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未来を考える設計
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URL  sakatakeo.com
Mail sakatakeo.ie@gmail.com

今後の運営の改善につなげていきますの
で、ご感想・ご意見をお聞かせくださ
い。会場設置のアンケート用紙または、
こちらのQRコードからお願いします。

　四日市JAZZ FESTIVALは、四日市を音楽で溢れる街にしよう！みなさまに喜んで頂ける
ような音楽イベントをしよう！と、市民ボランティアによる「四日市JAZZフェスティバル
実行委員会」が中心となって開催をしています。
　『ジャズをはじめとする様々な音楽により、街のにぎわいを創り出し、ジャンルにとらわ
れずに自由に音楽にふれあいながら、演奏し、楽しみ、力を出しあって、みんなで「音楽の
街・四日市」をつくりあげる。私たち（演奏する人、聴く人、スタッフ）すべてが主役であ
る』との想いから、観覧無料のイベントとしています。
　すべての音楽を愛する明るくにぎやかな四日市を創り上げようとスタートしたものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四日市JAZZフェスティバル実行委員会

開　催　趣　旨
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GUEST　MUSICIAN GUEST　MUSICIAN

アメリカ、ウエストバージニア州立大学在学中から地元ライブハ
ウスなどで音楽活動を始める。卒業後、本格的にジャズ・ピアニ
ストとして活動を開始し、グラミー受賞者チャック・マンジョー
ネ、ドナルド・バード、トゥーツ・シールマンス、ジェームズ・ムー
ディー、トム・ブラウンなど数多くの巨匠たちと共演。また、ピッ
ツバーグ大学でジャズの講師を務める。日本国内においても、日
野皓正グループに参加してツアーを行うほか、著名な来日アーチ
ストとも共演を重ねる。現在までに米国・日本において15枚の
リーダー作をリリース。近年はヨーロッパツアーをはじめ、常に
ワールドワイドに活動を展開する。2015年にも5都市6公演の
ブラジルツアーと、ポーランド～イタリア・ツアーを行う。 
2015年10月からTwelV（BS12）でスタートする音楽番組「歌謡
ナイト jazzyなライブショー」にレギュラー出演。 

No.1  　市民公園　     19:00～
No.17　SIXTY SIX  　17:00～ クリヤマコト ３ No.1     市民公園　   18:00～

No.17　SIXTY SIX　16:00～ Sutoh-Matsumoto

No.1    市民公園　  15:00～
No.17  SIXTY SIX  13:00～ 島 裕介４

No.1　市民公園　17:00～
No.2　VEEJAY　15:00～ 浜崎航 meets 松本茜 trio　

クリヤマコト（ピアノ）
早川哲也（ベース）
大坂昌彦（ドラム）

島裕介（トランペット）
平光広太郎（ピアノ）
徳田智史（ベース）
崎田治孝（ドラム）

島裕介（トランペット）

浜崎航（サックス)
松本茜（ピアノ）
本川悠平（ベース）
黒田和良（ドラム）

バークリー音楽大学に在学中にデル
フィーヨ・マルサリスのバンドに在籍
し全米各地のジャズフェスに出演。
NYでの活動後、1990年に帰国、ス
イングジャーナル誌読者投票ドラム
部門では1995年より16年間一位に
選出され続けた。

”歌うように吹く”独特のスタイルと柔らかで熱い音色が評判となり、これまでに300タイト
ルを超えるアルバムに参加している。アルバム「名曲を吹く」2作をリリース。
全国津々浦々年間100本を超えるツアーを行い、全国放送されたNHK-FMの1時間特番で
も話題となった。
タイツアーも敢行、地元メディアにも取り上げられ大盛況に終わる。

セルマー社野中貿易５０周年記念野中サクソフォンコンクールにて第１位
受賞。日本を代表するサックス奏者となった浜崎航。“Memories of You”
で驚異的なセールスを記録中の若手注目の美人ピアニスト松本茜による
本格的ジャズユニット

須藤満（ベース）
松本圭司（ピアノ）
高橋香織（バイオリン)
榎本吉高（ドラム）

T-SQUAREで1999～2000年の２年間を共に過ごした須藤と松本。その後も様々なセッションで交流を
続け、本年４月に京都 Live Spot RAGにて初めてダブルリーダーでの３daysを開催、大好評を得る。ベー
シストながら、そのメロディアスな楽曲に評価の高い須藤。類い稀なる才能と音楽への広く深い造詣で、
ポップでありながら独自の世界を展開する松本。二人の似て非なる世界観の楽曲を融合させて構成するス
テージ、今回は高橋・榎本という実力者を迎え、更なる広がりを見せる。

