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東京から北陸新幹線で2時間半！
標高1000mの高原JAZZ

ゲスト

北陸新幹線
飯山駅開業記念イベント
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8/22［土］	 	 	 	

1	 10:00	 伊佐津和朗（vib）クインテット	 長野	 Combo

2	 10:35	 KMBバンド	 長野	 Combo

3	 11:10	 Feel So Good!	 新潟	 Combo

4	 11:45	 TMジャズグループ	 東京	 Combo

5	 12:20	 七菜バンド	 東京	 Combo

6	 13:10	 Caliente	 東京	 Combo

7	 13:45	 Misty-Q with 門馬瑠依(Vo)	 東京	 Combo

8	 14:20	 Dr. Dixie Saints	 東京	 Combo(Dixie)

9	 14:55	 Bandeira Bandeira	 東京	 Combo

10	 15:30	 都庁スイングビーツユニット	 東京	 BIG	BAND

11	 16:05	 えりいとじゃずおーけすとら	 東京	 BIG	BAND

	 18:00	 交流パーティー（山の家）	 	

8/23［日］	 	 	 	

12	 10:00	 Alley Cats Bigband	 愛知	 BIG	BAND

13	 10:35	 A.N.E. Bigband	 東京	 BIG	BAND

14	 11:10	 彦坂眞一郎＋上野学園大学SAXアンサンブル	 東京	 Combo

15	 11:45	 坂根(Bass)グループ with 中村早智（Vo)	 東京	 Combo

16	 12:20	 M.Y.N. George Bigband	 東京	 BIG	BAND

17	 13:10	 Horinky Louis Jazz Orchestra	 東京	 BIG	BAND

18	 13:45	 STARDUST JAZZ ORCHESTRA	 埼玉	 BIG	BAND

19	 14:20	 Beertime Bigband 2nd	 東京	 BIG	BAND

20	 14:55	 Project D.D.T.	 東京	 BIG	BAND

21	 15:30	 ARt-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男	 東京	 Combo

22	 16:05	 Sparkle	 長野	 Combo

8/22［土］
1	 11:30	 Four Leaf Clover
2	 12:35 スタンダードジャズギタートリオ 
3	 12:40 ウガダブ
4	 13:15 Skoty
5	 13:50 TMジャズグループ
6	 14:25 BOSS
8/23［日］ 
7	 10:30 七菜バンド
8	 11:05 S.B.M.S.G
9	 11:40 Bandeira　Bandeira
10	 12:15 上智大学ジャズ研究会OB&サラリーマンバンド
11	 12:50 groovy sunburned

8/22［土］
17:30	 開場

18:00	 開演～挨拶・乾杯

18:10	 歓談

18:40	 バンド演奏 
 Bandeira Bandeira +α
 彦坂眞一郎SAXアンサンブル／プロによるセッション

19:10	 歓談

19:35	 Zumba 企画

19:50	 記念オーケストラ

20:20	 集合写真

20:30	 閉会

8/22［土］
14:00	 彦坂眞一郎サックス教室［エルムペンション］　

斑尾JAZZ 2015 交流パーティー ［まだらお山の家］テラスライブ ［斑尾高原ホテル 屋外テラス］

斑尾ジャズ2015 ［斑尾高原 野外特設ステージ］
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■主催	 ふるさとのジャズ交流祭実行委員会
■協賛	 サッポロビール（株）、（株）ポーラ、（株）ロッテ、味の素（株）、味の素ゼネラルフーヅ（株）、ヤマキ（株）、メルシャン（株）、キリンビバレッジ（株）、（株）サンクゼール
	 讃陽食品工業（株）、（株）チヨダ、（株）田中屋酒造店、（株）黒姫和漢薬研究所、（株）ハッピー・パスポート、Fujiko	Art	Foundation　		　※広告協賛のみはHPに掲載

■協力	 斑尾高原観光協会、斑尾高原スキー場、斑尾高原ホテル、サンパテイックホテルズ､中野市･都市と農村の交流実行委員会､斑尾高原ペンション村､斑尾高原
リゾートゆめクラブ、斑尾国際音楽村､i-net飯山、長野インターネット放送局、音楽堂平林、K's	Dream、ヒロキスタジオ、ジャズスポットＪ（新宿）、Black	Sun
（新宿）、妙高高原観光バス、アートいっぽ、日本ルイ・アームストロング協会、東京都社会人ビッグバンド連盟、関東アマチュアビッグバンドジャズ連絡会、
雑誌Jazzlife、雑誌Jazz	 Japan、雑誌ジャズ批評、Jazz	World、雑誌BIGBAND!、新潟日報社、読売新聞社、毎日新聞社、東京新聞社、中日新聞東京本社、東京
スポーツ新聞社、北信ローカル、北信エルシーネット、長野情報、上越ケーブルヴィジョン、長野こまち、長野デザインセンター

