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8/20［土］	 	 	 	

1	 10:00	 伊佐津和朗（vib）クインテット	 長野	 Combo

2	 10:35	 チームTMサウンズ	 東京	 Big	Combo

3	 11:10	 Caliente	 東京	 Combo

4	 11:45	 横山達治（perc）&オルケスタ・ドラゴーン	 東京	 Percussion	Ensemble

5	 12:20	 寝占友梨絵（vo） with 坂根グループ	 東京	 Combo

6	 13:10	 Misty-Q with 門馬瑠依(vo)	 東京	 Combo

7	 13:45	 Bandeira Bandeira	 ゲストバンド	 	

8	 14:20	 都庁スイングビーツユニット	 東京	 BIG	BAND

9	 14:55	 福井ともみ（p）クインテット＋1	 ゲストバンド		 	

10	 15:30	 えりいとじゃずおーけすとら	 東京	 BIG	BAND

11	 16:05	 M.Y.N. George Bigband	 東京	 BIG	BAND

	 18:00	 交流パーティー（山の家）	 	

8/21［日］	 	 	 	

12	 10:00	 百人サックス（Directed by 渡辺てつ）	 神奈川	 Sax	Ensemble

13	 10:35	 A.N.E. Bigband	 東京	 Combo

14	 11:10	 KS Stars	 東京	 Combo

15	 11:45	 てにをはジャズオーケストラ	 東京	 BIG	BAND

16	 12:20	 彦坂眞一郎＋上野学園SAXアンサンブル	 ゲストバンド		 	

17	 13:10	 Project D.D.T. 	 東京	 BIG	BAND

18	 13:45	 groovy sunburned	 東京	 Combo

19	 14:20	 J.O.Y. Gospel 	 新潟	 Gospel	Choir

20	 14:55	 Horinky Louis Jazz Orchestra	 東京	 BIG	BAND

21	 15:30	 Beertime Bigband	 東京	 BIG	BAND

22	 16:05	 Sparkle	 長野	 Combo

8/20［土］
17:30	 開場

18:00	 開演～挨拶・乾杯

18:10	 歓談

18:30	 Bandeira Bandeira
 KS Stars
 彦坂眞一郎SAXアンサンブル

19:10	 スタッフ、料理等紹介

19:20	 福井ともみグループ

19:50	 記念オーケストラ

20:20	 集合写真

20:30	 閉会

斑尾JAZZ 2016 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2016 ［斑尾高原 野外特設ステージ］

8/20［土］

1	 11:35	 KMBバンド 長野

2	 12:10 G-mix,add9 東京

3	 12:45 黄色いファイル 東京

4	 13:20 TMサウンズ(第2グループ) 東京

5	 13:55 The 餃子バンド 東京

6	 14:30 BOSS 神奈川

8/21［日］ 

8	 11:00 七菜"夢の国"バンド 東京

9	 11:35 Kuuintet＋ 東京

10	 12:10 Feel So Good! 新潟

11	 12:45 Gypsy Vibe 長野

12	 13:20 lazulite 長野

13	 13:55 Takoh Group 東京

14	 14:30 room B 長野

15	 15:05 竹下博子（vo） 
  with Everything Jazz Ouintet 東京
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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、（株）レヴォレーター	※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、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、上越タイムス、INC長野ケーブルテレビ、長野こまち、Make	a	HAPPINESS
■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・長野県観光機構、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	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）

	 	 舞月しえな	（ヴォーカリスト）		寝占友梨絵（ヴォーカリスト）

	 	 富木	優（トロンボニスト）	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		甲斐英成		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		