早川哲也（ベース）

黒田和良（ドラム）

浜崎航（サックス）

松本茜(ピアノ）

須藤満（ベース） 松本圭司（ピアノ）

高橋香織
（バイオリン）

榎本吉高（ドラム）

本川悠平（ベース）

大坂昌彦

クリヤマコト

崎田治孝（ドラム）徳田智史（ベース）平光広太郎（ピアノ）



98

ボーカル伊藤大輔とオルガン金子雄太の二人に
よるジャズユニット。関東一円での定期的なライ
ブ活動のほか、ツアーを複数回重ねてサウンドに
日々磨きをかけ、常に変わらない音楽の美しさ
に軸足を置き、その上で自由に変化するユニット
である。

GUEST　MUSICIAN
No.1    市民公園　  13:00～
No.18  本町プラザ　17:00～ 2Violins & Organ Trio

GUEST　MUSICIAN
No.1     市民公園　       16:00～
No.15  TAKE ZERO　14:00～ The Pedal Point

No.1　市民公園　14:00～
No.2　VEEJAY　17:00～ 泉沢果那ニューオリンズピアノトリオ

No.1　市民公園　10:00～
No.2　VEEJAY   13:00～ 平手裕紀5

No.1  市民公園　12:00～

No.15  TAKE ZERO 16:00～  /    No.10  LAST WALTZ 16:00～
杉丸 太一　   ＆　  佐々木 慧

No.1  　市民公園　         11:00～
No.10　LAST WALTZ　15:00～ アイシーゲイト ＋ チャンプ山田

伊藤大輔（ボーカル）
金子雄太（オルガン）

高校卒業後、アメリカ・ニューオ
リンズへ留学。ニューオリンズピ
アノの巨匠 Eddie Bo のライヴに
レギュラー出演する。本場アメリ
カでラグダイムやブギウギを習得
し、現地ミュージシャンらとライ
ブで腕や感性を磨いた。帰国後
は大阪･名古屋を拠点に活動

現役大学生ピアニスト平手裕紀率いる若手グループ。
未来のジャズシーンを担う中部エリアの期待の星たち

地元四日市で長年にわたり活動を続けてき
たブルースギター前田“TOBY”もとひろ率
いるアイシーゲイトに、ホナーハモニカコン
テストチャンピオンの山田直之を加えたスペ
シャルバージョンでお送りします。

地元、川越町出身のピア
ニスト杉丸太一、ソロ活動
を軸に精力的に活動を続
けている。今年の１０月に
はNYの伝統的な音楽の
殿堂カーネギーホールで
のソロリサイタルが決定し
ている。

四日市出身で東京で活躍
中の７弦ギタリスト佐々木
慧、今年1 s t アルバム
「INHERIT THE JAZZ 
GUITAR」発表。 

泉沢果那（ピアノ）
篠原裕（ギター）
奥村将和（パーカッション）

TOBY前田（ギター/ボーカル）
山田直之(ハーモニカ)
山本ひろみ（ベース/ボーカル）
田辺スパン（キーボード）
櫛田豊彦（ドラム）

平手裕紀（ピアノ)
佐藤祐紀(テナーサックス)
坂井彰太郎(アルトサックス)
荒川悟志(ベース）
上野智子(ドラム)

牧山純子（バイオリン）

高橋誠（バイオリン）

荒川岳大（ギター）

伊藤大輔（ボーカル） 金子雄太（オルガン）

篠原裕（ギター） 奥村将和（パーカッション）

泉沢果那（ピアノ）

杉丸太一（ピアノ） 佐々木慧（ギター）

太田美香（オルガン）

山下佳孝（ドラム）

ジャズシーンのみならず、幅広いジャンルにおけるメディア＆著作者としてもマルチに活躍する牧山純子。ジ
プシースウィングジャズやミュゼットを主とし、自身のオリジナルも高評価されている高橋誠。この２人のバ
イオリニストと、名古屋中心に活動する太田美香オルガントリオ（太田美香＆荒川岳大＆山下佳孝）による、
他にはないスペシャルユニットが誕生。2016年2月の初ライブも好評を博し、9月には大阪・名古屋2DAYS 
Liveを敢行。このユニットならではのアレンジ際立つサウンドが広がる。

