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今号の Mc101 Artist Selection は

菅井マサトモ

さんです。 2~3 面をご覧ください。

音楽で満ちた仙台の幸せな休日
東北 HAPPY HOLIDAY 2013 大盛況に終わる

６月８日土曜日、仙台市青葉区のライブハウス MACANA にて＠なおポップさん主
催のライブイベント「東北 HAPPY HOLIDAY2013」が開催され、アコースティック
系を中心とした 15 組のミュージシャンが出演、満員のお客さんとともに大盛況のうち
に幕を下ろしました。
宮城・岩手・青森からのほか、東京・大阪・静岡からもミュージシャンが参加。お客
さんに素晴らしいミュージシャンの方々を知っていただく狙いもありますが、ミュージ
シャンの皆さんも仙台での一日を楽しんでいらっしゃったようです。
Mc101 では昨年に引き続きライブ写真と最後の記念撮影を担当。ステージからお客
さんと出演者の皆さんが入り混じったようすを撮ったのが上の記念写真です。
来年もきっと開催されると思うので、また是非楽しい一日を過ごしましょう。
当日出演されたミュージシャンは下記の皆さんです。
（50 音順・敬称略）
※東北在住、出身ミュージシャン
秋風センチメンタル / 伊東和哉 / 小山内創祐 / 佐々木順子 / ＠なおポップ
中村維俊 (THE YOUTH）/ 沼倉希美 / 平山真衣 / MyPiano / やなぎ（Allenn）
※ゲストミュージシャン
小玉哲也（大阪）/ ナカノアツシ（大阪）/ ノグチサトシ（静岡）/ 藤田悠治（東京）
代々木原シゲル（東京）
【制作・配布ご協力店舗】

牛たん 炭焼

利久

東七番丁店

仙台駅東口から徒歩 3 分
〒 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 2-3-22
Tel/Fax : 022-296-3577
http://www.rikyu-gyutan.co.jp/
( オンラインショップ )
http://www.gnavi.co.jp/rikyu/
( 店舗紹介 : ぐるなび )
※ 関東地方にも 7 店舗あります。( イオンレイクタウン店・エソラ池袋店・赤坂店・
アトレ吉祥寺店・仙臺たんや利久 東京駅店・渋谷ヒカリエ店・東京ソラマチ店 )

【CD】｢M HISTORY 2005-2011｣
2011 年 8 月 13 日発売、9 曲入 500 円
ライブ会場で販売

1. ジグソーパズル
2. 5 月時々別れ
3. Father and Mother 4. MOVIES
5. sunnyday. sunday 6. Beautiful Woman
7. peace of mind
8. 限りある生命
9. ヒツヨウ条件 -live ver※ 6 月 29 日まで 1000 枚手売りに挑戦中。詳細は特設ページ
http://sugai1000challenge.sblo.jp/
をご覧ください。路上ライブの予定もこちらで。

菅井マサトモ

2013 年 5 月 16 日

Masatomo Sugai

恵比寿天窓 .switch にて撮影

Artist Selection
Mc101 でライブ撮影を行っている、

おすすめのアーティストさんを紹介します。
主な出演会場 :
四谷天窓（高田馬場）
、恵比寿天窓 .switch、58cafe（武蔵浦和）など
他、定期的に路上ライブ開催中（後述）
公式サイト：http://s-masatomo.sakura.ne.jp/

これまたかっこいい男の登場です。宮城県
出身、現在は千葉・東京を中心にギター弾き
語りで活動する菅井マサトモさん。
甘く優しい声で語りかけるように歌うマサ
トモさん。まっすぐな歌詞の楽曲が多いのも
特徴です。
今 年 に 入 っ て か ら CD1000 枚 手 売 り に
チャレンジしており、殆ど毎日のように路上
ライブを開催しています。いわゆるファンの
方々のみならず、地元の学生さんたちにも囲
▲ 2013.-5.22 新浦安にて
まれながら親しげに歌う様子が印象的です。
7 月 14 日には大森のライブバー 51 でワンマンライブを予定していますが、40 席限
定でお陰様をもちまして既に満席。他にカフェやインストアのライブにも出演されます
のでそちらにも是非足をお運びください。
いつもの 3 つの質問、マサトモさんにも答えて頂きました。

Q1. あなたの「人として」の「こだわり」は何ですか ?
「捉え方次第」ってことですね。
僕の大好きな本で「7 つの習慣」という本があるのです
が、どんな状況でも各個人には捉え方の自由があるって
いう旨のフレーズがあって。
目からウロコが落ちたのを覚えています。

http://s-masatomo.sblo.jp/
【Twitter】@xc1t319

「ミュージシャンになり過ぎないこと」です（笑）
もちろん、音楽の勉強は人一倍してきたつもり
でいますが・・・
中学や高校時代の単純に音楽好きだった頃の自
分が気に入るかどうかを常に意識して曲を作って
ます。
なので、
「ミュージシャン」として、というよ
り「リスナー」として、曲を作ったりライブした ▲ 2013.-5.22 船橋にて
パーカッション kami1 さんと
りしてますね。
この気持ちはずっと忘れたくないなって思ってます。