■後援	 朝日新聞社、信濃毎日新聞社、SBC信越放送、FM長野、週刊長野新聞社、（財）八十二文化財団、長野県、長野県教育委員会、信州・長野県観光協会、飯山市、飯
山市教育委員会、信州いいやま観光局、中野市、妙高市、妙高市教育委員会、妙高市観光協会、都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流機構）、都市と農
山漁村共生・対流推進会議（オーライ日本）、妙高市豊葦地区協議会

■個人協賛	服部秀人、田渕義昌、佐藤匡昭、篠田耕造	（敬称略）

■司会　	 バードマン幸田	（Live	House	新宿	「Ｊ」	店主）

	 	 山口義憲	（日本ルイアームストロング協会）

	 	 深代直子	（ヴォーカリスト）	中村早智	（ヴォーカリスト）

	 	 栗原沙千枝	（フルーティスト）	小柳圭由（フリーアナウンサー）

■実行委員会	

	 委員長					新山	敏

	 顧問					 幸田	稔　神藤隆良　福井ともみ

	 事務局長	 坂根	格

	 委員					 豊村泰彦		可知日出男		田副葉子		小林和広		中山智之		

	 	 吉村和之　内ヶ崎民和子　深代直子　佐藤真衣　藤原功治		

	 	 柳澤康二　武田	徹　佐々木	慧

■斑尾協力委員会

	 委員長	 南雲	徹

	 副委員長	 佐藤	寛

	 委員　	 石岡惠博		中川さつき		斉藤昌一　

	 	 小川	彰　門田紘一　吉田裕子　武藤	茂　	　

	 	 市村	勝　高澤広一　坂東栄造　田中隆治　

	 	 飛沢由美　上倉千恵　丸山さゆり　

	 	 中山直樹　朝倉久夫		佐々木	勉		

	 	 小川紀子　杉木修一　本間	均　太田康広　

	 	 丸山	勝　小出儀典　武野登女子　

	 	 西島裕子　池永	操　大澤憲吾　前田亮子

■会場スタッフ

	 舞台監督					 猪谷静雄

	 助監督					 佐藤朋有子　

	 舞台装飾					 丸山浩樹

	 音響・照明				 平林克哉		小林和広

	 出演者管理			 中山智之		村井洋子

	 楽屋調整					 斑尾協力委員

	 会場リーダー		南雲	徹	

	 補佐						 佐藤	寛
	 受付						 内ヶ崎民和子	豊村泰彦
	 会計						 田副葉子

新山 敏
斑尾ジャズ実行委員長

幸田 稔
斑尾実行委員会顧問

（総合司会）

森田一義
「J」取締役宣伝部長

瀬川昌久
ジャズ評論家

また今年も斑尾ジャズの季節が到来し、全国から30バンドがここに集結した。

このステージを目指して練習を重ね、最高の晴れ姿で舞台に躍る。その響きは心豊かな観客を魅

了し、その拍手と喝采に相俟って、夏逝く空に、緑のランドスケープに消えてゆく。

斑尾ジャズは演奏家も観客も、日常の緊張から自らを解放ち、ゆったり、ゆたかに、光を浴びて

いるのが良い。高原をわたる風に吹かれながら、ジャズの調べを聴いていると、その興奮と高ま

りにふと胸が熱くなる。そんな瞬間（とき）があると良い。演奏家は何も言わないが、分っている

のである。感動したら、口ずさみ、手拍子を、そして踊り候え！

「斑尾ジャズ」が９回目を迎える事が出来て何よりです。夏の野外ジャズイヴェントとして定着して

来ましたね。

1982年の第一回「ニューポート・ジャズフェスティバルin 斑尾」に参加した私の友人によれば上

野から夜行列車に乗って長野まで行き、朝方飯山線に乗り換えて飯山駅へ……。目的地「斑尾高原」

に到着するまで大変な旅だったとのこと。それが今春に「北陸新幹線」の飯山駅が開業し、なんと「斑

尾」まで２時間半。本当に隔世の感がありますね。

そしてまたまた今年も過去最大規模の催しとなりそうでご同慶の至りです。

祝「斑尾ジャズ2015」（第9回）！！ 今年の「斑尾ジャズ」初日8月22日（土）はなんと私の誕

生日です。昭和20年の終戦一週間後に生誕、戦後70年の歴史と共に歩んで来ました。

日曜夜のTV「ヨルタモリ」では「東北のジャズ喫茶のマスター」に扮してしばしば登場していま

