇都宮市内イベント
９/１㈯ ラジオ出演 放送局：ＦＭ愛媛
　　　　　　　 栃木県日光市内イベント
９/１㈯ 栃木県益子町・芳賀町イベント
１１/２３㈮ 日枝神社例大祭
【場所】益子町民会館・芳賀町民会館
９/２㈰ ＡＭラジオ、キー局・栃木放送
１１/２４㈯ えひめ・まつやま産業まつり
９/２㈰ 栃木県宇都宮市内イベント
１１/２４㈯ 愛媛県松山市内イベント
９/５㈬ 栃
 木県宇都宮市内デビュー曲発表会
【場所】松山市民会館
９/７㈮ 愛媛県松山市内イベント
１１/２５㈰ 東京都千代田区内イベント
９/８㈯ ＡＭラジオ、キー局・栃木放送
【場所】アルカディア市ヶ谷
９/８㈯ 高野公男先生ご命日
１２/１㈯ 栃木県宇都宮市内イベント
【場所】茨城県笠間市内
【場所】ホテル東日本宇都宮
９/１１㈫ 中国放送収録（広島県）
１２/８㈯ 船生かぶき村デビュー曲発表会
９/１６㈰ 震災復興支援コンサート
１２/９㈰ 埼玉県さいたま市内イベント
【場所】シープラザ釜石イベントステージ １２/１１㈫ 日光読売ジャイアンツ会
【場所】上中島仮設団地
【場所】栃木県日光市霧降高原
９/１７㈪ 釜石震災復興支援コンサート
１２/１２㈬ 東京都千代田区内デビュー曲発表会
【場所】旧釜石商業高校第二体育館 １２/１３㈭ 茨城県笠間市内イベント
【場所】小川地区サポートセンター
【場所】笠間稲荷神社
９/１９㈬ 長野県上田市内イベント
１２/１５㈯ 栃木県日光市内イベント
【場所】生島足島神社
１２/１８㈫ 東京都世田谷区内イベント
９/２０㈭ リビングマロニエ 栃木よみうり・ １２/２０㈭ とちぎテレビ収録
読売新聞宇都宮支局 栃木読売ＩＳ １２/２２㈯ 栃木県宇都宮市内イベント
９/２１㈮ ＡＭラジオキー局・南海放送
１２/２３㈰ とちぎテレビ収録
９/２２㈯ 栃木県塩谷町船村徹杯チャリティーゴルフ大会
栃木県宇都宮市内イベント
９/２２㈯ 栃木県茂木町内イベント
１２/２４㈪ 茨城県潮来市内イベント
【場所】茂木町民センター
【場所】潮来ショッピングセンターアイモア
９/２６㈬ リビングまつやま

えひめ憲一通信

創刊号

おかげさまで2012年7月18日に歌手デビューを迎えることがで
きました。また、愛媛・栃木のデビュー新曲発表イベントでは多く
の皆様にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。心
より御礼申し上げます。
デビュー後は、愛媛・栃木を中心に皆様の前で歌わせていただく
機会も増えまして、ふるさとで受けたご恩を忘れずに、船村先生か
ら学んだ歌の心を伝えることで恩返ししたいと思っております。
2013年も皆様にとって良い年になりますよう、私も精進し歌を
通して頑張ります。応援よろしくお願いします。

デビューおめでとう
えひめ憲一ファンクラブ発足、会報誌発行にあたりまして、多くの皆様にご支援をいただきまし
たこと、心より御礼申し上げます。
えひめ憲一君は幼少の頃より歌の道を志し、愛媛大学2年の1999年に大学を中退して日本を代表
する作曲家で、栃木県出身の船村徹先生のもとに入門を致しました。13年にわたり住み込みの内弟
子、付き人として先生の身の回りのお世話をしながら、厳しい指導を受け、2012年7月18日に船村
先生作曲による「故郷がいちばん」で念願の歌手デビューを果たすことができました。
えひめ憲一君にとってはようやく夢への第一歩を踏み出したばかりでございます。今後は愛媛と栃
木、ふたつのふるさとを中心に、地元に愛される歌手を目指して活動を続けて参りますので、さら
なる応援、ご支援をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
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〒790-0916
愛媛県松山市束本1丁目4-36
〒320-0054
栃木県宇都宮市東戸祭1-2-1

えひめ憲一後援会ホームページ http://www.ehimekenichi.com

一

順不同

皆様方には平素よりご支援を戴きまして、誠に有難うございます。ファンクラブでは、ご入会戴ける方々
を募っております。ご入会戴きました方には、ＣＤ発売やイベントの情報をご連絡申し上げます。
ご入会された月日に限らず、サポーター会費12/31まで有効とさせていただき、年が変わりましたら、新た
に会費の振り込みをよろしくお願い致します。入会をお待ちしております。

［銀 行 振 込 み］

彰

●えひめ憲一プロフィール（本名 小倉 憲一）
1979年、愛媛県松山市生まれ。2歳7カ月より歌の道を志す。
松山北高校（旧制北予中学）、愛媛大学を経て、
1999年に作曲家 船村徹先生の内弟子となる。
2012年まで船村徹先生の付き人を務めさせて戴く。
2012年に松山たからみがき隊・副隊長《松山観光大使》、
とちぎ未来大使に任命される。

TEL 089-989-3431
FAX 089-989-3441
TEL 028-643-8821
FAX 028-643-8704

えひめ憲一

検索

2013 新春号

えひめ憲一 デビュー
2012年7月18日

約500人の市民やファンを前に、「故郷
がいちばん」「おいでんか松山へ」を披露
しました。
大きな拍手と歓声に包まれる中、歌い
終えると会場からアンコールの声があが
り、再び熱唱。
大盛り上がりでライブを終えました。
▼ 支えてくれた両親と祖母に感謝

松山市役所にてミニライブ
8

24

日切地蔵まつり

松山市髙島屋で開催
された第 66 回日切
地 蔵 ま つ り に 出 演。
野志市長から、松山
たからみがき隊・副
隊長《松山観光大使》
に任命されました。

10
28

日曜市

松山市中央卸売市場・
街のまんなか日曜市
に て、
「えひめ憲一
ふるさと歌謡ショー」
出 演。 ト ー ク あ り、
握手ありのステージ
となりました。

（中央卸売市場）

第２の
故 郷

栃木で

デビュー
新曲

発表会

2012年10月2日 栃木県総合文化センターにて

愛媛県ＰＲイベント

11
11

2012 年 11 月 11 日
㈰、東京・有楽町に
て 愛 媛 県PRイ ベ ン
トに出演。
特設ステージにて熱
唱！多くの皆様に歌
をお届けすることが
できました。

満員御礼、550名超の皆様を前に、熱唱。
あらためて栃木の皆様の前で歌うことが
できることに感謝。故郷に恩返しができ
るよう、精一杯歌います。
また、会場へ向かう道中の新幹線でご
一緒になったご婦人が、私と新曲発表会
について下野新聞にご投稿され、読者欄
に掲載されました。

ＣＤ販売店のお知らせ
えひめ憲一のＣＤは、下記店舗
にて取り扱っております。
えひめ憲一

愛媛特約店

明屋書店
はるやしょてん

〒790-0012
愛媛県松山市湊町4丁目7番地2
TEL 089（941）4141
店頭販売は愛媛県全店で取り扱っ
ております。通信販売は本店のみ
の取り扱いとなります。

えひめ憲一

天

栃木特約店

誠

てんせいどう

堂

〒321-1261
栃木県日光市今市761
TEL＆FAX

0288（21）1519

直販と通販の両方を取り扱って
おります。

