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2005.2 - 2007.12



広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン

2005200520052005年年年年2222月より、「地域に関わるプロフェッショナルが集う場の提供」と言うコンセプトで、様々な月より、「地域に関わるプロフェッショナルが集う場の提供」と言うコンセプトで、様々な月より、「地域に関わるプロフェッショナルが集う場の提供」と言うコンセプトで、様々な月より、「地域に関わるプロフェッショナルが集う場の提供」と言うコンセプトで、様々な

ゲストの方をお招きしてまいりました。ゲストの方をお招きしてまいりました。ゲストの方をお招きしてまいりました。ゲストの方をお招きしてまいりました。



第１回広尾・恵比寿ホットサロン第１回広尾・恵比寿ホットサロン第１回広尾・恵比寿ホットサロン第１回広尾・恵比寿ホットサロン

2005.2.19

オープニング・パーティオープニング・パーティ



第２回広尾・恵比寿ホットサロン第２回広尾・恵比寿ホットサロン第２回広尾・恵比寿ホットサロン第２回広尾・恵比寿ホットサロン

平盛平盛平盛平盛 友佳子（ソプラノ歌手友佳子（ソプラノ歌手友佳子（ソプラノ歌手友佳子（ソプラノ歌手))))

神奈川県横浜市出身。
武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科卒業。

「オペラ入門」「オペラ入門」「オペラ入門」「オペラ入門」

武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科卒業。
二期会オペラストゥーディオ第45期マスタークラス修了。

上記大学卒業演奏会、同大学同窓会神奈川県支部新人演奏
会、「私のミニコンサート」「トライアルコンサート」（ルーテル

市ヶ谷）、産経新聞社主催第２回「明日のマリア・カラス、僕ら
のドミンゴを探せ!!」（オーチャードホール）、首都オペラニュー
イヤーコンサート（横浜みなとみらいホール）等に出演。
オペラでは首都オペラ「ホフマン物語」ステッラ役、「マクベス」
侍女役（神奈川県民ホール）、横浜シティオペラ関連地方オペ
ラ「ヘンゼルとグレーテル」露の精役（沼津市民文化センター）
等に出演。

また墨田区民オペラ「メリーウィドウ」では佐々木典子氏による
ハンナ役のアンダースタディをこなした。
また講談社出版ファッション雑誌「ViVi」＆ファッション企業「ナ
ラ・カミーチェ」の共催周年イベントにゲストとして出演するなど、
企業イベントにも多く出演。
鹿野章人、森永朝子、三縄みどりの各氏に師事。二期会準会鹿野章人、森永朝子、三縄みどりの各氏に師事。二期会準会

員。



第３回広尾・恵比寿ホットサロン第３回広尾・恵比寿ホットサロン第３回広尾・恵比寿ホットサロン第３回広尾・恵比寿ホットサロン

武田双雲（書道家）武田双雲（書道家）武田双雲（書道家）武田双雲（書道家）

武田双雲（たけだ・そううん）

「書と私」「書と私」「書と私」「書と私」

武田双雲（たけだ・そううん）

1975年、熊本県生まれ。ふたば書道会師範。書作家の
母親のもと、３歳から書を習い始める。人に感動を与え
ることを信念にパフォーマンス書道、他ジャンルのアー

ティストとのコラボレーションを実践して、書の新しい領
域を開拓し続けている。その作品は海外でも高く評価さ
れ、2003年には「日中芸術交流祭」にて上海美術館より
「龍華翠褒賞」、イタリアのフィレンツェで開催された「栄
光のネオルネッサンス展」にて「コスタンツァ・メディチ家
芸術褒章」を受賞。テレビ、ラジオ出演多数、他取材・執

筆書の新しい領域を開拓し続けるアーティスト。



第４回広尾・恵比寿ホットサロン第４回広尾・恵比寿ホットサロン第４回広尾・恵比寿ホットサロン第４回広尾・恵比寿ホットサロン

松本和子（ソムリエール）松本和子（ソムリエール）松本和子（ソムリエール）松本和子（ソムリエール）

「ワイン入門」「ワイン入門」「ワイン入門」「ワイン入門」

オフィス・スーヴニール・ド・ボルドー主宰

1985年第1回ソムリエ認定資格修得。後、ボルドー大学

にて醸造とデギュスタシオンのコース修了。1997にはフ
ランスチーズ・シュヴァリエを修得。現在はワインスクー
ル「ワインスカラ」「田中伶子クッキングスクール」等での
ワイン講師活動、フランス食品振興会（SOPEXA）にて
コーディネーターなど精力的な活動を行なう。