牧山純子（バイオリン）
高橋誠（バイオリン）
太田美香（オルガン）
荒川岳大（ギター）
山下佳孝（ドラム）

山田直之（ハーモニカ） アイシーゲイト
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No.1 市民公園　18:15～

クリヤ マコト（ピアノ） 

クリヤマコトプロデュースによるギラ ジルカ、シャンティ、太田剣、大坂昌彦、早川哲也らの豪華メン
バーによる一夜限りのスーパーセッション。常にワールドワイドな活躍しているアーティスト・クリヤマ
コトが四日市JAZZだけのために選りすぐりのメンバーを集めた夢のセッションが実現。
四日市JAZZ FESTIVAL5周年を記念する特別なステージです。

アメリカ、ウエストヴァージニア州立大学在学中から地元ライブハウスなどで音楽活動を始める。卒業
後、本格的にジャズ・ピアニストとして活動を開始し、グラミー受賞者チャック・マンジョーネ、ドナル
ド・バード、トゥーツ・シールマンス、ジェームズ・ムーディー、トム・ブラウンなど多くの巨匠たちと共
演。また、ピッツバーグ大学でジャズの講師を務める。日本国内においても、日野皓正グループに参加
してツアーを行うほか、著名な来日アーチストとも共演を重ねる。現在までに米国・日本において15枚
のリーダー作をリリース。近年はヨーロッパツアーをはじめ、常にワールドワイドに活動を展開する。
2015年にも5都市6公演のブラジルツアーと、ポーランド～イタリア・ツアーを行う。2015年10月から
TwelV（BS12）でスタートする音楽番組「歌謡ナイト jazzyなライブショー」にレギュラー出演。 

ギラ ジルカ（ボーカル） シャンティ（ボーカル） 大坂昌彦（ドラム） 太田剣（サックス） 早川哲也（ベース）

★★中丸雅史Quintet
No.2　VEEJAY

14:00～

★★田辺信男とサンセットポップス
      オーケストラ  with 牛嶋としこ　

No.9　公園通り
  17:00～ No.3　あすなろう鉄道

  13:00～

No.17　SIXTY SIX 
14:00～

★★Bとれいん

No.3　あすなろう鉄道
   12:00～ /15:00～

★★ニッポン･モダン･
　　タイムスバンド

★★PLANET LOVE

愛知の大学生の選抜メンバーで、1982年ナゴヤCBジャズ・オーケ
ストラ結成。後輩がＣＢのバンド名で1985年以降継続。佐々木
功、子門真人、アンリ菅野ら著名ボーカリストとの共演、24時間
テレビ名古屋会場、世界デザイン博に出演するなど活動したが、
1990年以降はバンド活動休止。2015年９月第４回四日市ジャズ
フェスティバルのステージで、25年ぶりに再結成！新たにCBBR
と改名、活動再開。今回、巨匠ドナルドギブソンと昭和のテナー
サックス後藤隼人を迎え、第５回四日市ジャズフェス出演決定。
【メンバー】Tb大津栄次・徳舛孝志・西内紘子・ドナルドギブソン/Tp
竹岡淳・酒井潔・浦山肇・大野幸一/Sax佐藤大・加藤大智・後藤
隼人・井本裕二・清水浩二/Rhythm牧野寛・大西徹・石橋大輔

11:00～    ★★　College Big Band Reunion 12:00～　橋北中学校音楽部

実行委員会推薦バンド

★★マーク　：　ゲストミュージシャン

実行委員会推薦バンド

＊出演者紹介はP10をご覧ください。

私たち橋北中学校音楽部は、
少ない人数ではありますが、ク
ラシックからポップスまで様々
な曲をみんなで力を合わせ、楽
しく演奏しています。
聞いていただく方々に楽しんで
もらえるように、一生懸命演奏
します。　　

三重大学医学部軽音楽部 
Sunny All Starsはビッグバン
ドジャズを演奏しています。
歴史ある部活で、定期演奏
会は今年で51回を迎えます。
わたしたちの演奏をお楽しみ
ください。

メインステージで演奏させて
いただけることをとても嬉し
く思います。元気で多彩な雰
囲気の演奏を皆さんにお届
けできるように、65名の山
手中吹奏楽部の部員一同頑
張りますので、よろしくお願
いします。