	 	 武田	徹		佐々木	慧		丸山	勝

■斑尾協力委員会

	 委員長	 南雲	徹

	 副委員長	 佐藤	寛

	 委員　	 中川さつき		斉藤昌一		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	大

	 	 川崎郁夫		竹内章浩		山田輝男		大野	博

	 	 小川紀子		本間	均		太田康広	小出儀典	 	

	 	 武野登女子		西島裕子		大澤憲吾		金子英明

　	 中川美穂		大河	勤		高橋大樹

■会場スタッフ

	 舞台監督					 猪谷静雄

	 助監督					 佐藤朋有子　

	 音響・照明				 平林克哉		小林和広

	 出演者管理			 中山智之		吉村和之

	 写真撮影					 深代直子

	 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	丸山	勝
	 会計						 田副葉子		村井洋子

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

夏逝く高原に、今年も斑尾ジャズが戻ってきた。創設10周年を祝すステージに、会場に華やかな

調べが流れる。10年のマイルストーンを祝福するまでには、幾多のジャズメンが熱演し、沢山のジャ

ズファンが迎えた。そして時代は連なり、新たな演奏家や参加者の登場を待っている。この二日間

は、斑尾が最も輝きを放つ瞬
と き

間となる。全国から集結したジャズメン370名、3000名を超す観客、

ステージや観客席を含むすべてのシーンが斑尾ミュージアムと化するのである。日頃、練習を重ねて、

颯爽と登場するセンターステージのジャズメンに、拍手と喝采を送れば、高原をわたる風に、ジャ

ズが寄り添う。ふと胸が熱くなる時があればよい。斑尾ジャズピルグリム達に栄光を、そして歓喜を！

なんと「斑尾ジャズ」が10周年！！。

実行委員長の新山さんが「斑尾で「社会人ジャズの一大祭典」を立ち上げたい」と相談にいらっ

しゃったころが懐かしく想い出されます。よくぞこれだけの規模に発展しましたね。毎回献身的に

運営に携わっている実行委員会の皆さんの姿にも心を打たれます。そしてご協力頂いているペン

ションの皆様はじめご後援頂いている皆々様に感謝！感謝！です。

今年も想い出に残る素晴らしい「斑尾ジャズ」になりますよう……。

まずは「斑尾ジャズ」１０周年おめでとうございます。

ここ１年余りＮＨＫ－ＴＶの「ブラタモリ」で随分と全国各地に出向きましたが「斑尾」方面にも是

非行ってみたいですね。地形に特徴があったりすると殊更興味がわく私ですが……。

あの唱歌「故
ふるさと

郷」の冒頭の“兎追いしかの山”は「斑尾山」の事だということをつい最近聞き及

びました。その由緒ある地が「ジャズの聖地」として名を馳せているのですね。

「斑尾」のジャズの灯がいつまでも灯りますよう心より祈念致します。

本年は斑尾ジャズ10周年記念とうかがって、年の経つ早さにびっくりしました。

嘗ての世界中の一流ジャズメンが集まって演奏した思い出のステージは、今は日本全国の精鋭アマ

チュアジャズメンが二日間に亘って、それぞれの特色あるサウンドや唄声をきかせてくれます。ビッ

グバンドやコンボ、サックスだけの20名ものアンサンブル、数十名のゴスペル大合唱団など、個

性に富んだ多様なスタイルのグループが出演して「斑尾ジャズ」を形作ってきました。初日夜の懇

親パーテイーで、各バンドのメンバーが交流して、合同演奏する企画など、「斑尾」ならではの楽し

いイベントになりました。今年は一層盛り上がることでしょう。
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B A N D  P R O F I L E  ［ M a i n  S t a g e ］

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

寝占友梨絵（vo） with 坂根グループ

斑尾JAZZ事務局のベーシスト坂根 格 率い

るグループとしては10年連続出場！ 今年は今

話題のボーカリスト寝占友梨絵が5人のおじ

さん達を率いて歌います♪1990年横浜生ま

れ。2012年、国立音楽大学（ピアノ)専修卒

業、クラシックピアノを学ぶために入学するも、

ジャズヴォーカルの楽しさに目覚めてしまい、

徐々にヴォーカリストとしての活動を始める。

2015年、第34回浅草ジャズコンテストヴォー

カル部門グランプリ受賞。現在は、山下洋輔

等と日本全国で演奏活動の他TVの挿入歌な

ど活躍の幅を広げている。

［東京・Combo］

伊佐津和朗（Vib）クインテット 横山達治（perc） & オルケスタ・ドラゴーン

チームTMサウンズ

Caliente Misty-Q with 門馬瑠依(vo) 