すがこれは一関“ベイシー”の菅原正二先輩がモデルです。最近は「ジャズコンサート」にトーク

ゲストとして呼んで頂いたりして”ジャズタモリ”な日々をエンジョイしています。

音楽を含めた様々な文化を更に大きく花咲かせましょう！

嘗ては世界中の一流ジャズメンが出演するジャズ祭のメッカとして日本中からファンが集まった斑

尾の高原に全国社会人ジャズメンの交流祭が発足して早くも9年目を迎えます。

学生ジャズの飛躍的発展に伴って、アマチュア社会人のジャズ・コンボやビッグバンドの活動が著しく活

発化している折柄、斑尾のジャズ交流祭は今やジャズ界夏の年中名物行事になりました。社会人ジャズ

には、それぞれのグループが本当に好きなジャズのサウンドを自由に追求して自らがトコトン楽しむとい

う特権があり、そのジャズを互いに聴きあって交流する喜びは、プロのジャズからは味わえないものが

あります。交流祭実行委員会諸兄姉のご努力に深く感謝しながら本年も精一杯楽しませて頂きましょう。
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七菜バンド

「七菜バンド」は東京都世田谷区を中心に

活動しているバンドです。メンバーは都内の

セッションなどで知り合いました。演奏する曲

はハード・バップのナンバーが中心です。普

段は東京都内のジャズフェスティバルやライ

ブハウスで演奏活動をしております。この度

は斑尾ジャズフェスティバルで演奏させてい

ただけ機会をいただけて、メンバー共々とて

も嬉しい気持ちでおります。斑尾を盛り上げ

るために、精一杯頑張って演奏したいと思い

ますので、よろしくお願い致します。

［東京・Combo］

プロパンガス ・ 灯油 ・ ガス器具 ・ 配管工事一式

（有） 斉 藤 商 会
飯山市大字飯山本町1171

TEL 0269-62-3267  FAX 0269-67-2933

伊佐津和朗（Vib）クインテット TMジャズグループ

KMBバンド

Feel So Good! Caliente

FMまつもと、あづみ野FMのラジオパーソナ

リティー等でもお馴染み、伊佐津和朗率いるク

インテットの今年の出し物は Herbie Hancock 

！ハービーといえば最近のハイパーな活動に注

目が集まりがちですが、ハードバップ時代のデ

ビューから第一線で走り続けるキャリアの長い

2015年開催おめでとうございます。5回目

の出場です。今年も吉森(P)の優れアレンジで

3管、Tp持田・As小澤・Ts小野塚・Ds上代・

B浅野・女流Ds中畑でインストを。Vo.アツコ・

ミホ・トコ・ダンディハレ｡ 総勢12名のBIG

コンボです。医者の卵三森(P)も初デビュー！

名前に『K.M.B.』が入る 3 名と、司会者の

KeMBoo のトランペット JAZZ 風カルテットで

す。スタンダードジャズを始め、映画音楽、歌

謡曲、さらにはルパン三世などのアニメソング

などをジャズ風にアレンジし、幅広い選曲で好

評を得ております。普段はレストランバーなど

初めまして「Feel so good !」です。

私達は、中３ドラマーと、それをサポートす

る大人で編成されたアマチュアバンドグループ

で、新潟県上越市を中心に活動しています。

紹介写真のように全メンバーは７人(くら

い!?)。ポップスやインストなど様々なジャン

８年連続８回目の今年も参加いたします

Jazz~Fusionバンド『Caliente』です。素晴ら

しい斑尾の夏を皆様とご一緒に楽しみましょ

う！」　

http://music.geocities.jp/calientejazz/

彼ならではの初期〜中期の作品を取り上げます。

伊佐津和朗 ……………………… (vibraphone) 

樫山英人…………………………… (guitar)

藤原　尚…………………………… (piano)

中島　仁…………………………… (bass)

