スタジオ見学のご案内です！
ライブ中継をスタジオでご覧になりませんか～～～！！
『北千住 Cwave studio 』

毎週土曜日ＰＭ

5：00

お一人様：１０００円（飲み物付）

～

5：50

ネットＴＶ北千住 Cwave

「大江戸八百八町わそうび情報局」のご案内です！

で観られる！
局長：林良江

☆第一週目 第 78 回
7 月 2 日（土）ＰＭ 5：00 ～ 5：50 「幸恵の和文化ｄｅ英会話」
出演者：田口幸恵（メイン）・ 齋藤和美・林良江他
☆第二週目 第 79 回
7 月 9 日（土）ＰＭ 5：00 ～ 5：50 「自分結い 大江戸和髪学会」
「自分結い 大江戸和髪学会」 座☆談会 「和髪だよ！ 売り込み隊」若手メンバー

＆

大御所

出演者：若手メンバー（メイン）
秩父さくら・藤原 星野里加子・大西たか子・橋本夕子・鎌倉ひとみ・高野佑希・平野友子・栗林みか他
☆第三週目 第 80 回
7 月 16 日（土）ＰＭ 5：00 ～ 5：50 「都の小部屋」
出演者：
（ゲスト）・一戸都（ＭＣ）
☆第四週目 第 81 回
7 月 23 日（土）ＰＭ 5：00 ～ 5：50 「大江戸八百八町わそうび情報局」
出演者：
（ゲスト）・林良江（ＭＣ）
レギュラー：仲人マダム・中山瑞穂・一戸都・高野佑希・藤野紀子・齋藤和美・田口幸恵
『北千住 Cwave studio 』より、生放送については、こちらでご覧頂けます。

http://cwave.jp/

Cwave.jp は足立区北千住を中心とした地域情報をご案内

スタジオ見学のご案内です！『北千住 Cwave studio 』

お一人様：１０００円（飲み物付）

〒120-0026 東京都足立区千住旭町 41-14 第一ビル ７階

連絡先：090-7010-4723 林良江

主催）
制作）
音楽）
歌）

株式会社 CAN
株式会社 CAN
作詞・作曲・歌・演奏
きものガールズ

ＣＭ）

DNAcreates

林かおる様

山田雅義

提供）
・(株)ＰＲ現代 和の生活マガジン「花 saku」03-3639-1253 代表取締役社長 下島仁様
http://www.sakuracom.net/

・「山ちゃんの着物相談会」山本芳志様 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006535571639
・和創美 代表 林良江 http://www.wasoubi.jp/
協賛）
・（株）結婚しましょ！・（株）メリーポピンズ・「美人区」・都企画・和創美イベント・自分結い大江
戸和髪学会 和髪研究会・ シャイニング『輝く女性つくりの会』・『浅草のスカイツリーが見えるカ
フェで英会話』日本伝統文化を英語で伝えましょう！
理念）
輪と和を重んじる心 ・・・
日本伝統文化を着物と和髪を通して未来に繋ぐ活動。更に、TV を通して世界中に広げて参ります！楽
しい情報番組を展開して参りたいと思います。
http://www.wasoubi.jp
第 1～77 回までのご出演者

「シュークニヒロ氏メンバー

加藤邦夫様・堀江睦男様・青砥 州比古様・アザブスミス様・Nguyen Huu Manh Khoi 様・Nghia Lee 様」・

BE GLAD PRODUCE 代表取締役、一般社団法人 TSUMUGI JAPAN 代表理事 野田晴美様・有限会社モダンミュージックマーケット
代表取締役ミュージシャン
ランド大使