FMまつもと、あづみ野FMのパーソナリティ

等でもおなじみ、伊佐津和朗率いるクインテッ

トは『斑尾10年連続トップバッター出演達

成記念企画』と銘打ってリーダー厳選のハー

ドバップ、フェイバリットチューンをお届けし

ます。どうぞお楽しみに！

　日本を代表するパーカッションの横山達治

の率いる門下生チーム、オルケスタ・ドラゴーン。

斑尾ジャズには2回目の出演です。ラテン曲を

中心とした横山達治の伝統を引き継いでいる

愉しいバンドです。コンガ&ボンゴ高橋、菊池、

Fuya、Makikoの4名がフロントに並び、パー

　斑尾ジャズ10周年、おめでとうございます。

チームTMサウンズは、東京の新橋にあるTM

レンタルスタジオでの毎月第3日曜日ジャム

セッションから、より優れたメンバーを集って

の通算6回目の出演となります。今年はTp持

田恵作、Tp本多一光、AS岡田香則、TS宮崎

　9年連続9回目の『Caliente』は今年も出

演します。最高の環境で最高の演奏をと毎年

心がけていますがさてさて今回はどうでしょ

うか？

　ファンキーでジャジーでそしてロマンティク

で＝何れにしても皆様と楽しめるステージに

　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11年目になります。

　いつも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。

伊佐津和朗…………………… (vibraphone) 

樫山英人……………………… (guitar)

山口泰一郎…………………… (piano)

中島　仁……………………… (bass)

飯塚理恵……………………… (drums)

カッション類を担当します。コーラス&

ヴォーカルは、Toko、Manri、Miho、Kumi4

名が担当します。リズム隊 Ds小林 慎、EB小

野塚豊、Pf吉森崇。ホーンセクションも加わり、

総勢18名の大型バンドであります。達治さん

のジョークも交えながらお楽しみ下さい。

泰祐、TS＆Fl小野塚豊、Tb森山樹芳の強力

な6管奏者をフロント軍に。そしてPf&アレン

ジ吉森崇、B近藤史朗、D林昭人、そして長

身で甘いマスクの男性Vo先浜裕行の総勢10

名の演奏と歌声をご堪能下さい。吉森氏のセ

ンス良いアレンジにも是非ご注目下さい。

なれば幸いです。2016年夏の思い出をこの

素晴らしい斑尾Jazz祭と共に！

　また、個々のメンバーはシンガーのオファー

でジャズクラブでサポート出演などもしてい

ます。今年もお馴染み門馬瑠依さんと一緒に

ラテン系で盛り上げたいと思います。

http://www.geocities.jp/h_a_company/

Misty-Q.htm

［長野・Combo］ ［東京・Percussion Ensemble］

［東京・Big Combo］

［東京・Combo］ ［東京・Combo］
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Bandeira Bandeira えりいとじゃずおーけすとら