名取和麿…………………………… (drums) produced by P福井ともみ & G佐々木 慧

で静かに演奏していますが、今年もこの斑尾

の素晴らしい野外ステージ！と言うことで大変

張り切っております。不慣れですが、暖かい目

で見てやってください！ どうぞよろしくお願い

いたします。

ルの音楽に取り組んでいます。

３年越しの想いを叶えての斑尾初ステージで

す。バンド名のとおり「いいカンジ！」な演奏に

…そして会場の皆さんと一緒に高原の爽やか

な風に溶け込みたいと思います♪

http://feelsogood.club/

［長野・Combo］ ［東京・Combo］

［長野・Combo］

［新潟・Combo］ ［東京・Combo］
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ヤマキ株式会社
〒799-3194 愛媛県伊予市米湊 1698-6

TEL:089-982-1231　FAX:089-983-3212

Misty-Q with 門馬瑠依（Vo） 都庁スイングビーツユニット

Dr. Dixie Saints えりいとじゃずおーけすとら

Bandeira Bandeira Alley Cats Bigband

プログレキーボードをバンマスに、ロック

ンローラーベース、ボサノバギター、オール

マイティドラマーの４人で2005年に結成し、

今年で10周年になります。

ライブは美人ジャズシンガーをゲストに、

東京でライブ活動をしています。

都庁スイングビーツは文字通り私たちの大

先輩が１９４８年（昭和２３年）に結成したビッ

グバンドで今年で結成６８周年となります。

斑尾には2007年の第１回から参加しており

ましたが、ここ３年ほど出演できなかったので

今回久しぶりの斑尾メインステージになります。

1960年に東京医科歯科大学のカレッジバ

ンドとして創部。10数年間続いたが段 と々メン

バーの確保が難しくなり自然解散。２８年のブ

ランクを経て1988年に初期のメンバーを中心

に再結成。現在は往時の法政大学のメンバー

を加えて月例ライヴ、春、秋の新宿ジャズフェ

リーダー いとえり を愛して止まない仲間が

集まったビックバンド。

練習よりも親睦会の出席率が良いのが強み

でしたが、最近は結婚や出産が続き、なかな

か集まるのが大変になってしまいました。

それでも、今までの親睦会で深めた絆は健

ブラジル音楽のエキスパートが集まり、2011

年に結成。サンバ、ボサノヴァをはじめとして、ブ

ラジルの伝統的サロン音楽であるショーロ、ブ

ラジリアンポップスであるMPB、オリジナル等

幅広く演奏活動を行う。各地ライブハウスでの演

奏の他、各種イベントやパーティーに出演中。築

こんにちは、Alley Cats Bigbandです。

一昨年に続き２回目の出場となりました。

バスを借り切って皆で遠出するこの斑尾ジャ

ズは夏の一番の思い出になりますので、とて

も楽しみにしています！

２０代から３０代が中心となって活動してお

今年も斑尾ジャズはジャズシンガーの門馬

瑠依さんと一緒にラテン系で盛り上がりたい

と思います。

今年はビッグコンボとしてスイングビーツ

のピックアップメンバーにより主にトロンボー

ンアンサンブルとボーカルをお楽しみいただ

きます。

スティバル、サッチモ祭りなどに出演している。

「斑尾ジャズ2013」では初参加ながら優秀賞

を授かりました。今回もhappyにSwingする

デキシーをモットーに楽しませていただきます。

http://members3.jcom.home.ne.jp/

dr.dixie-saints/

在！打ち上げも楽しみに、ノリノリの音楽を生み

出します！  最後まで一緒に楽しみましょう♪

地で行われる日本酒とボサノヴァの人気イベン

ト「Bossaque」にレギュラー出演。もとはクラ

シックから音楽をスタートした三人が、様々な音

楽に出会い自由に音を紡いでいく。弾けるとどこ

まで行ってしまうかわからないこのユニット。熱く、

激しく、笑い満載のステージをお楽しみください。

り、相次ぐ結婚ラッシュ！人生で一番忙しい時

期に突入しましたが、これからも長く家族ぐ

るみでやっていけるようなバンドになってい

きたいです。よろしくお願いします！

［東京・Comb］ ［東京・Big Band］

［東京・Combo］ ［東京・Big Band］

［東京・Combo］ ［名古屋・Big Band］



2015
since 2007

8 9

B A N D  P R O F I L E  ［ M a i n  S t a g e ］

「アクセントフーズカンパニー」として80年の