第５回広尾・恵比寿ホットサロン第５回広尾・恵比寿ホットサロン第５回広尾・恵比寿ホットサロン第５回広尾・恵比寿ホットサロン

MASAKIMASAKIMASAKIMASAKI（マジシャン）（マジシャン）（マジシャン）（マジシャン）

「奇蹟「奇蹟「奇蹟「奇蹟（マジック）（マジック）（マジック）（マジック）の裏側」の裏側」の裏側」の裏側」

マジックライブバー髪型屋オーナー。ヘアメイクアーティ
ストでもありプロマジシャンでもある。盟友ふじいあきら
氏と共にマジックライブバー髪形屋をオープン、04年よ

りプロマジシャンとしての活動も開始し、異色美容師マ
ジシャンとしても各メディアに注目される。日本テレビ系
「FUN」では藤原紀香、今田耕司らにマジックを披露、フ
ジテレビ「スーパーニュース」でもオリジナルトリックを披
露、フジテレビ系「爆笑おすピー問題」、TX「ハロモニ」で
はふじいあきら氏にマジックを提供するなど多岐にわた

り活躍中。



第６回広尾・恵比寿ホットサロン第６回広尾・恵比寿ホットサロン第６回広尾・恵比寿ホットサロン第６回広尾・恵比寿ホットサロン

中村京妙（歌舞伎俳優）中村京妙（歌舞伎俳優）中村京妙（歌舞伎俳優）中村京妙（歌舞伎俳優）

「歌舞伎入門」「歌舞伎入門」「歌舞伎入門」「歌舞伎入門」

［代数］初代、［屋号］京屋。女方｡雀右衛門一門の後輩
の京蔵と勉強会『桜梅會(おうばいかい)』を主宰｡

若々しい色気のある娘方を本領とする｡52年4月中村雀
右衛門に入門し中村京妙を名のる｡62年5月名題昇進｡
昭和52年3月､55年12月国立劇場奨励賞｡平成11年５月
歌舞伎座賞｡12年第六回日本俳優協会賞｡13年第17回
こんぴら大歌舞伎三穂津さくら賞｡



第７回広尾・恵比寿ホットサロン第７回広尾・恵比寿ホットサロン第７回広尾・恵比寿ホットサロン第７回広尾・恵比寿ホットサロン

「スペシャル・ワイン会」



第８回広尾・恵比寿ホットサロン第８回広尾・恵比寿ホットサロン第８回広尾・恵比寿ホットサロン第８回広尾・恵比寿ホットサロン

広見広見広見広見護護護護 （シガリエ）（シガリエ）（シガリエ）（シガリエ）

「大人の嗜好、シガー」「大人の嗜好、シガー」「大人の嗜好、シガー」「大人の嗜好、シガー」

1967年 東京生まれ。

1989年 マキシム・ド・パリ（株）に入社。

1990年 （社）日本ソムリエ協会認定ソムリエ。

1996年マキシム・ド・パリ、メートル・ドテル。

1997年 日本で初めての葉巻の本『葉巻の世界～贅沢
な時間の過ごし方～』を日東書院より上梓。

1998年 マキシム・ド・パリ（株）を退社し、ダビドフの輸入
元ブルーベル・ジャパン（株）に入社。シガーの市場開発
に携わる。

1999年 『広見護シガースクール』を主宰。全国各地でシ
ガーセミナー講師を務める。

2003年 ブルーベル・ジャパン（株）を退社し、コンサルタ
ントとして独立。ントとして独立。

2004年 （有）ヒロミエンタープライズを設立。シガー関連
書籍の出版事業、コンサルティング、講演活動を行なう



第９回広尾・恵比寿ホットサロン第９回広尾・恵比寿ホットサロン第９回広尾・恵比寿ホットサロン第９回広尾・恵比寿ホットサロン

中中中中 博博博博 （経営コンサルタント）（経営コンサルタント）（経営コンサルタント）（経営コンサルタント）

「多角的人生のすすめ「多角的人生のすすめ「多角的人生のすすめ「多角的人生のすすめ

--------松下幸之助に学ぶ松下幸之助に学ぶ松下幸之助に学ぶ松下幸之助に学ぶ」」」」

中中中中 博博博博 （経営コンサルタント）（経営コンサルタント）（経営コンサルタント）（経営コンサルタント）

松下電器産業本社企画室にて、松下幸之助氏の下で、
数多くのプロジェクトを手がけ成功を収める。
幸之助氏の命により、関西経済同友会・関経連業務ス
タッフとして、大阪府知事のブレーンとなり、大阪２１世
紀計画策定に携わる。
後、経団連へ出向し、土光経団連会長プロジェクト自由
主義経済プログラム事務局長を務め国鉄民営化の鼎と
なった「新しい自由主義経済社会」の答申案をまとめる。
また、ＰＨＰ研究所スタッフとして、松下幸之助プロジェク
トを担当。
他にも、ポートピア神戸博松下館総合プロデューサー、
ビジネス情報誌「ＴＨＥ２１」創刊編集長、東京ディズニー
ランド１０周年記念事業チーフプロデューサーなど、数ランド１０周年記念事業チーフプロデューサーなど、数
多くのプロジェクトを成功させる。