都庁スイングビーツユニット M.Y.N. George Bigband

福井ともみ（p）クインテット＋1 百人サックス （Directed by 渡辺てつ）

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。 

　もとはクラシックから音楽をスタートした

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。

結成してから早14年余りが経ちました・・・。

ここ数年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が、今年

も万障繰り合わせて参加させていただきます！

　都庁スイングビーツは文字通り私たち都庁

職員の大先輩が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、数年のブランクを経て昨年

から斑尾メインステージに復活しました。 今

別名「斑尾バンド」と呼ばれ、斑尾ジャズの

顔といわれる面々が在籍するバンド。結成して

もうすぐ丸3年。いつの間にか、年に6回のラ

イブをこなすようになり、忙しい中も、リハも

本番も出席率がとってもよく！ 幅広い年齢層で

なかよしなのが自慢です＾＾  お客様に楽しん

全国的にも珍しいサックスだけのスペシャ

ル アンサンブルユニットで、ピアノ・ベース・

ドラムを加え 総勢50名からなる一味違った

音をお届けします。ディレクターのサックス奏

者「渡辺てつ」はそのとびぬけてクリアな音

色と力強いリズムから繰り出すフレーズで宮

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。

鈴木厚志（p,vo） 石井幸枝（fl） 

坪根剛介（perc）

グルーヴの神髄はアルコールにあり、がモッ

トー。これまで消化されていった何百リットル

のビールを糧に、今年も楽しいステージをお

届けします！

年も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演奏とボーカルをお楽

しみいただきます。

でいただける演奏ができる

よう努めさせていただきま

す♪♪♪  マイのゆかいな仲

間たちが、吉祥寺で活動す

るビッグバンド。どうぞよろ

しくお願いいたします。

間利之とニューハード、大黒摩季のバックバ

ンド等多くのシーンでで活躍する実力派。サッ

クスが大好きで、吹奏楽やビッグバンドのア

ンサンブルを演奏している我々百人サックス

が２年ぶり３度目の参加になる斑尾、大きな

空の下で思いっきり演奏させていただきます！

［ゲストバンド］ ［東京・Big Band］

［東京・Big Band］ ［東京・Big Band］

［ゲストバンド］ ［神奈川・Sax Ensemble］

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

●福井ともみ：ピアニスト 作曲家 編曲家

横浜出身。大学在学中からエレクトーンプ

レイヤーとして活躍後、1988年ピアノに

転向。日本を代表するピアニスト市川秀男

に師事。現在4枚目のリーダー CD「New 

Dawn Has Come」を昨年12月にリリース

し日本各地をツアー中。ピアニストとしての

活動だけに留まらず、スタジオ経営、ボーカ

ルプロデュース、ラジオパーソナリティー、

書籍執筆など精力的に活動中。

●松島啓之：trumpet  1967年神奈川県生

まれ。ベースボールキャップがトレードマー

ク。自身のクインテットの他、カルロス菅野

率いる熱帯JAZZ楽団や 大野雄二「ルパ

ンティック・ファイブ」にも参加。日野元彦、

峰厚介、本田竹廣、小林陽一&グッド・フェロー

ズなどのグループでメンバーとして活動の

他、ソロアルバムもリリースしている。

●太田 剣：alt sax  1970年愛知県生まれ。

大学卒業後、大坂昌彦(ds)、 TOKU(vo,flh)、

小沼ようすけ(g)、Tommy Campbell(ds)、 

小林陽一(ds)らのバンドに参加。2006年

CD『Swingroove』 でユニバーサル・ミュー

ジックよりメジャーデビュー。 ジャズ以外に

も矢沢永吉、畠山美由紀らシンガーのライ

ブサポートなど幅広く活躍中。

●藤井 学：drums 1966年広島県生まれ。

大学在学中よりライブ活動開始。その後滝

野バンドに参加。現在、東京を拠点に、各

地のライブハウス、イベントなどで活動中。

木住野佳子トリオ、渡辺香津美バンド、サリナ・

ジョーンズ・バンド等数多くのバンドで活動。

ジャズ、フュージョン、ロック、ラテンと、あ

らゆるジャンルに対応できるドラマー。

●俵山昌之：bass 1960年東京都生まれ。

26歳の時益田幹夫トリオで初レコーディン

グ。その後大野雄二、渡辺貞夫、日野皓正、

山下洋輔、MALTA 等と共演。現在はタワー

ステーションのリーダーを務める他、納谷

嘉彦トリオ、 五十嵐一生4、中川ひろたかグ

ループ等で活躍中。アンサンブルを重視し

力強く安定したビートと、洗練されたベース

ラインは、高く評価されている。

●佐々木 慧：guitar 1981年三重県生まれ。

日本を代表するヴァーチュオーゾ、岡村誠

史氏に師事。2006年よりギタリストとし

て演奏活動を開始。2008年に7弦ギター

に転向。2016年1stアルバム「INHERIT 

THE JAZZ GUITAR」発表。現在はライブ

ハウス等の演奏活動の他、複数の音楽学校

で後進の育成にも携わっている。 

現在、日本の第一線で活躍中の

ジャズミュージシャンの結集クインテット。

青山の老舗ライブハウス「Body＆Soul」にレギュラー出演。

福井のオリジナル曲や2管アレンジのスタンダード曲を

中心に演奏している。
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A.N.E. Bigband 彦坂眞一郎＋上野学園SAXアンサンブル

KS Stars Project D.D.T. 