歴史のある地中海食材の輸入・販売会社で、

テーブルオリーブでは日本最大のシェア。今回

ブースではワイン・パスタのコーナーで、当社

のオリーブピクル等を楽しむことができます。

住所：〒102-0076 東京都千代田区五番町4－16
電話：03-3288-1181 FAX:03-3288-1048

シーズン２放送開始！

マルタの冒険ＨＰは… malta-go＋検索

 毎週土曜日７：５３～ ＆ 金曜日１１：５４～

ＣＳ放送・キッズステーションで放送中のアニメーション

笑って、やすらいで、ときめいて
元気になっちゃうストーリー

A.N.E. Bigband M.Y.N George Bigband

彦坂眞一郎＋上野学園大学SAXアンサンブル Horinky Louis Jazz Orchestra

坂根（Bass）グループ with 中村早智（Vo） STARDUST JAZZ ORCHESTRA

みなさんはじめまして！！社会人になって関

東に上京したものの楽器演奏する場がないと

いう人々が中心となって結成されたビッグバン

ドです。とにかく“ノリノリ”な演奏を目指して

日々練習しています。今回はカウントベイシー

の曲のみ演奏します。極上の四分音符を是非！

2回目の斑尾。メンバーみんなが楽しみにし

て迎えました。青空の下では明るくポップな曲

を演奏したいというメンバーの意向で、バンミ

スの心配をよそに二日酔いにキビシイ選曲に

なりました（笑）伝説の斑尾で演奏できること

をよろこびつつ、オンガクさせていただきます！

「透明で強い印象を残す音色」と言われる

彦坂眞一郎は、日本を代表するサクソフォン

四重奏団トルヴェール・クヮルテットのアルト

奏者。ジャズのセッティングでの演奏も好評だ

が、今回はあえてクラシックのセッティングで

臨む。率いるは彦坂が指導している上野学園

こんにちは！Horinky Louis Jazz Orchestra

です。私たちは、社会人を中心にしたバンド

で、【聴いてくださる方と一緒に音楽を楽し

み、ワクワクする演奏を】をモットーに、笑

顔で楽しく活動しています！今回、この斑尾

ジャズに初めて参加させていただけることに

斑尾JAZZ事務局のベーシスト坂根　格を

リーダーにハイノートトランペッター伊藤 崇、

いぶし銀のテナーサックス亀岡純一、ファー

ストコールのピアニスト吉森 崇、外面とは

正反対の暖かいドラマー佐藤匤昭、王道の

JAZZを目指すこのクインテットでメンバーを

我々スターダストジャズオーケストラは、

2008年に結成し、その後紆余曲折がありま

したが2014年に現在のメンバーでフルメン

バーとなりライブ活動を行っています。

週に一度平日の夜にリハを行っています。

なかなかメンバー全員揃うことはありません

大学演奏家コースに在籍するサクソフォン専

攻生8名。クラシックでもジャズでもない場

所に、自由にひろがる音楽があると信じて。

演奏曲　真島俊夫 / ラ・セーヌ

　　　　B.バカラック / アルフィー

　　　　M.ブレッカー / ノット・エチオピア

なり、メンバー一同この日を楽しみにしてきま

した！！！スタンダードナンバーだけでなく、様々

な曲をお送りいたしますので、ぜひ一緒に楽

しんでいっていただければと思います！

https://www.facebook.com/pages/Horinky-

Louis-Jazz-Orchestra/293759864145912

多少変えながらも今年で9回連続出場！ここ

に今年も斑尾JAZZの司会でおなじみのボー

カリスト中村早智が参加。コーラスグループ

「a・i」のメンバーとしても都内、横浜のラ

イブハウスで活躍中。高原に響き渡る昨年瀬

川賞受賞の実力派の歌声をお聞き下さい。

がジャズを楽しんでいます。

斑尾は３度目になります。今年も交流祭、

ステージ本番共にメンバー全員で思い切り楽

しむべく練習を重ねています。

STAR DUST JAZZ ORCHESTRAのきらきら

した演奏を楽しんで一緒にスウィングしましょう。

［東京・Big Band］ ［東京・Big Band］

［東京・Combo］ ［東京・Big Band］

［東京・Combo］ ［埼玉・Big Band］

酒類・米殻

有限会社 八幡屋
〒944-0016  妙高市美守3-14-2

TEL 0255（72）6645  FAX 0255（73）7720

バンドミストレス 
佐藤真衣
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since 2007

Beertime Bigband 2nd

Project D.D.T.