松下電器産業退職後は、株式会社廣済堂出版社長に
就任。
平成16年には中博事務 所を設立し、企画再生・事業再
生・地域再生を主とする総合コンサルタント業務 を推進。
株式会社バリューゴルフの設立など自らも多くの会社経
営に携わる。現在は上場企業、及び上場を目指す企業
の役員、顧問、監査役に就任。
企業および事業再生に取り組む傍ら、各地で「本物の
経営」について講演する。



第１０回広尾・恵比寿ホットサロン第１０回広尾・恵比寿ホットサロン第１０回広尾・恵比寿ホットサロン第１０回広尾・恵比寿ホットサロン

有川一三有川一三有川一三有川一三 （ジュエリーインスティチュート主宰（ジュエリーインスティチュート主宰（ジュエリーインスティチュート主宰（ジュエリーインスティチュート主宰 ））））

アルビオンアートジャパン株式会社 代表取締役

「アンティークジュエリー「アンティークジュエリー「アンティークジュエリー「アンティークジュエリー

--------その美と歴史その美と歴史その美と歴史その美と歴史」」」」

アルビオンアートジャパン株式会社 代表取締役

昭和52年3月 早稲田大学 政経学部卒業。

昭和56年4月 宝石の有川入社、輸入部門を担当する。
またこの頃、仏教美術のコレクションを始める。

昭和57年8月 西ドイツのフォルツハイム装身具美術館
のアンティークジュエリーコレクションに感銘、館長のフ
リック・ファルク博士の指導を受ける。

昭和57年12月 宝飾品研究のために渡欧する。

昭和58年9月 アリカワトレーディング設立。アンティーク
ジュエリーの販売を開始する。

昭和60年10月 アルビオンアートジャパン株式会社を設
立し、代表取締役就任。

平成8年 英国の宝飾史学家ダイアナ・スカリスブリック平成8年 英国の宝飾史学家ダイアナ・スカリスブリック
女史に師事する。

平成15年4月 アルビオンアート ジュエリー インスティ
チュート（AAJI）設立。主宰。

平成17年4月 東京芸術大学非常勤講師就任。



広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン

2006.1 - 2006.12



第１１回広尾・恵比寿ホットサロン第１１回広尾・恵比寿ホットサロン第１１回広尾・恵比寿ホットサロン第１１回広尾・恵比寿ホットサロン

中垣葉子中垣葉子中垣葉子中垣葉子 （フラメンコダンサー）（フラメンコダンサー）（フラメンコダンサー）（フラメンコダンサー）

幼少よりモダンバレエを習い、その後ジャズダンス・社

「情熱のフラメンコ「情熱のフラメンコ「情熱のフラメンコ「情熱のフラメンコ

～スペインの夕べ」～スペインの夕べ」～スペインの夕べ」～スペインの夕べ」

幼少よりモダンバレエを習い、その後ジャズダンス・社
交ダンス・フラメンコを 勉強し、 企業イベントなどの依頼
をはじめ、さまざまなライブに出演中。

現在は、Personal Trainer (Gyrokinesis & Pilates)として
ボディメンテナンスや故障のない 身体作りをクライアン
トに指導している。