てにをはジャズオーケストラ groovy sunburned

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。前回に引き継ぎ今回で２度

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

　昨年までSkotyの名前でテラスステージで

参加していました。今年はメインステージで演

奏となりメンバーもパワーアップ！

　vib はライブハウス銀座アミズバーオーナー

のamiさん、Ts和尚は四谷三丁目ライブハウ

ス和尚とパトラオーナー、そして各地のライ

　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！ 

　前身バンド時代からの通算では7回目、

DDTとしては5年連続5回目の出場になりま

す。そして、今回は斑尾JAZZも第10回の記

念大会！非常に感慨深いものがあります。

こんにちは！“てにをはジャズオーケストラ”

です。気付いたら横浜の大学出身者ばかりが

集まった社会人ビッグバンド。結成してから１

年半経ち、今回が3回目のライブです！

アンサンブルを極めた大人なジャズを目指

すバンドで、今回の斑尾ジャズでの演奏を非

今年で結成4年のgroovy sunburnedは、

斑尾ジャズフェス2回目の登場です。昨年は

テラスステージでしたが、今年は念願のメイ

ンステージ！

メンバーは東京、神奈川、千葉、茨城、静

岡と、バラエティに富んだ所から集まり、主

目の出場となります。極上の四分音符を是非

聞いて楽しんでください！！

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！

ブハウスで活躍している、Bs吉川大介、Dr山

下次郎、Pf上長根明子、Pfおのゆみ。このメ

ンバーにセッション仲間、還暦親父二名が加

わったコラボ演奏をお楽しみ下さい。

今年も夏の斑尾高原に熱帯の風を吹かせま

す！ また、今回は舞月しえなさん(vo)を迎え、

涼やかなボサノヴァも1曲演奏しますので、そ

ちらもお楽しみに！

☆ホームページ　http://home.n01.itscom.

net/pj-ddt/

常に楽しみにしておりました！

若々しさと徐々に渋さをつけてきた我々の

演奏を皆さま楽しんでいってください。

最後まで斑尾ジャズを盛り上げていきましょ

う！

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、軽快なポップスバンド。

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・Big Band］ ［ゲストバンド］

［東京・Combo］ ［東京・Big Band］

［東京・Big Band］ ［東京・Combo］

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
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since 2007

J.O.Y. Gospel KMBバンド

Horinky Louis Jazz Orchestra

Beertime Bigband

G-mix,add9

今年で10年目を迎えるゴスペルサークル

です。 新潟県上越市を拠点に代表:山崎弘子

(ソプラノ歌手)の指導の下、小学生〜 60代

の男女で活動しています。

教会でのチャリティコンサートや地元の

イベントなどに参加しています。中でも斑尾

名前にK.M.Bが入る3名と司会KeMBoo

のトランペットJAZZ風カルテットです。地元の

長野を中心に音楽活動をしており、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

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、この斑尾ジャズに参加させていただ

　今年で結成9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・お客様・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。都心を中心

にジャズフェスティバルや大学の学園祭、地方

ライヴハウスと幅広く活動してます。 「Beer」好

　誰でも知っている曲をジャズアレンジで、パ

ブやレストランなどで演奏しているバンドで

す。 斑尾ジャズに参加するのは初めてなので、

全力で盛り上がって行きます。

　今回は「アニメソングのジャズアレンジ」を

JAZZは特別な気持ちで臨みます。会場の雰

囲気を楽しみながら歌えるこのステージは私

たちもノリノリ♪自慢のチームワークで心弾む

ハーモニーをお届けします。お楽しみくださ

い♪

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で静かに演奏してお

りますが、今年は、新設の「斑尾テラスステージ」

のトップバッター！と言うことで大変張り切ってお

ります。皆様、応援よろしくお願いいたします！

くのは２回目！ 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、小さいお子様からご年配の方まで

楽しめる曲も演奏します。大自然の中でリラッ

クスしながら、私たちの演奏も楽しんでいっ

てもらえたらと思います！

きの皆様、「Beertime」と素敵な30分を過ごし

ましょう。

メインに演奏させていただきます。　ジャズを

全く知らない方でも絶対に楽しめるようなス

テージにしますので、お楽しみに。

［新潟・Gospel Choir］ ［長野］

［東京・Big Band］

［東京・Big Band］

［東京］

Sparkle

黄色いファイル

TMサウンズ(第2グループ)