ARt-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男

メンバーは全員20代！今年で結成８年目。

イケイケな４ビートを中心にコンテンポラ

リーもやったりと、「プレイヤー・客席・お酒

が一体となって楽しめるバンド」をモットーに

演奏しています。また、大学の学園祭から地

方での演奏と幅広く活動してます。

皆様こんにちは！ラテンジャズビッグバンド・

Project D.D.T.です！今年も、「最後のビッグ

バンド」として、ド派手な演奏をお届けします。

また、今年3月14日には、北陸新幹線

飯山駅の記念すべき開業イベントでも「斑尾

JAZZ出場バンド代表」として演奏させて頂き

2007年「斑尾JAZZ」復活の年より、縁

あって参加させていただいております。昨年

は篠笛＆箏でしたが、今年は、津軽三味線＆

民謡Voiceが加わり、アジアンPerc.と共に、

JapanJazz, ＋ AsianJazz, ＋ BungeiJazz 〜

を組合わせて、斑尾ブランドのオリジナル音

「Beer」好きの皆様、「Beertime」と素敵

な30分を過ごしましょう。

ました。歴史上たった1回の貴重な機会に立

ち会えたことを、心の底から光栄に思います。

もう既に、斑尾は我がバンドにとっても故郷

のようなものです。この大自然の中の素晴らし

いステージで、我々と共に盛り上がりましょう！

http://home.n01.itscom.net/pj-ddt/

楽を高めてまいります。アートでファンキー

な「平和と希望と勇気の音楽」を、お楽し

みください。※検索⇒AEGK、かちひでお。

CDもAmazonなどより。

１．My-Dear-Life 2．BOLERO 3．リンゴ追分 4．

斑尾自然BLUES（新作） 5．東北賛歌Jan'Gala

［東京・Big Band］

［東京・Big Band］

［東京・Combo］

Sparkle

長野市拠点に様々なイベントに参加させて

頂いてます。

Restaurant Live、高原の音楽Event、スポー

ツEvent、地域Event等

中でもこの「斑尾JAZZ」は最高な環境の

中で演奏が出来ますので、member皆楽しみ

にしています。

T’Squareカバーバンド、どうぞ応援よろ

しくお願いします。

［長野・Combo］

冬のステージ
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S.B.M.S.G

Sushi Boy Meets Sushi Girl

今まで味わったことのないSuShiを貴方に。

音楽で人を楽しませるなら

まず誰より弾き手が演奏を楽しむべき。

そんな思いから集まった6人。

時にファンキー &グルーヴィー

時にメロウに、何が起こるかお楽しみな

ダイナミズムを乗せて繰り広げられる

6人のリズムとハーモニー。

渾身込めて作ったSushi是非ご賞味下さい！

［東京・Combo］

Four Leaf Clover Skoty

スタンダードジャズギタートリオ BOSS

ウガダブ

長野県松本市を中心に活動中のJAZZバンド

『Four Leaf clover』ですスタンダードジャズ・

ボサノヴァ など 一度は聴いたことのある曲を

皆さんにお届けしています。

ライブのご依頼・お誘いなど　随時募集中

です。お問い合わせはHPからお願いします。

バンド名【SKOTY】…某メーカーとは無縁

です。メンバーのイニシャルを組み合わせて

みました。セッション仲間であるフロント2管・

篠田耕造&菅幸次郎が、

LIVEに出よう！と斑尾を目指すことに。ピ

アノはFunk系「おのゆみ」、ベースはJazzか

1年間に及ぶインドでの精神修業を終えた

ギタリストの萩原を中心に、現代の日本社会

に喝を入れるべく結成されたジャズ・ギター・

トリオ。12年間におよぶ東京での活動に見切

りをつけ、昨年から故郷である新潟に拠点を

移して活動中。デューク・エリントン、アルバー

ト・アイラー、沢口耕太らに影響された豊か

な音楽性は多方面から評価されている。愛機

の1956年製Gibson ES-125を従え、過激

に、そして静謐にジャズ・スタンダードを演奏

する。

皆様こんにちは、神奈川県鶴間を中心に活

動するブルースバンド、BOSSです。このバン

ドはドラムの番長優一を中心に、スポーツク

ラブの仲間でベースの大塚静夫、古くからの

仲間であるキーボード、サイドギターの關由

紀夫、そしてかつて職場が同じだったリード

ウガダブは百武和馬（エレクトロニクス）、

長北健嗣（ドラムス）、烏賀陽＝うがや＝弘

道（ベース）をコア・メンバーとする、バンド

でもユニットでもないミュージシャンのネット

ワークです。ファンク、ダブ、アンビエント、ジャ

ズ、民族音楽などをコアに、毎回ゲストミュー

HP  http://www2.hp-ez.com/hp/four-leaf-

clover/page8

ら「吉川大介」、ドラムはブラジル音楽の「坪

根剛介」、

御三方の協力を得て本日演奏します。

宜しくお願い致します。

ギターの佐藤 誠の4人編成で、番長（B）大

塚（O）關（S）佐藤（S）の頭文字を並べ

たバンド名になっています。また、番長って、

英語で言えばStudent BOSSで すね！テラス

ライブでは、ブルース、バラードの名曲をお

贈りします。

ジシャンを変え、音楽や演奏のスタイルも変

えます。斑尾ではマルチ管楽器奏者の可知日

出男氏（アンサンブル・グリーン）をゲスト

にお迎えし、エスノ・ダブファンクをお届けし

ます。

［長野・Combo］ ［東京・Combo］

［東京・Combo］ ［神奈川・Combo］

［東京・Combo］

B A N D  P R O F I L E  ［ T e r r a c e  L i v e ］

TM Studio
レンタル音楽スペース

♪ ジャズコンボの練習として最適！
♪ グランドピアノ、ウッドベース、ドラムセット有り

http://tm-rental-studio.com
〒105-0021 東京都港区東新橋2-5-11 ［JR新橋駅から徒歩5分］
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上智大学ジャズ研究会OB＆サラリーマンバンド