1996年サンフランシスコ・ニューヨークにダンス留学

2005年 鍵田真由美フラメンコ舞踊団として「ARTE Y 
SOLERA 歓喜」文化庁芸術祭舞踊部門大賞受賞

2005年 GYROKINESIS of Apprenteceship取得

2005年 KANE School PILATES MAT 取得



第１２回広尾・恵比寿ホットサロン第１２回広尾・恵比寿ホットサロン第１２回広尾・恵比寿ホットサロン第１２回広尾・恵比寿ホットサロン

高瀬精一郎高瀬精一郎高瀬精一郎高瀬精一郎 （（（（高瀬企画代表高瀬企画代表高瀬企画代表高瀬企画代表））））

「朗読で古典に触れる「朗読で古典に触れる「朗読で古典に触れる「朗読で古典に触れる

～江戸歌舞伎と上方歌舞伎～」～江戸歌舞伎と上方歌舞伎～」～江戸歌舞伎と上方歌舞伎～」～江戸歌舞伎と上方歌舞伎～」

元前進座文芸演出部長。日本演出者協会会員。日本
演劇協会会員。

主著に「近松からの出発 －いま歌舞伎を考える」。主
な演出作品に「心中天綱島」、「女殺油地獄」、「東海道
四谷怪談」、木下順二

藤間鶴多郎藤間鶴多郎藤間鶴多郎藤間鶴多郎 （（（（日本舞踊藤間流師範日本舞踊藤間流師範日本舞踊藤間流師範日本舞踊藤間流師範））））

藤間多門師、狂言和泉之秀師に師事。現在、高瀬精一
郎師の近松塾にて、読み語り近松を修行。



第１３回広尾・恵比寿ホットサロン第１３回広尾・恵比寿ホットサロン第１３回広尾・恵比寿ホットサロン第１３回広尾・恵比寿ホットサロン

竹田恒泰竹田恒泰竹田恒泰竹田恒泰 （旧皇族（旧皇族（旧皇族（旧皇族 ））））

「皇族の真実」「皇族の真実」「皇族の真実」「皇族の真実」

財団法人「ロングステイ財団」専務理事。明治天皇の父、
孝明天皇の研究を続ける傍ら、全国で環境問題に関す
る講演活動を行っている。

祖父は旧皇族・竹田宮恒徳王。竹田家は戦後皇籍離脱
した11宮家の一つ。

父は日本オリンピック委員会(JOC)会長、恒和氏。慶応
大卒。30歳。



第１４回広尾・恵比寿ホットサロン第１４回広尾・恵比寿ホットサロン第１４回広尾・恵比寿ホットサロン第１４回広尾・恵比寿ホットサロン

藤岡弘、藤岡弘、藤岡弘、藤岡弘、 （（（（俳優、武道家俳優、武道家俳優、武道家俳優、武道家））））

「武士道に学ぶ」「武士道に学ぶ」「武士道に学ぶ」「武士道に学ぶ」

1965年 松竹映画ニューフェイスとしてデビュー。

主な出演作に『仮面ライダー』『勝海舟』『特捜最前線』
『連続テレビ小説「あすか」』『藤岡弘、探検シリーズ』な
どのテレビ、『野獣死すべし』『日本沈没』『大空のサムラ
イ』などの映画、『SFソードキル』『K2』『将軍コップ』など
のハリウッド映画、他主演多数。

米国のアクターズ・ギルド(俳優組合)に所属。

武道家でもあり、空手初段、居era合道初段、柔道三段、
抜刀道四段、小刀護身道四段、刀道七段(教士)。

民間ボランティア団体の理事も務め、国内外問わず、世
界各地の紛争地帯や被災地で、メンバーと共に救済活
動を行っている。

著書に『仮面ライダー本郷猛の真実』(ぶんか社)、『サム
ライ学』(アスペクト)『熱血・藤岡弘、の「人生に喝！」』(ビ
ジネス社)『実践・五輪書 武道を通して学んだ宮本武
蔵』(ビジネス社)、『愛と勇気と夢を持て！』(ゴマブック
ス)がある。



第１５回広尾・恵比寿ホットサロン第１５回広尾・恵比寿ホットサロン第１５回広尾・恵比寿ホットサロン第１５回広尾・恵比寿ホットサロン

ファンキー末吉ファンキー末吉ファンキー末吉ファンキー末吉 （爆風スランプリーダー）（爆風スランプリーダー）（爆風スランプリーダー）（爆風スランプリーダー）

1990年に北京の地下クラブで偶然、当時「精神汚染音

「中国ミュージックシーンの裏側」「中国ミュージックシーンの裏側」「中国ミュージックシーンの裏側」「中国ミュージックシーンの裏側」

1990年に北京の地下クラブで偶然、当時「精神汚染音
楽」として不自由な活動を余儀なくされていた中国ロック
と出会い、まだ当時アンダーグラウンドであった中国ロッ
カー達と交流。

その後、数々の中国ロックバンド・ミュージシャンのプロ
デューサーとして、全中国のヒットチャートにチャートイン
させる。また、中国のグラミー賞「十大金曲作曲賞」の受
賞や、大陸のアーティストでは初めての6万人スタジア
ムコンサートを成功させるなど、中国のミュージックシー
ンに多大な影響を与えている。自身も二井原実(ラウド
ネス)、橘高文彦(ex.筋肉少女帯)、和佐田達彦(爆風スラ
ンプ)とX.Y.Z.→Aを結成、47都道府県ツアーを敢行する
などパワフルな活動をしている。