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

「黄色いファイル」は、同じサークル出身の学

生三人によるインストポップスバンドです！テレ

ビのCMなどで一度は聴いたことのあるような、

身近な曲のアレンジを中心に演奏します。日ご

ろ耳にするアレンジとは一味違った、楽器の魅

　メインステージに出場している「チームTM

サウンズ」同様、東京の新橋にあるTMレン

タルスタジオでの毎月第3日曜日ジャムセッ

ション有志によるバンドです。

　TMシスターズの女性ボーカル4人（Toko、

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。

力溢れる演奏をお楽しみください。斑尾JAZZ

には、今回初出演させていただきます。音楽の

楽しさを少しでも多くの皆様に感じていただけ

るよう、これからも練習に励んで参りますので、

よろしくお願いします！

Kumi、Manri、Miho）のソロ曲

と、男性ボーカル先浜裕行

の歌声をお聞きください。

強力ホーンセクションによ

るインストもお楽しみ下さい。

［長野・Combo］

［東京］

［東京］

「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

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

2016

The 餃子バンド

私たちThe 餃子バンドは主に柏付近を活動

をしているバンドです。今回、斑尾JAZZフェ

スティバルは初参加となります。

JAZZのスタンダードナンバーからみんなが

知っている曲のJAZZアレンジラテンの曲まで

演奏します。演奏している自分たちも、聞い

てくださるみなさんも楽しくなる様な演奏を

しますので是非お立ち寄りください。

［東京］
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８/20（土）～21（日）

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］

Gypsy Vibe

lazuliteBOSS

Takoh Group七菜"夢の国"バンド

60年代・70年のイナタイ匂いのするBlues 

Rock好きの3人が集まったトリオバンドです。

3人は20代・40代・50代と歳の差バン

ドです。でもジェネレーションは違えど、それ

ぞれの世代の感性がいい感じでぶつかり合い

　主に長野市を拠点に活動しているLazulite

（ラズライト）と申します。結成して約2年にな

ります。ニーナ(vo)、塚田(g)、木原(key)、富

岡(b)、Ken.G(ds)の5人編成のジャズバンド

です。スタンダードジャズや洋楽を中心に、レス

こんにちは、神奈川県鶴間のブルースバンド、

BOSSです。昨年テラスステージに初エントリー

し、今回は2度目の出演となります。昨年春に

斑尾出場を目標にバンドを結成し、何とかス

テージをこなすことが出来ました。今年は、地

　Takoh（g) 梶 双葉（pf) 入船裕二（b） 高

木悠圭（dr）の四人からなるグループ。それ

ぞれ都内を中心に個々で自身の音楽活動を展

開する一方、主にTakoh、梶双葉のオリジナ

ル曲を中心にライブ活動を行っている。

七菜“夢の国”バンドは、ディズニーの曲

を演奏するバンドです。

皆様のご存知のあの曲やこの曲をジャズコ

ンボやスモールビッグバンドのアレンジでお

届け致します！ メンバーは斑尾ジャズフェス

気持のよい化学反応が音に現れています！

Jazzとはちょっと違う空気感があるかもし

れませんが楽しんでいただけると思います。

お楽しみに！

トラン、イベント、お祭り等で演奏しています。

斑尾ジャズは初参加で、期待と不安で少々ち

びりそうですが精一杯頑張りますので、温か

い眼差しで見てやって下さい。何卒宜しくお

願いいたします。

元ライブハウスにも出場し、より幅広く活動し

ていく予定です。曲目は、昨年に引き続きブルー

スやバラードの名曲をお贈りする予定です。今

回はよりブルース魂を感じていただけるような

ステージに出来ればと張り切っています。

　美しく,独特の世界観を作り出す梶の楽曲、

奥行きとスペースを感じさせながら、静と動

をコントロールするTakohの楽曲はどちらも

ジャズ的イディオムを踏襲しながらも、日本

人独特の和風なセンスを感じさせられる。

ティバルで演奏するために集まりました。斑

尾ジャズフェスティバル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。どう

ぞよろしくお願い致します。

［長野］

［長野］［神奈川］

［東京］［東京］

room BKuuintet＋

竹下博子（vo） with Everything Jazz OuintetFeel So Good!