第3回『全国ファミリー音楽コ
ンクールｉｎよっかいち』本選
出場。鈴鹿市在住。すべての曲
は母親の作曲によるオリジナ
ルインストゥルメンタル。母が
ピアノ、息子二人がそれぞれエ
レクトリックチェロ、カホンの
編成によるユニット。

今年で第４８回となる定期演奏会を中心に、地域の皆様に少
しでも吹奏楽の楽しさを伝えられるよう、年間７０以上の演
奏活動を意欲的に行っています。12月15日には、三重県総合
文化センターにて開催「ザ・グレン・ミラーオーケストラ　ジャ
パンツアー 2016」のオープニングアクト共演をさせて頂きま
す。「白子サウンド」を、ごゆっくりお楽しみ下さい。

ここちよいメロディーと
ゆったりしたリズムで聴く
人の心を癒すし、オリジナ
ル曲を中心に童話から懐か
しのポップスまで幅広いレ
パートリーを持つ。2016
年、あすなろう鉄道イメー
ジソングをCDリリース。

地元四日市で40年以上の活躍を続けるビッグバンドと郷土の
誇る名テナー奏者田辺信男さんとの共演。またスペシャルゲス
トに、これも地元出身のベテランシンガー牛嶋としこさんを迎
え、楽しいステージを実現します。

どこかで耳にした懐かしい曲、現在も歌い継がれる名曲…戦
前・戦中の日本のジャズ黎明期の曲の数々を、当時の雰囲気
でお届けします。

13:00～　山手中学校吹奏楽部

14:00～　Cat sings something 15:00～　三重大学医学部軽音学部 Sunny All Stars

13:00～　山手中学校吹奏楽部 17:00～　白子高校吹奏楽部16:00～　★★林　宏樹Quintet

18:15～

★★ クリヤマコト プロデュース 5th  Anniversary Super JAZZ

市民公園（１日目）メインステージ

９/１７(土）

林　宏樹（Dr）
T．K（Ts）
長瀬良司（Tp）
佐藤正道（Pf）
大村光広（Ba）

伊藤守人（Vo / Pf)、アルテミス・みゆ樹（琴）、
中島正章（Ba）、加藤裕通（Gt)

中丸雅史（Pf）、林 宏樹（Dr）
T . K（Ts）、長瀬良司（Tp）
大村光広（Ba）

TOBY 前田（Gt/Vo）
チャンプ山田（Harp）

青木弦六（Gt）
SUMIYO（Pf）
土田邦雄（B）
ジュンジ荒木（Dr）
フランキー大津（Tb）
ルイ大野（Tp）
レイモンド佐藤（As,Cl）
Nozomi（Vo）

5th Anniversary Super JAZZ

9/18（日）出演　＊実行委員会推薦バンド

9/17（土）
Y.J.F. ステージ
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9/18（日）

No.1

市民公園（２日目）メインステージ

10:00～　平手裕紀5 11:00～　アイシーゲイト　＋　チャンプ山田
TOBY前田（Gt/Vo）
山本ひろみ（Ｂa/Vo）
田辺スパン （Key）
櫛田豊彦（Dr）

12:00～　杉丸太一　＆　佐々木慧 13:00～　２Violins & Organ Trio
牧山純子（Vl）
高橋誠（Vl）
太田美香（Org）
荒川岳大（Gt）
山下佳孝（Dr）

杉丸太一（Pf）
佐々木慧（Gt）

平手裕紀（Pf）
佐藤祐紀（Ts）
坂井彰太郎（As）
荒川悟志（Ba）
上野智子（Dr）

14:00～　泉沢果那ニューオリンズピアノトリオ 15:00～　島裕介４
島裕介（Tp）
平光広太郎（Pf）
徳田智史（Ba）
崎田治孝（Dr）

泉沢果那（Pf）
篠原裕（Gt）
奥村将和（Per）

17:00～　浜崎航　meets　松本茜  trio　 16:00～　The Pedal Point
浜崎航（Sax)
松本茜（Pf）
本川悠平（Ba）
黒田和良（Dr）

伊藤大輔（Vo）
金子雄太（Org）

18:00～　Sutoh-Matsumoto

20:00～　第5回　四日市 JAZZフェスティバル　グランドフィナーレ
フェスティバルの最後を飾る　ゲストミュージシャンたちによるジャムセッション！！　乞うご期待！