Q3. 読者の皆様に何かありましたらお願いします。
これからも頑張ります、応援よろしくお願いします !!
応援してくれてる方、いつもありがとうございます !!
◀ 2013.-6.-7 仙台にて

【当面のライブ予定】
6 月 15 日（土） ミーナ津田沼 インストアライブ（1F フードコート）
6 月 28 日（金） サウンドバー B1（ビーワン）（大森）
6 月 30 日（日） （昼）ミーナ津田沼 インストアライブ（1F フードコート）
（夜）cafe bar Zizi Annabelle（西荻窪）
7 月 5 日（金） Green World Cafe（京王よみうりランド）
詳細及び最新情報は公式サイトまたはブログにてご確認を。
予約はメールで下記を記載の上、xc1t319@i.softbank.jp まで。
1, お名前 2, ライブ希望日 3, 予約枚数 4, 何かあれば一言（笑）
上記以外に船橋、新浦安などで路上ライブを開催中。場所、時間は

http://sugai1000challenge.sblo.jp/
及び Twitter にてご確認をお願いします。

菅井マサトモ ワンマンライブ

「Thousand Challenge Tour 2013 Final」

t!!

Sold Ou

【場所】 ライブバー 51（フィフティーワン ）
（大森）
東京都大田区大森北 1-14-4 2F
【日時】 2013 年 7 月 14 日（日）開場：18 時 開演：18 時 30 分
【料金】 2000 円 + 2 オーダー（お食事全品 500 円）
【出演】 菅井マサトモ
OpeningAct ＠なおポップ（仙台）

感情に身をゆだねる前に一歩引いて、一番前向きな捉
え方を選択するようにしてます。
あくまで、できるだけですが・・・( 笑 )

【ブログ】「菅井マサトモのブログ」

Q2. あなたの「ミュージシャンとして」の「こだ
わり」は何ですか ?

▲ 2013.-2.-9
武蔵浦和 58cafe にて

Mc101 では、ライブ写真の撮影に際して必ず事前にアーティストさん及びライブ会
場、イベント主催者さんの了承を得た上で行っています。会場の後方または側面壁際
に構え、フラッシュは使わず、状況に応じてシャッター音の出ないカメラを使用する
など、他のお客様にご迷惑をお掛けしないよう努めています。
次号 Vol.16 の Artist Selection は花枝聖さんです。

1000 系（旧国鉄 101 系）最後の 3 本並び
秩父鉄道 2013 わくわく鉄道フェスタ開催

Sanriku-railway
Sothern rias Line

越喜来浜（おきらいはま）に沿う新しい築堤を行く「キット、ずっと号」。
甫嶺（ほれい）〜三陸間にて撮影

2014 年春運転再開予定
バス振替輸送区間

釜石

平田

唐丹

吉浜

三陸

甫嶺

恋し浜

綾里

陸前赤崎

▲イベント後の臨時列車、1010F。

第2回

盛

秩父鉄道では毎年恒例、9 回目となった広瀬川原車両基地の一般公開イベント「わく
わく鉄道フェスタ」が今年は 5 月 18 日土曜日に開催されました。
旧国鉄 101 系こと 1000 系電車が今年度限りでの引退が決定しており、わくわく鉄
道フェスタとしては最後の並列展示となりました。
他、電気機関車はデキ 103・201・301・505 が並び、グッズ・鉄道部品販売のほか、
秩父鉄道オリジナルキャラクターのパレオくん・パレナちゃん・センガタンのほか、深
谷市の ふっかちゃん、熊谷市のニャオざねなど、沿線の「ゆるキャラ」が大集合。
グッズ販売では、Facebook などで話題になった「次はオマエダ」の画像をモチーフ
にしたキーホルダーも販売されました。
SL パレオエクスプレスの C58 363 号機は後藤工場（鳥取県）仕様とされる JNR マー
ク入りのデフレクタ（除煙板）をつけて登場しました。この姿で 6 月いっぱい、パレオ
エクスプレスとして運転されます。

がんばれ ! ローカル線 三陸鉄道南リアス線

「がんばれ ! ローカル線｣ 第 2 弾は４月３日に盛（さかり）～吉浜間で運転を再開し
た三陸鉄道南リアス線。東日本大震災にて津波による大きな被害を受けた箇所も綺麗に
作り直され、クウェート国による支援を受け新造された 36-700 型車両が１日７往復の
輸送を担っています。また、ネスレ日本社提供によるラッピングトレイン「キット、ずっ
と号」も週末を中心に運転中。恋し浜駅はホタテの絵馬が待合室を埋め尽くしており、
昼間の一部列車は３分の停車時間が設けられ、見学することができます。