groovy sunburned

上智大学ジャズ研究会のOBが集まったサ

ラリーマンバンドです。昨年の企画趣旨を引き

継ぎ、気心知れた仲間とお気に入りの曲を持

ち寄り演奏します。ジャズは身近にある曲を、

分かりやすい演奏形式で演奏できるところが

サラリーマンの息抜きにぴったり。聴きどころ

『今年で結成3年のgroovy sunburnedは、

斑尾ジャズフェス初登場です。

メンバーは東京、神奈川、千葉、茨城、静

岡と、バラエティにとんだ所から集まり、主

に東京近郊で活動しています。

演奏する曲は全てオリジナル曲で、軽快な

は即興部分。「身近な曲を、この人が演奏する

と、こんな風になるんだ！」といったところです。

斑尾高原の涼しい夏の中、演奏して楽しい、

聴いて楽しい、そんな文化芸術が盛り上がる

ジャズをお送りできればと思います。

メンバー : 増間大樹 p  三宅 傑ba 柳沢康仁dr

ポップスバンド。今回は往年の名曲も演奏予

定です。

夏の斑尾高原を更に爽やかに演出したいと

思います。』

［東京・Combo］

［東京・Combo］

since 2007

斑尾ジャズが
インターネットで見られます！

  検索   長野インターネット放送局 斑尾ジャズ
 UStre.am/vt5Eにて同時配信します。
 ＊8月27日以降はYouTubeでも見られます。

JAZZ

バードマン幸田 
早大モダンジャズ研究会に

てサックス奏者として活躍。

'78年にタレントのタモリな

どジャズ研OBの共同出資で

新宿のライヴスポット「J」を

開店、店主となる。ジャズフェ

ス、コンサート、各種イヴェ

ントの企画・司会と多方面で

も活躍中。'07年の初回から

「斑尾ジャズ」の総合司会

を努めている。「ルパン三世

“天使の策略”」にはアニメ

キャラクターとしても登場。

山口義憲
日本ルイ・アームストロング

協会・理事、会報編集長。

協会を通じてサッチモの精

神の啓蒙に努めている。バ

ンジョープレイヤー。特別審

査員のジャズ評論家、瀬川

昌久氏の「Jazz I Love」コ

ンサート（日本ルイ・アーム

ストロング協会協力）が本年

４月、ミュージック・ペンクラ

ブの音楽賞、ポピュラー部

門最優秀コンサート・パフォー

マス賞を受賞。祝着至極。

中村早智
ジャズボーカリスト、都内、

横浜を中心にライブハウ

スや各地イベント等で活動

中。又混声ボーカルユニッ

ト「a・i」を結成しこちら

も各地で活動中。今年は3

月14日の北陸新幹線飯山

駅開業記念ライブ、７月の

戸狩野沢温泉夏祭りなど信

州方面にも進出。斑尾ジャ

ズ は ボ ーカ ル、MC 共 に

2010年から4回目の参加！

深代直子
司会を担当して７年。実行委

員として運営にも携わり、３

年前からは写真も担当。昨

年の公式写真は彼女が撮っ

たもの。親しみのある語り口

が好評で、斑尾ジャズのアイ

ドル的存在だ。ボーカリスト

としても、都内のライブハウ

スやフェスで活躍。この２日

間は、司会、写真、そして、

実行委員として、会場を飛び

回わっているので、気軽に、

声をかけてくださいとのこと。

栗原沙千枝
見習いフルーティスト：都

内各所にてセッション修業

中。また、都内某図書館に

てジャズの歴史を勉強中。

ジャズもフルートも始めて

まだ間もないが、ライトな

目線と軽快なおしゃべりで