19:00～　クリヤマコト３
クリヤマコト（Pf）
早川哲也（Ba）
大坂昌彦（Dr）

須藤満（Ba）
松本圭司（Pf）
高橋香織（Vl)
榎本吉高（Dr）
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出演バンド スケジュール　            　　9/18（日）　Y.J.F. 会場 No.2 ～ No.10 会場 No.11 ～ No.19★★ゲストミュージシャン ★★ゲストミュージシャン

No.4　近鉄シャンデリア広場No.3　四日市あすなろう列車No.2　VEEJAY

No.5　近鉄アートホール

No.8　諏訪公園

No.6　ふれあいモール

No.9　公園通り

No.7　プラトンホテル

No.10　LAST WALTZ

11:00～　Dear Suite Charlie
フュージョン

12:00～　YURICA&CHARLIE
ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

13:00～　平手裕紀５

14:00～　中丸雅史Quintet

15:00～　浜崎航meets 松本茜trio

16:00～　THE SWITCH TROUT

★★　泉沢果那
ニューオリンズピアノトリオ

★★

★★

★★

★★

★★

★★

★★★★

★★

★★

★★

★★

ロック

11:00～　井田秀実＆MPB
ジャズ

12:00～　よっちゃんとニシバヤシ
ボサノバ・ジャズ

13:00～　川村妙子

14:00～　谷マキ

15:00～　Jack in the Music Box

16:00～　Usami

17:00～　limil

アコースティックギター

ポップス

映画音楽

ジャズ

ポップス

11:00～　津軽三味線処いこい
津軽三味線

12:00～　風流亭六弦じゅん
アコースティックギター

13:00～　倭奏　-WAKANA-

14:00～　チュッパカホワホワ

15:00～　kotonone

16:00～　佐々木松弘

17:00～　カフェレレ四日市

ボサノバ

ポップス

ポップス

ポップス

津軽三味線

11:00～　社会人エレクトーンサークルSoundscape
ポップス

12:00～　AMB（Average Middle Band）
ファンク

13:00～　Clover Jacks Blues Band

14:00～　シソバジル

15:00～　STRIPE

16:00～　ピクロクロシン

17:00～　オルガン大王トリオ

ジャズ

ジャズ

R&B

ジャズ

ポップス

11:00～　Makino's Voice
ジャズ

12:00～　THE SWING STONES
ジャズ

13:00～　ショコラッチ・オクト

14:00～　山田貴子と日比野光高

15:00～　TOUICHI トリオ

16:00～　JAZZ VOSTA

17:00～　和楽笑-wagakuEmi-with中野恭子

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

11:00～　ハリケンミキサーズ
ロック

12:00～　空知堂（ソラシド）
ポップス

13:00～　DUCK BROS

14:00～　MUD COMPANY

15:00～　津坂カルテット

16:00～　mistake1

17:00～　Healthy Drug

ポップス

ロック

ジャズ

ロック

ブルース

11:00～　小塩達也トリオ
ジャズ

12:00～　J.S.M
ジャズ

13:00～　Pretty September

14:00～　Coo-Quintet

15:00～　Emico and Uncertain Fingers

16:00～　辻恭子＆平澤賢悟 trio

17:00～　2 Violins & Organ Trio

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ・ポップス

11:00～　吉川音楽教室
ジャズ

12:00～　suzuki jazz  トリオ
ジャズ

13:00～　Junko And MapFans

14:00～　The Pedal Point

15:00～　Adams Family

16:00～　杉丸太一

17:00～　大塚桜カルテット
ボサノバ・ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズピアノ

11:00～　Maracatu Democrático Nagoya
ブラジル音楽

12:00～　ママ　ブラジル
フュージョン

13:00～　Me & Hotties

14:00～　CROSS☆POINT

15:00～　BAWA

16:00～　Thrive  on  Praise
ファンク

ファンク

フュージョン

ジャズ