第１６回広尾・恵比寿ホットサロン第１６回広尾・恵比寿ホットサロン第１６回広尾・恵比寿ホットサロン第１６回広尾・恵比寿ホットサロン

泉二孝明泉二孝明泉二孝明泉二孝明 （銀座（銀座（銀座（銀座 もとじもとじもとじもとじ 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 ））））

1949年鹿児島県奄美大島生まれ。株式会社銀座もとじ

「日本の夏・ゆかたの夏」「日本の夏・ゆかたの夏」「日本の夏・ゆかたの夏」「日本の夏・ゆかたの夏」

1949年鹿児島県奄美大島生まれ。株式会社銀座もとじ
代表取締役。故郷の奄美大島の大島紬への想いか
ら、’79年、銀座一丁目に「もとじ呉服店 」を開店。’84年
（株）銀座もとじ設立。銀座にこだわり、銀座をテーマに
したオリジナル着物「銀座のものがたり」を毎年発表、銀
座のシンボルである柳を染料に「銀座の柳染め」を考案、
5年の歳月をかけて開発、商品化に成功する。又、泰明
小学校の地域研究アドバイザーとして、毎年5年生を対
象に「銀座の柳染め」の課外授業を担当している。

’00年、織の専門店「和織」を開店、’02年、男の着物専
門店「男のきもの」、'03年、アフターケア専門店「悉皆」を
開店、’04年には銀座四丁目に、染の専門店「和染」、
和文化の発信基地「ぎゃらりー泉」、そして「男のきもの」
（三丁目より移転）の三店を開店。「新しい時代の新しい
着物店」づくりに挑む。著書に「男のきもの人生、始めま
せんか」（リヨン社）、世界文化社きものサロンMOOK 別
冊家庭画報「銀座もとじの男のきもの」監修。



第１７回広尾・恵比寿ホットサロン第１７回広尾・恵比寿ホットサロン第１７回広尾・恵比寿ホットサロン第１７回広尾・恵比寿ホットサロン

松本和子松本和子松本和子松本和子 （ソムリエール（ソムリエール（ソムリエール（ソムリエール ））））

オフィス・スーヴニール・ド・ボルドー主宰

「本格香港飲茶とロゼ・シャ「本格香港飲茶とロゼ・シャ「本格香港飲茶とロゼ・シャ「本格香港飲茶とロゼ・シャ

トーワインの夕べトーワインの夕べトーワインの夕べトーワインの夕べ 」」」」

オフィス・スーヴニール・ド・ボルドー主宰

1985年第1回ソムリエ認定資格修得。後、ボルドー大学

にて醸造とデギュスタシオンのコース修了。1997にはフ
ランスチーズ・シュヴァリエを修得。

現在はワインスクール「ワインスカラ」「田中伶子クッキ
ングスクール」等でのワイン講師活動、フランス食品振
興会（SOPEXA）にてコーディネーターなど精力的な活動
を行なう。



第１８回広尾・恵比寿ホットサロン第１８回広尾・恵比寿ホットサロン第１８回広尾・恵比寿ホットサロン第１８回広尾・恵比寿ホットサロン

鈴木治彦鈴木治彦鈴木治彦鈴木治彦 （フリーキャスター）（フリーキャスター）（フリーキャスター）（フリーキャスター）

大学卒業と同時に、ラジオ東京（現ＴＢＳ）にアナウン

おもしろ・ザ・カブキおもしろ・ザ・カブキおもしろ・ザ・カブキおもしろ・ザ・カブキ

～伝統芸能～伝統芸能～伝統芸能～伝統芸能 歌舞伎の楽しみ方～歌舞伎の楽しみ方～歌舞伎の楽しみ方～歌舞伎の楽しみ方～

大学卒業と同時に、ラジオ東京（現ＴＢＳ）にアナウン
サーとして入社。相撲放送を仕事の柱とした他、寄席番
組などを担当。

昭和59年、TBSを退社し、現在はフリーキャスターとして
民放各社「おもいっきりテレビ」「土曜スペシャル」等をは
じめ、NHK「男の食卓」「ステージドア」 等、伝統文化放
送「対談・芸に生きる」等のテレビ・ラジオに出演してい
るほか、歌舞伎の解説やトークショー、宝塚のトーク
ショー、ジャズのプロデュース・司会等、精力的に活躍。