皆様をサポートしたい、と

意気込み十分！

小柳圭由
福島中央テレビで、アナウ

ンサーとして活躍。ズーム

イン朝のキャスターも務め

た。保母の資格も持ち、現

在は、子供たちに演劇、絵

画、英語を教える活動をす

るというスーパーウーマン。

スキーは一級の腕前で、斑

尾には、毎年スキーで来て

いるという、大の斑尾ファ

ンでもある。初めての斑尾

ジャズの司会に、ワクワク

しているそうだ。

今年も斑尾ジャズ開催おめでとうございます。昨年は本多俊之さん、本多尚美さんと参

加させていただき、初めての経験を沢山させていただきました。特設野外ステージのさ

わやかな雰囲気と熱い演奏の数々。また、交流パーティーでの驚くばかりの手作りのお

料理と、参加者の皆さんから放たれるエネルギーに圧倒されっぱなしでした。ふだん私

はクラシックのフィールドで演奏していますので、とても場違いな気がしてドギマギしてお

りましたが、今年もまた参加させていただけるようになり、とても嬉しく感じております。

今回は僕が指導させていただいている上野学園大学のサクソフォン専攻生のなかから精

鋭を集めて9人のアンサンブルを編成いたしました。ジャズサックスのサウンドとはまた

一味違いますが、でもジャズでもありたいと夢見ております。だってサックス吹きですから！

斑尾ジャズの開催、おめでとうございます♪

今年も、熱い斑尾ジャズを応援できる機会をいただき大変うれしく思っています。斑

尾ＪＡＺＺは、斑尾を愛している音楽好きな人々が多く集まるとともに、斑尾の地元の

方々の絶大なご協力の賜物で長く続いていると思います。

ライフワークとして、国内外の優れた文化活動をサポートしたいと考えていたところ

に、このようなフェスティバルに関わるチャンスがあり、趣旨に賛同し、昨年は、本

多俊之さんを今年は、彦坂眞一郎さんのゲスト出演という形で、ご協力させていた

だきました。また多くの若い人にも、斑尾ＪＡＺZを広めたいと願い彦坂眞一郎＋上野

学園大学SAXアンサンブルをご紹介する運びとなりました。

斑尾ジャズが、今回も今後も、楽しく未来を明るくする活動になりますことを、そして、

音楽・地域の発展を、祈念しております。

昨年にもまして猛暑の夏ですが1000メートルの高原で涼しく爽やかでパワフルな演

奏が繰り広げられる2日間を御祈り申し上げます！ 

そして北陸新幹線飯山駅開業により、来年再来年と沢山のお客様が来場し更に斑尾

ジャズが拡大につながる事を期待しております！ 斑尾ジャズの出演者も毎年恒例のグ

ループから新しいグループも沢山参加し、日本全国から集う人気のフェスティバルに

上昇しています。昨年からスタートしたゲストを迎えてのゴージャスなステージも時代

と共に変化していくと思いますが、全国ののビックバンド・コンボを中心としたジャズ

フェスティバルとして頑張って欲しいです。涼しい高原でのジャズと生ビールはサイコー

ですね！お客様も出演者も今年も、おもいっきり斑尾高原ジャズで楽しみましょう！！

斑尾ジャズによせて

斑尾ジャズの司会者たち

彦坂眞一郎
サクソフォン奏者

福井ともみ
ジャズピアニスト

Fujiko 
Nakanishi
Fujik Art Foundation

B A N D  P R O F I L E  ［ T e r r a c e  L i v e ］
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