11:00～　こくもっち　4
ジャズ

ジャズ

ジャズ

12:00～　やしンズ

ジャズ

13:00～　PEACE BOX

14:00～　

15:00～　ITO BAKEND BAND

16:00～　井上大地グループ

ポップス

11:00～　Ｒｕｍｍｙ
ジャズ

12:00～　Y TRIO
ジャズ

ジャズ

ジャズ

ジャズ

フュージョン

ジャズ

13:00～　島裕介 ４

14:00～　ニッポン・モダン・タイムスバンド

15:00～　Eclat

16:00～　Sutoh-Matsumoto

17:00～　クリヤマコト ３

11:00～　阿加福
ジャズ

12:00～　一ノ瀬大悟デュオ
ジャズ

13:00～　大野カオリ・井上大地 Duo

14:00～　スタボーン☆ナイト

15:00～　Takano&Miyuki

16:00～　enfys

17:00～　Kyao Project

リコーダーアンサンブル

ジャズ

ジャズ

ジャズ

ボサノバ

11:00～　BIG　BEAR'S
ジャズ

12:00～　Stella　Jam
ジャズ

13:00～　Tammy's　Band

14:00～　おもちーず

15:00～　shArD

16:00～　Clover

17:00～　徒花プロジェクト

ポップス

ポップス

ポップス

ブルース

ジャズ

フォーク

ファンク

ジャズ

11:00～　ＧＲＡＮＴＳ Ｇｏｓｐｅｌ Ｃｈｏｉｒ
ゴスペル

12:00～　伊勢湾岸ＪＡＺＺＢＯＸ
ジャズ

13:00～　

14:00～   Greenhorn Jazz Orchestra

15:00～　

16:00～　ファーストサンデーオーケストラ

17:00～　

bigバンド

bigバンド

bigバンド

bigバンド

11:00～　ばんこ屋バンド
オールディーズ

12:00～　Ｎ　＆　Ｎ
ロック

13:00～　鈴鹿バンド

14:00～　Rain and Flowers

15:00～　4Jacks

16:00～　The Velmo
ロック

ロック

ポップス

ヒップホップ

11:00～　イカサマ band
ロック

12:00～　Lo-Fi
フュージョン

13:00～　Jesse's

14:00～　ぴあのむらUTA子

15:00～　アイシーゲイト＋チャンプ山田

16:00～　佐々木慧

17:00～　ふぁきゅーむ
フュージョン

ジャズギター

ブルース

ポップス

ボサノバ

11:00～　 四日市マジェスティック・ジャズ・オーケストラ
 bigバンド

12:00～　
bigバンド

13:00～　鈴鹿中学校 Swing Bell Deers

14:00～　JAZZ　Bee！！

15:00～　Voices of the Light

16:00～　Jazz Orchestra Brightness(J.O.B.)

17:00～　サウンドクルーズジャズオーケストラ

bigバンド

　bigバンド

ゴスペル

bigバンド

bigバンド

12:00～　PLANET LOVE

13:00～　Bとれいん

15:00～　PLANET LOVE
★★

★★

★★

No.13　グリーンモールNo.12　ハッピースペースNo.11　コスモ楽器前

No.14　ラジカフェ

No.17　SIXTY SIX

No.15　TAKE ZERO

No.18　本町プラザ

No.16　市営駐車場前広場

No.19　BAR EAST

岐阜大学軽音楽部　
NEW STARS JAZZ ORCHESTRA

★★   田辺信男とサンセット
ポップスオーケストラ with 牛嶋としこ

Swingin‘ Friday
Jazz Orchestra

ＮANCOH 
MOONLIGHTJAZZ ORCHESTRA

17:00～
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About the Musicians（50音順）　
*出演バンド紹介／出演会場 No.

Tp：トランペット Tb：トロンボーン Sax：サックス Ts：テナーサックス 
As：アルトサックス Fl：フルート Vo : ボーカル Vl：ヴァイオリン
Pf：ピアノ Key：キーボード Org：オルガン Gt：ギター 
Ba：ベース Dr：ドラム Per：パーカッション　

＊会場スケジュールはP14～15に、MAPは P2～3に掲載しています。

【
楽
器
略
称
】
　

4Jacks No.8

AMB（Average　Middle　Band） No.12

Adams Family No.15

BAWA No.16

1999年結成。1960年代～
70年代の洋楽を主に演奏す
るクラシックロックカバーバ
ンド。ライブハウスを中心に祭
り等の文化事業や企業のイベ
ント、福祉施設でのボラン
ティアライブを精力的に行っ
ている。