また、旅・食べ歩き・料理と多種多様な趣味も仕事に取
り入れ、著書も多数。



第１９回広尾・恵比寿ホットサロン第１９回広尾・恵比寿ホットサロン第１９回広尾・恵比寿ホットサロン第１９回広尾・恵比寿ホットサロン

梅沢由香里梅沢由香里梅沢由香里梅沢由香里 （囲碁棋士）（囲碁棋士）（囲碁棋士）（囲碁棋士）

1973年生まれ。

「はじめての囲碁」「はじめての囲碁」「はじめての囲碁」「はじめての囲碁」

1973年生まれ。

6才で囲碁をはじめ、87年加藤正夫九段に入門。

全日本女流アマ選手権8位(85年)、全国学生本因坊戦3
位(男女混合、93年) 

全国本因坊戦東京都大会優勝(男女混合94年)、全国女
流アマ選手権3位(95年) 

95年同年プロ試験合格。

96年4月よりNHK『囲碁の時間』司会兼聞き手役、99年
囲碁漫画『ヒカルの碁』監修、2002年9月5段に昇段。

日本棋院所属。



第２０回広尾・恵比寿ホットサロン第２０回広尾・恵比寿ホットサロン第２０回広尾・恵比寿ホットサロン第２０回広尾・恵比寿ホットサロン

木下木下木下木下代理子代理子代理子代理子 （カラーカウンセラー）（カラーカウンセラー）（カラーカウンセラー）（カラーカウンセラー）

色彩と深層心理分析を研究し、クレヨンを使って心理分

「色が導く自分探しの旅」「色が導く自分探しの旅」「色が導く自分探しの旅」「色が導く自分探しの旅」

色彩と深層心理分析を研究し、クレヨンを使って心理分
析を行うカウンセリング法、ヒューマンカラーカウンセリ
ング（国際特許）を用い心理分析を行う。個人のカウン
セリング、企業や学校の人材教育研修やセミナー、ビジ
ネスや恋愛、生活で効果を発揮する色の活用法をご紹
介。

▼主な著書

・「色だけで強運になれる技術」 ２００３年８月出版 ＰＨ
Ｐ研究所

・「色で変わる人間心理」 ２００４年３月出版 実業之日
本社

他、現在フジサンケイビジネスアイの日曜版に「木下代
理子の成功する色選び」

健康保険組合・健康ひろばに「色いろ活かそうカラーセ
ラピーを連載中。



第２１回広尾・恵比寿ホットサロン第２１回広尾・恵比寿ホットサロン第２１回広尾・恵比寿ホットサロン第２１回広尾・恵比寿ホットサロン

クリスマスパーティ



広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン広尾・恵比寿ホットサロン

2007.1 - 2007.12



第２２回広尾・恵比寿ホットサロン第２２回広尾・恵比寿ホットサロン第２２回広尾・恵比寿ホットサロン第２２回広尾・恵比寿ホットサロン

藤田藤田藤田藤田 智行智行智行智行

カジノイベントでの業務を行う裕智株式会社代表取締

「艶男（アデオス）艶女（ア「艶男（アデオス）艶女（ア「艶男（アデオス）艶女（ア「艶男（アデオス）艶女（ア

デージョ）のカジノナイト」デージョ）のカジノナイト」デージョ）のカジノナイト」デージョ）のカジノナイト」

カジノイベントでの業務を行う裕智株式会社代表取締

役



第２３回広尾・恵比寿ホットサロン第２３回広尾・恵比寿ホットサロン第２３回広尾・恵比寿ホットサロン第２３回広尾・恵比寿ホットサロン

風間風間風間風間杜夫杜夫杜夫杜夫 （俳優）（俳優）（俳優）（俳優）

東京都出身。1949年生まれ、1972年デビュー。1977年

「芸能人生」「芸能人生」「芸能人生」「芸能人生」

東京都出身。1949年生まれ、1972年デビュー。1977年
よりつかこうへい作品の主軸俳優として人気を博し、
1982年映画『蒲田行進曲』主演。その後は舞台、テレビ、
映画とオールラウンドに活躍。2002年には、ひとり芝居
『カラオケマン』の北京公演をし成功をおさめる。2003年
文化庁芸術祭賞大賞受賞、読売演劇大賞最優秀男優
賞受賞。