長野市を拠点に活動しているsmooth jazz

バンドてす。クールなgrooveを求め奮闘中で

す。今回、初めて斑尾ジャズに参加すること

になり、メンバー一同非常に楽しみにしており

ました。今日お会いできた皆様と、また何処

　いつもは飲み友達のアラサーミュージシャ

ン達で結成しました！

　普段はビックバンド、ジャズコンボ、ラテン、

ポップスと、それぞれ様々なジャンルで演奏

活動をしていますが、今回は「斑尾で演奏し

上野のJAZZ SPOT「Everything」に集う

仲間たちを中心に結成。

サックスの永田尚紀はエンジンがかかって

くるとエリックドルフィーばりのソプラノサッ

クスに変身。堅実なリズムセクション、P佐

少年ドラマー（現在高1）を中心にそれを

サポートする大人で編成されたアマチュアバン

ドグループです。新潟県上越市を中心にイベ

ント等で活動中。ポップスやインストなど様々

なジャンルの音楽に取り組んでいます。

かでお会いできることを楽しみにしています。

Drums  : Sen Ono (Reader) 

Sax  :  Kaich Harada 

Bass  :  Hidefumi Miyazaki 

Guitar  :  Hiroyuki Wada

たい！」という想いで集まりました。

　「斑尾高原」「夏」「フェス」をテーマに、色々

な角度から選曲をしていますので、皆さまと

一緒に楽しめるような演奏をしたいです！ ど

うぞよろしくお願いします。

藤アルミ、DR松倉雅弘、BASS坂根 格がそ

れを支えます。後半、利き酒師で野菜ソムリ

エの竹下博子のボーカルバックでドルフィーが

いかに料理されるか。

斑尾JAZZは昨年に続き２回目。バンド名

のとおり「イイ感じ！」な演奏をお届け出来れ

ばと思います♪

応援よろしくお願いいたします！

［ホームページ］ http://feelsogood.club/

［長野］［東京］

［東京］［新潟］
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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。

