2016
入場
無料

出場バンド ＊出演時間は変更の可能性があります。詳しくはHPを。

20日［土］
10:00
10:35
11:10
11:45
12:20
13:10
★ 13:45

14:20
★ 14:55

15:30
16:05

伊佐津和朗（vib）クインテット［長野・Combo］
チームTMサウンズ［東京・Big Combo］
Caliente［東京・Combo］
横山達治（perc）&オルケスタ・ドラゴーン［東京・Percussion Ensemble］
寝占友梨絵（vo）with 坂根グループ［東京・Combo］
Misty-Q with 門馬瑠依（vo）［東京・Combo］
Bandeira Bandeira
都庁スイングビーツユニット［東京・Big Band］
福井ともみ（p）クインテット＋1
えりいとじゃずおーけすとら［東京・Big Band］
M.Y.N. George Bigband［東京・Big Band］

２
時
間
半
！

21日［日］
10:00
10:35
11:10
11:45
★ 12:20

13:10
13:45
14:20
14:55
15:30
16:05

東
京
か
ら
北
陸
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幹
線
で

百人サックス（Directed by 渡辺てつ）
［神奈川・Sax Ensemble］
A.N.E. Bigband［東京・Big Band］
KS Stars［東京・Combo］
てにをはジャズオーケストラ［東京・Big Band］
彦坂眞一郎＋上野学園SAXアンサンブル
Project D.D.T.［東京・Big Band］
groovy sunburned［東京・Combo］
J.O.Y. Gospel［新潟・Gospel Choir］
Horinky Louis Jazz Orchestra［東京・Big Band］
Beertime Bigband［東京・Big Band］
Sparkle［長野・Combo］

★ゲストバンド

会 場

新潟・長野県 斑尾高原特設野外ステージ
斑尾高原ホテル野外テラス［Afternoon Terrace Live］まだらお山の家［交流パーティー］

司 会

バードマン幸田 ほか

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 上野学園大学

主 催

ふるさとのジャズ交流祭実行委員会

ゲスト

瀬川昌久 氏

お問い合わせ 実行委員会事務局 0269-64-3505 http://madaraojazz.com

2016.8.20 21
Sat

Sun

彦坂眞一郎＋
上野学園大学SAXアンサンブル

●彦坂眞一郎:香川県生まれ。1982年東京芸術大学入学。85年安宅賞受賞。
1986年東京芸術大学を首席（管・打楽器において）卒業。1988年CBSソ
ニー、ザ・ニュー・アーティスト・オーディション'88においてFM東京賞および
クリスティーン・リード賞を受賞。1989年東京芸術大学大学院修了。
ソリストとしての活動の他、須川展也、田中靖人、新井靖志らと共にサクソフォ
ン四重奏団「トルヴェール・クヮルテット」のメンバーとして間もなく30周年を
む か える が、そ の 活 動 は クラシックにとどまらず、本 多 俊 之 の ユ ニット
「SMILE！」に参加するなど多岐にわたっている。
上野学園大学は、上野にある老舗音楽大学だがそこにサクソフォン科が誕生
したのは8年前とまだ新しい。そこで教鞭をとる彦坂眞一郎と精鋭の学生8名
が2015年8月の斑尾ジャズに参加した。
今年の斑尾でも共に演奏するのは上野学園大学の中でも難しい試験に合格
した、演奏家コースの卒業生と学生達。昨年好評のマイケルブレッカーの超難
曲「ノット・エチオピア」他を演奏、昨年の感動を再び！

福井ともみクインテット＋１
福井ともみ
（p）松島啓之
（tp）太田 剣
（as）藤井学
（ds）俵山昌之
（b) 佐々木慧
（g）
現在日本の第一線で活躍中のジャズミュージシャンで構成。
青山の老舗ライブハウス「Body＆Soul」などに出演。
福井ともみアレンジのオリジナルやスタンダード曲を！
●福井ともみ : ピアニスト 作曲家 編曲家
神奈川県横浜市出身。
神奈川大学在学中はエレクトーンプレイヤーとして活躍
する。
1988年からピアノに転向。
ジャズを志し日本を代表するピアニスト・市川
秀男に師事。
都内近郊のライブハウスへサイドメンや自己のユニットでピアニス

斑尾高原ホテル テラス ステージ

20日［土］
11:00

トとして名前を連ねる。
現在4枚目のリーダーCD福井ともみピアノトリオ
「New
Dawn Has Come」
をdiskunionから2015年12月にリリースし日本中をツアー

11:35
12:10

している。
またピアニストとしての活動だけに留まらず、
スタジオ設営、
ボーカル
プロデュース、
ラジオのパーソナリティー、
書籍の執筆など精力的に活動中。
ホームページ http://www.fukuitomomi.com

12:45
13:20
13:55
14:30

KMBバンド［長野］
SOUL CODE ［東京］
G-mix,add9［東京］
黄色いファイル［東京］
TMサウンズ(第2グループ)［東京］
The 餃子バンド［東京］
BOSS［神奈川］

21日［日］

Bandeira Bandeira

11:00

鈴木厚志（p,vo）石井幸枝（ﬂ）坪根剛介（perc）

11:35

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

12:10
12:45
13:20

での演奏の他、各種イベントやパーティーに出演中。築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

13:55
14:30

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

15:05

満載のステージをお楽しみください。

七菜"夢の国"バンド［東京］
Kuuintet＋［東京］
Feel So Good! ［新潟］
Gypsy Vibe［長野］
lazulite［長野］
Takoh Group［東京］
room B［長野］
竹下博子（vo）with
Everything Jazz Ouintet［東京］

＊出演時間は変更の可能性があります。
詳しくはHPを。

斑尾高原で夏を楽しもう。
斑尾トレッキングトレイル

ジップライン

斑尾スカイトランポリン

爽快＆絶叫間違いなしの
大人気アクティビティ。
森の中をワイヤーロープとプーリーを
伝ってターザンのように滑り降ります。
さあ、
アドベンチャーに出発しよう！

今まで味わったのことのない
5m級の大ジャンプや
回転、浮遊感・無重力感を体験しよう！
3歳以上の子供から大人まで
誰でも安全・簡単に楽しめます。

26種類のアクティビティの中から
好きなアイテムを組み合わせて、
まる1日楽しめる。

4,500 円

「斑尾トレッキングトレイル50km」
は
10コース用意されており、
体力、時間、好みに合わせて選べます。
お勧めはブナの原生林、
希望湖、
沼の原湿原。
本格派には「信越トレイル80km」
をどうぞ。

Access
新潟

ファミリーゴルフ、
グラススキー、
テニス、
ボート、
ブナ林トレッキング、
そば打ち教室。
追加料金でパラグライダー体験、
水上スキー、
ウェイクボード、
カヌー教室など。

長野
金沢

富山

斑尾高原
飯山
高崎

松本
東京

京都

名古屋

大阪

車 ：上信越自動車道 豊田・飯山ICより
「飯山」経由30分「斑尾の湯」経由15分
電車：北陸新幹線・飯山線飯山駅下車、
斑尾高原行きバスにて25分 終点「斑尾高原」下車

宿泊 ▶

ふるさとのジャズ交流祭実行委員会で参加ペンションを紹介しています。
大人／¥10,000（夕食は交流パーティーで） 中学生／¥7,500 小学生／¥6,700 幼児／¥5,200 詳細は実行委員会 TEL 0269-64-3505 まで