第２４回広尾・恵比寿ホットサロン第２４回広尾・恵比寿ホットサロン第２４回広尾・恵比寿ホットサロン第２４回広尾・恵比寿ホットサロン

浅見浅見浅見浅見慈一慈一慈一慈一 （能楽師）（能楽師）（能楽師）（能楽師）

1964年生まれ。

「能楽入門」「能楽入門」「能楽入門」「能楽入門」

1964年生まれ。
3歳の幼少で初舞台を踏み、以後10年間子役として能を

演じる。法政大学にて能楽を研究した後、東京芸術大
学（別科）にて修士課程を修了する。現在、銕仙会のメ
ンバーでもある。



第２５回広尾・恵比寿ホットサロン第２５回広尾・恵比寿ホットサロン第２５回広尾・恵比寿ホットサロン第２５回広尾・恵比寿ホットサロン

三宅三宅三宅三宅恵介恵介恵介恵介 （フジテレビジョン編成制作局ゼネラル（フジテレビジョン編成制作局ゼネラル（フジテレビジョン編成制作局ゼネラル（フジテレビジョン編成制作局ゼネラル

ディレクター）ディレクター）ディレクター）ディレクター）

「お笑いの裏舞台」「お笑いの裏舞台」「お笑いの裏舞台」「お笑いの裏舞台」

80年代のお笑いブームに「オレたちひょうきん族」で、制

作者でありながら番組に登場していた「ひょうきんディレ
クターズ」一員。通称、デタガリ。

フジテレビで明石家さんまの出演する番組にはほぼす

べて関与している。



第２６回広尾・恵比寿ホットサロン第２６回広尾・恵比寿ホットサロン第２６回広尾・恵比寿ホットサロン第２６回広尾・恵比寿ホットサロン

安藤安藤安藤安藤 香織香織香織香織 （ミュージックセラピー）（ミュージックセラピー）（ミュージックセラピー）（ミュージックセラピー）

美術教師の父、セラピストの母という家庭環境のもと4

「音楽のチカラ」～ミュージッ「音楽のチカラ」～ミュージッ「音楽のチカラ」～ミュージッ「音楽のチカラ」～ミュージッ

クセラピーの世界より～クセラピーの世界より～クセラピーの世界より～クセラピーの世界より～

美術教師の父、セラピストの母という家庭環境のもと4
才からクラシックピアノを始める。
YAMAHAのオーディション合格をきっかけにポピュラー

ピアノを学び、その後映像音楽の作曲家を目指したアメ
リカ留学時にミュージックセラピーと出会う。

帰国後ミュージックセラピストとして作曲家としての活動
を始める。日本音楽療法学会員



第２７回広尾・恵比寿ホットサロン第２７回広尾・恵比寿ホットサロン第２７回広尾・恵比寿ホットサロン第２７回広尾・恵比寿ホットサロン

果鈴果鈴果鈴果鈴 （ジャズシンガー）（ジャズシンガー）（ジャズシンガー）（ジャズシンガー）

高校時代からR&Bに憧れ音楽活動を開始。モデルとし

「「「「JAZZJAZZJAZZJAZZの世界～音楽のルーの世界～音楽のルーの世界～音楽のルーの世界～音楽のルー

ツを求めて」ツを求めて」ツを求めて」ツを求めて」

高校時代からR&Bに憧れ音楽活動を開始。モデルとし
ても、ファッションショーを中心に活躍の場を広げる。
2000年よりシンガーソングライターとしての活動を本格
始動。都内ライブハウスにて積極的にライブ活動を行う
2006年、NYにて海外の有名ミュージシャンらと積極的
にセッションを重ね、日本とNYで活躍中の新鋭ジャズピ
アニスト若宮功三プロデュースの1stアルバム
「StayGold」をリリース。



第２８回広尾・恵比寿ホットサロン第２８回広尾・恵比寿ホットサロン第２８回広尾・恵比寿ホットサロン第２８回広尾・恵比寿ホットサロン

松本松本松本松本 和子和子和子和子 （ソムリエ）（ソムリエ）（ソムリエ）（ソムリエ）

1949年鹿児島県奄美大島生まれ。

「イタリアンで楽しむ夏の夕「イタリアンで楽しむ夏の夕「イタリアンで楽しむ夏の夕「イタリアンで楽しむ夏の夕

べ」べ」べ」べ」

1949年鹿児島県奄美大島生まれ。
オフィス・スーヴニール・ド・ボルドー主宰

1985年第1回ソムリエ認定資格修得。後、ボルドー大学
にて醸造とデギュスタシオンのコース修了。
1997にはフランスチーズ・シュヴァリエを修得。
現在はワインスクール「ワインスカラ」「田中伶子クッキ
ングスクール」等でのワイン講師活動、フランス食品振
興会（SOPEXA）にてコーディネーターなど精力的な活
動を行なう。