▲同じく 1003F。行田市〜持田間にて撮影。

▲恋し浜駅に入線する上り盛行列車

2013.-6.-7 撮影
▲恋し浜駅待合室。多数のホタ
テ絵馬が飾られている。

▲国鉄後藤工場（鳥取県）仕様のデフレクタを装備して運転する C58 363 号機、パレオエクスプレス。
波久礼駅付近にて 2013.-5.26 撮影

▲綾里（りょうり）駅に入線する下
り吉浜行列車 2013.-6.-7 撮影

▲吉浜駅にて 2013.-6.-7 撮影

キックオフ・生誕 41 周年記念祭

「いいね !」をもらった写真を
A3 に引き延ばして展示する写真展
私、河野の誕生日記念展示を半年ぶりの原宿でやります。
Mc101 として初の自主展示です。
【日時】 6 月 15 日（土）11 時〜 20 時、16 日（日）11 時〜 17 時
【場所】 デザイン・フェスタ・ギャラリー原宿 WEST 2-B

http://www.designfestagallery.com/

【料金】 入場無料
「いいね !」
は Facebook で皆様から頂いた「いいね !」です。
【内容】 タイトルの通りです。

伊達に旅する写真集
〜仙台・宮城へ出かけよう〜

発売中 !!1 冊 800 円 ( うち寄付金 300 円 )
A5 判 32 ページに、仙台・宮城の鉄道・観光写真を凝縮しています。
売り上げのうち、1 冊 300 円分については、宮城県を中心とした被災地支援活動
に活用して頂くよう、寄付を行います。(Mc101 出展の展示会場、牛たん炭焼 利久
東七番丁店で販売。他は河野までお問い合わせください。)

ミニ写真集

秩父路総天然色

〜電車に乗って、出かけよう。〜
発売中 !!1 冊 300 円

Design Festa Vol.35 での展示のコンセプトそのままに、秩父路を走る電車の
色と観光地のイメージの色を対比させて B6 版 16 ページに纏めました。Mc101
出展の展示会場にて販売。または河野までお問い合わせください。
フリーペーパー「101」は、カフェ、ライブハウス、ギャ
ラリーなどを訪れるお客様に気軽にご覧頂けるフリーペー
パーを目指しています。現時点ではこれといった御礼も出
来ませんが ( せめてお名前だけでも紙面で紹介させて頂きます。)、配布にご協力頂けるお店の方もしく
はアーティスト様、何卒、メール、Twitter で、あるいは直接お会いしたときなどお声掛け頂きたく、
宜しくお願い致します。
【Vol.13 配布ご協力ありがとうございます。】（順不同）
★牛たん 炭焼 利久 東七番丁店様（宮城県仙台市） ★ホシカワカフェ様（埼玉県熊谷市）
★恵比寿天窓 .switch 様（東京都渋谷区） ★赤坂 Graffiti 様（東京都港区）
★代官山 NOMAD 様（東京都渋谷区） ★ Green World Cafe 様（東京都稲城市）
★幡ヶ谷 36°5 様（東京都渋谷区） ★真昼の月 夜の太陽様（東京都新宿区）
★四谷天窓 .comfort 様（東京都新宿区） ★ Free Ride Cafe 様（愛知県半田市）
★四谷天窓様（東京都新宿区） ★ swan's cafe 様（愛知県犬山市）
★銀座 Miiya Cafe 様（東京都中央区） ★音楽食堂様（新潟県長岡市）
★ Veronica 様（新潟県三条市） ★桐子モダン様（新潟県加茂市）
★ GOLDEN PIGS 様（新潟市中央区） ★ Doppo 様（東京都新宿区）
★ふわライブ様 ★小林未郁様 ★相模の風 THE めをと様 ★＠なおポップ様 ★谷口深雪様

配布ご協力店大募集 !!

について

2010 年 11 月のデザイン・フェスタ初出展よ
り私、河野の展示活動を「CTIN」の名義で行っ
てまいりましたが、2013 年 1 月よりその名称を
「Mc101」へ改めております。

鉄道・音楽ライブ・花火などを中心に写真撮影・展示を行い、撮影活動を通じて、被写体
となる方々や地域を応援出来たら、と願っています。

私の原点である国鉄（現 JR）101 系電車への敬意を込めつつ活動を行っていきたい、という意味
を込め、名称を Mc101 と致しました。Mc は Maniac Cameraworks の略ですが、鉄道の世界にお
いてはモーターと運転台を共に有する制御電動車（クモハ）を意味する略号でもあります。
引き続きご愛顧のほどよろしくお願い致します。

あとがき

こうしてあわただしく入稿で迎える誕生日前夜。
41 歳を間もなく迎えるわけですが、このぎりぎりで生きていく
修正だけは何とか直していきたいものです。
まずは 15 日、16 日、ほとんどの方は終わってから本紙を手に
されるわけですが、展示の成功を願うばかりです。
次号は 7 月上旬発行予定です。		