シュークニヒロ様

・柳衣裳店 代表取締役 柳 孝様・グローバルシンガー・作詞作曲家・松坂市ブ

岡美保子様・ヒロイントレーニングコーチ

利隆屋(りこうや) あやの様

婚活プロデュース Ｂlancheur （ブランシュール）代表
ダルかがやき 代表

坂本寿代様・Mulberry（マルベリー） 代表

小田佳奈様・(株)東京円結び代表取締役 新井淑子様・歌舞伎義太夫三味線奏者

なおみ様・俳優

松田光太郎様・金春流

飲食店向けコンサルタント

ューティー

代表

シテ方

能楽師

山中一馬様・
「新潟地域活性化 Men ユニット」

横田博之様・ヒーリングサロン

高野こずえ様・着付講師

マキ様・長唄三味線方
プロジェクト代表
もの倶楽部

Ｌｉｇｈｔ

Ａｒｋ

代表

セラピスト

＆

澤葉子様・フラメンコ弾き語り

鳥羽屋里夕様・有限会社

モデル＆ボランティア歌手
日本橋帯座」部長

ラン」代表取締役

片岡暁孝様・

方舟光様・エキスパートファスティン

ワーズオン

代表取締役

高橋ひろみ様・歌手

つかさ光様・(株)イズミクス

工藤典子様・「日本橋きもの倶楽部」運営部長

西川賢治様・
「株式会社 M&H パートナーズ」代表取締役社長

中谷豊様・
「株式会社

さんすい」東京営業所

所長

きもの

澤村圭津季様・「世

にしわ「Nishiwa の振袖プ

藤由紀子様・
「つまみ細工

かんざし

かのは」代表

笹川直子様・「西川

大江戸和髪隊

さんすい」代表取
和髪研究会」ｲﾝﾀｰﾅｼ

小上馬香織様・「自分結い

大江戸和髪隊

和髪研究会」

海野南美様・
「青空書道」イ

斯波みより様・
「日本橋きもの倶楽部」復興支援担当部長

「企画・取材・執筆（フリーランス）」西端真矢様・
「VOCAL＆PIANO

MUSIC

愛乃泉様・
「日本橋き

竹岡眞美様・
「株式会社

山下幸子様・
「日本橋きもの倶楽部 キモノアドバイザー」岩間涼子様・NAO ビーズ」代表
國廣沙織様・
「着物サロンラブリエ」主宰

小野寺

遠藤アキ様・
「鎌倉きものプロジェクト」鈴木瞬様・ガラス作家

作品専門のウェブショップ 「マー・ブル・イン・ザ・ポケット」主宰

ベント発起人

代表

萩本摂子様・「女優」

山本芳志様・
「女優・自分結い

伊藤麻子様・恵比寿「鮨の喜一」女将・縁結び女将

KOZUE ビ

鈴木佐知子様・311 をわすれない 手とこころつなぐ

西川誠治様・「和の庵あいれ屋オーナー」上藪洋子様・
「株式会社クィーン」代表取締役

株式会社」専務取締役

様・「MUG

NIE'S 様・俳優

須田隆久様・声楽家・ボイストレーナー

界各国にお抹茶で国際交流家」みわ美和様・
「フリーアナウンサー」村松加王里様・西川(株)

実行委員

野澤松也様・ラストレータ

佐々木崇弘（たかひろ）様・日本舞踊＆きものモデル秩父さくら様・Ｒａｆｖｅｒｙ（ラフベリー）
・美容師

グマイスター

ｮﾅﾙ委員長

桑原由布子様・ ブライ

田中ひろみ様・吉原六カ町青年部部長 不破利郎様・俳優 石山知佳様・新日本舞踊 師匠 大友千里様・メイクアップ講師 堤

ー&文筆家

締役

苺 那（生貝由加里）様・

・ セラピスト

及川繁暢様・

音楽家」森陽子様・記念日ジュエリー「コキーユ」代表

白川綾音様・
「株式会社

天狼プロダクション」 代表取締役社長

代表・音楽家・ミュージシャン」水上まり様・「診断薬メーカー研究開発部勤務

加

今岡清

日本橋きもの倶楽部案内係」

伊東志貴子様・
「伝統色彩士協会代表・和のパーソナルカラーリスト・古香想庵 香司」吉田雪乃様・「株式会社 PR 現代 和の生活
マガジン 花 saku 」代表取締役社長 下島仁様・「能楽師

シテ方金春流」山中一馬様・きもの DE 司会・きものモデル

り様・「工芸染色師」加藤弥生様・
「株式会社 らつ茶」 代表取締役会長 榎本兆華様・ヘアーサロン

結城ゆか

都築光様・「女優・（株）旅

支度 コーディネーター・臨床検査技師、超音波検査士」小林美由起様・
「役者・モデル・カフェ店長・俳優」加藤 大樹（カトウ ヒ

ロキ）様・和学者
野紀子様

円純庵様・
「五感セラピーコーディネーター」 加納典子様・
「自分結い大江戸和髪隊和髪研究会」実行委員長 藤