舞月しえな 
2006 年 に ジャ ズ シ ン

ガーとしてデビュー。独

特のリズム感と個性的な

歌唱が評判を呼ぶ。昨年、

「沢村美司子音楽賞・特

別奨励賞」を受賞！ 今、ノ

リに乗っているシンガー、

舞月しえな。都内の一流

ジャズスポットを中心に

活躍している。今月も「東

京コットンクラブ」、渋谷「Ｊ

ｚ Ｂｒａｔ」、六本木「ピギャー

ル」などに出演。「斑尾」

初登場！！

寝占友梨絵 
今JAZZ界でその独特の

歌唱力やスキャットで旋風

を巻き起こしてる若手ボー

カリスト。クラシックピア

ニストからジャズヴォーカ

ルの楽しさに目覚めてし

まい、徐々にヴォーカリス

トとしての活動を始める。

昨年の浅草ジャズコンテ

ストではヴォーカル部門

グランプリ受賞。現在は、

日本全国で演奏活動の他

TVの挿入歌など活躍の幅

を広げている。フェスティ

バルの司会は初めての経

験。スキャットの滑舌の良

さの割にしゃべりではかん

でしまうかも…と心配。

富木 優 
斑尾JAZZ初登場！ 2014

年度まで、「法政大学ニュー

オレンヂスウィングオーケ

ストラ」のバンドマスター

兼トロンボーン奏者・看板

MCとして活躍。また、河

口湖ステラシアターで毎年

9月に開催される、ジュニ

アビッグバンドの祭典「ス

テラジャム」の総合司会

も歴任。まだ20代前半で

すが、司会・MCの経験は

豊富です！ 飛び抜けて明

るく人懐っこいキャラで、

斑尾JAZZの新たな看板

娘となれるか？ 注目です！

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

というスーパーウーマン。

スキーは1級の腕前で斑

尾には毎年来ているとい

う大の斑尾ファン。斑尾

JAZZは昨年に続き2回

目、その安定した司会ぶ

りはさすがプロ！

深代直子 
毎年司会者として親しみ

のある語り口が好評、斑

尾ジャズのアイドル的存

在だ。ボーカリストとし

ても活躍しており斑尾の

ステージでビッグバンド

をバックに歌唱力を披

露。多彩な才能の中、最

近は斑尾ジャズの公式カ

メラマンとしてプロに代

わって写真を撮影。その

センスとテクニックは出

演者の一生の思い出とし

てホームページにも掲載。

この2日間は写真撮影に

飛び回っているので気軽

に声をかけてください。

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。

演奏者の皆さん、ご来場の皆さん、ようこそ斑尾高原においで下さいました。妙高

市を代表し、歓迎いたします。

斑尾高原の大自然の中、ジャズの心地よい音と高原の風を感じながら、心身ともリ

フレッシュいただき、お楽しみいただければ幸いです。

さて、Madarao  JAZZは、今年で10周年目を迎えるとのことですが、これも地域

の皆様をはじめ、関係各位のご尽力の賜物と深く敬意を表します。

これからも盛大に本フェスティバルが継続することを祈念申し上げるともに、関係各

位の益々のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、お祝いのメッセージといたします。

斑尾ジャズが記念すべき第10回を迎え、盛大に開催されます事をお慶び申し上げま

すと共に、飯山市を代表して心より歓迎申し上げます。

「斑尾山」は、唱歌「ふるさと」でうたわれている「兎追いし、かの山」の地であり、

四季折々の彩りが鮮やかで日本の原風景が残る飯山市は「日本のふるさと」と言わ

れています。そして、北陸新幹線飯山駅開業により日本のふるさとがぐっと近くにな

りました。斑尾ジャズの開催にご尽力いただきました関係者の皆様に感謝するととも

に、爽やかな風が吹く高原でのＪＡＺＺと自然を満喫されることを祈念いたしまして歓

迎のあいさつといたします。

創設以来10年、「斑尾ジャズ」は全国有数のジャズフェスとして認知されてきまし

た。年毎に進化拡大し、大勢の演奏家が、そしてジャズファンが聖地・斑尾に集結し、

この地が生き生きと輝いています。斑尾を代表する夏のイベントとして、なくてはな

らない風物詩的な存在となりました。その内、海外からも大勢の参加者が見えるこ

とと国際的な動きにも注目しています。アウトドアーやスキーとの連動も更に強まる

ことでしょう。斑尾高原ホテル・スキー場はこれまで以上に協働して、新しいフェー

ズに入る斑尾ジャズを支援してゆく所存です。新しいイベント運営を世間に問うた「斑

尾方式」が定着し、強固な運営基盤が出来たことに拍手を送ります。斑尾が誇るこ

の文化遺産を次代に継承する為にも。

2016年 第10回目の斑尾ジャズ祭開催、心よりお祝い申し上げます。

都内から2時間半で到着できる斑尾高原はとても身近な観光地となりました。

標高1000メートル高原は冬は真白なゲレンデ、そして夏は芝生の絨毯の上でビール

片手に真夏の野外ジャズステージをじっくりと鑑賞して頂くとても贅沢なレジャー地

です。10年目の節目となるジャズ祭、セミプロの方々の大熱演の斑尾高原でのジャズ、

今年も1年間温めて来た成果を思いっ切り爆発させてください！！

そして今年は10周年のお祝いとして福井ともみクインテットを招聘して頂きありがと

うございました。皆様とステージで笑顔でお目にかかりましょう！！

斑尾ジャズによせて

斑尾ジャズの司会者たち
入村 明
新潟県妙高市長

福井ともみ
ジャズピアニスト

関 均
斑尾高原ホテル・スキー場
社長

足立正則
長野県飯山市長

 bf Jazz School 
トップミュージシャンが講師の都内駅前ジャズスクール 

 
・田端校（JR 田端駅前）・HAKUSAN Labo（都営三田線白山駅前） 

個人レッスン・グループレッスンのほか  

ワークショップ・ジャズ講座・セッション・ライブなどイベントも充実！  

〒114-0014 東京都北区田端6-3-18-5F（田端校） 
TEL 03-5832-8633・FAX 03-5832-8622 

E-mail bf-info@bfjazz.com 

体験レッスン・無料見学随時受付中!! 
 



野外特設ステージ
斑尾OUTDOOR2016

同時開催

2016
Madarao
JAZZ

交流パーティー会場

会場入口

駐車場

Madarao JAZZ 関係駐車場

野外特設ステージへの近道

500円/日

500円/日

バンド関係者
専用駐車場（無料）

ホテル
専用駐車場

関係者
専用駐車場

ジャズ会場受付

レストランハイジ

スキーリフト
（会場への近道）

斑尾高原ホテル
野外テラス

テラスライブ会場

会場入口

Madarao JAZZ 会場Map

JAZZ会場の P7  、Ｐ8 駐車場は500円/日になります。