第２９回広尾・恵比寿ホットサロン第２９回広尾・恵比寿ホットサロン第２９回広尾・恵比寿ホットサロン第２９回広尾・恵比寿ホットサロン

柴田柴田柴田柴田佳秀佳秀佳秀佳秀 （科学ジャーナリスト）（科学ジャーナリスト）（科学ジャーナリスト）（科学ジャーナリスト）

科学ジャーナリスト、1965年東京都生まれ。

「東京！ふしぎ大発見！」「東京！ふしぎ大発見！」「東京！ふしぎ大発見！」「東京！ふしぎ大発見！」

科学ジャーナリスト、1965年東京都生まれ。
東京農業大学農学科卒
生態学専攻。

番組制作会社に勤務し、「土曜特集」「生きもの地球紀
行」「地球！ふしぎ大自然」などＮＨＫ自然番組を多数制
作する。
2005年からフリーランス、執筆、講演会活動を行う

▼主な著書
カラスの常識 寺子屋新書０２３ 子どもの未来社 2007
年
わたしのカラス研究 さ・え・ら書房 2006年
鳥の雑学がよ～くわかる本 秀和システム 2006年
生き物の飼育 がくしゅう大図鑑 世界文化社 2006年
共著
狭山丘陵見て歩き 幹書房 1990年 共著狭山丘陵見て歩き 幹書房 1990年 共著
トトロのふるさと狭山丘陵見て歩き 幹書房 1996年
共著
トトロの森の探検ガイド 幹書房 1998年 共著



第３０回広尾・恵比寿ホットサロン第３０回広尾・恵比寿ホットサロン第３０回広尾・恵比寿ホットサロン第３０回広尾・恵比寿ホットサロン

渡辺渡辺渡辺渡辺 宜嗣宜嗣宜嗣宜嗣 （テレビ朝日アナウンサー）（テレビ朝日アナウンサー）（テレビ朝日アナウンサー）（テレビ朝日アナウンサー）

テレビ朝日アナウンサー、1954年愛知県生まれ。

「報道の裏側～事件は突然「報道の裏側～事件は突然「報道の裏側～事件は突然「報道の裏側～事件は突然

やってくる～」やってくる～」やってくる～」やってくる～」

テレビ朝日アナウンサー、1954年愛知県生まれ。

テレビ朝日にて主に報道番組で活躍。過去にはトゥナイ
トのレポーター等も務めていた。1999年に行われた、海
底に眠る戦艦大和の潜水調査の特集番組では、潜水
艇に乗り中継レポーターを担当するなど、現場を重視し
た報道には定評があり、著書に「報道フットワーク主義」
がある。

2005年に劇場公開された東映映画『男たちの大和
/YAMATO』では、ナレーターを担当、また、ドラえもん

数作品にもアナウンサー役で出演。熱烈な中日ドラゴン
ズのファンとしても知られている。

＜主な出演番組＞
トゥナイトトゥナイト
大相撲ダイジェスト
OH!相撲
モーニングショー
ステーションEYE
ニュースステーション
スーパーモーニング
朝まで生テレビ



第３１回広尾・恵比寿ホットサロン第３１回広尾・恵比寿ホットサロン第３１回広尾・恵比寿ホットサロン第３１回広尾・恵比寿ホットサロン

参武狼参武狼参武狼参武狼 （元マフィアのボス）（元マフィアのボス）（元マフィアのボス）（元マフィアのボス）

元マフィアのボス。高校生時代に暴走族の連合長など

「マフィアの掟。裏社会」「マフィアの掟。裏社会」「マフィアの掟。裏社会」「マフィアの掟。裏社会」

元マフィアのボス。高校生時代に暴走族の連合長など
を経て、高校卒業と同時に上京。22歳の時に金稼ぎ集
団と称して、グループを結成。
最終的には、1300人のマフィア集団となる。

一般的にいう暴力団ではなく、海外的なマフィア組織に
なっており、世の中の表面には、一切現れない水面下
での組織で、ヤクザから狂犬と恐れられた。
26歳の時に組織を解散し、闇金業を行うが3年後に逮捕
され1年6ヶ月の刑務所生活を送る。

拘置所の独居房で生活している時に更生を決意し、出
所後に自らの経験を活かしたトラブルシューティングの
仕事を始めると同時に著書『やくざから狂犬とよばれた
男』（宝島社）『初犯マニュアル』（日本エディターズ）等を
出版し、注目を浴びる。

漫画の主人公としても取り上げられ、テレビ、ラジオへ
の出演等でも活躍中。の出演等でも活躍中。



第３２回広尾・恵比寿ホットサロン第３２回広尾・恵比寿ホットサロン第３２回広尾・恵比寿ホットサロン第３２回広尾・恵比寿ホットサロン

2007.12.15

クリスマスパーティクリスマスパーティ