３回目の出演となります。今回
は女性ボーカル・ペコリを加え
てＲ＆Ｂ～ファンク～フュー
ジョン～アシッド系のダンス
チューン満載です。エビバデダ
ンシン！

老舗フルハウスでライブを始
め、30年以上が経ちました。
スタンダードを中心に、ラテン
やボサノバや歌謡曲まで、あら
ゆるジャンルを演奏していま
す。アダムスファミリーの演奏
を楽しんでください。

2014年に結成されたインスト
バンド。重厚なリズムセクショ
ンに浮遊感のあるKeyとGtが
加わり、さらに４管が加わり、
エスニシティと都会的なニュア
ンスを織り交ぜた新感覚のダ
ンスミュージック。

BIG　BEAR'S No.6 Clover No.6
毎週金曜日のサラームジャズ
セッションで知り合ったメン
バーです。ジャズに興味がある
人はサラームに見に来てくださ
い。
Gt  栗山順次　Sax  河村仁志
Pf  大輔　      Ba 伊藤靖雄　
Dr  越智潤

四日市出身、関東で活動中の
爽やかポップスユニット。5回
目の出演！今年もバンド編
成！オリジナルソングを中心
に、パワフルかつ儚い歌声を
放つセイラとリズミカルなギ
ターをかき鳴らすダイジーの
笑顔溢れるライブ☆
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出演者紹介　About the Musician（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場NO.

創業三十七年

Clover Jacks Blues Band No.12

CROSS☆POI NT No.16

DUCK BROS No.19

Coo-Quintet No.18

Dear Suite Charlie No.2

Eclat No.17

各々違うバンド、ジャンルでプ
レイする４人が、セッション等
で出会って結成。歳とってます
が、フレッシュなバンドです。

老若男女すべてのみなさまに
楽しんでいただけることを目指
し、誰もがどこかで耳にしたこ
とのあるような昔の曲を演奏
しています。
メンバーは13歳から49歳、ワ
イワイ楽しくやっています。観
て聴いて楽しめるパーティバ
ンド！

ダックブロスです。
エリック・クラプトンを中心とし
たブルースとロックを演奏しま
す。聴きに来て下さい。

Ｃｏｏ（Vo）
Ａｋｉ（Pf）
かずな（Dr）
ＫＡＺＵＯ（Gt）
小次郎（Ba）

関西各地の野外フェスやライ
ブハウスで活動中の４人組で
す。情熱大陸、スペイン等の楽
曲を、ヴァイオリン＋ピアノ・ト
リオで ラテン・テイストたっぷ
りにアグレッシブに演奏しま
す！是非、聴いて下さい！

Eclatとはフランス語で輝き、喝
采。語源は突然のどよめき。女
性３人のユニット。女性ならで
はのしなやかさ、力強さをお聞
きください。

Emico and Uncertain Fingers No.18 enfys No.7
中部地域で活躍しているＲ＆Ｂ
シンガーEmicoと個々に活動し
ているジャズミュージシャンが
結成したユニット。ジャズをベー
スにジャンルにとらわれず高い
ヴォーカルパフォーマンスと演
奏で存在感をアピールします。

私たちは、中学生6人のリコー
ダーアンサンブルです。3月に行
われたリコーダーの全国大会
では、金賞を受賞しました。木
管リコーダーの優しいハーモ
ニーをお届け出来るよう、頑
張って演奏します。



2120

出演者紹介　About the Musician（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場NO.

ＧＲＡＮＴＳ  Ｇｏｓｐｅｌ  Ｃｈｏｉｒ No.9

Healthy Drug No.19

J.S.M No.18

Greenhorn Jazz Orchestra No.9

ITO BAKEND BAND
ack in the Music Box

No.14

Jack in the Music Box No.4

三重県各地からメンバー約70
名が集結し、エネルギッシュな
賛美歌をお届けします。

今年１月１stアルバム「No 
Name」を発売！東京、名古
屋、大阪各地をツアー中、個
性溢れる４人のメンバーが前
回のジャズフェスよりさらに
パワフルになったサウンドで
四日市に新しいジャズの風を
吹かせます。

ボーカルEvaはご当地三重県
出身。その他メンバーも近畿東
海地方出身。現在、東京神奈
川方面でライブ活動中のバン
ド。愛するふるさとでジャズを
奏でます♪

私達は、四日市市文化会
館主催の”若者のための
ジャズ講座”出身者を母
体としたグループです。
演奏する楽しさをモッ
トーに練習しています。
新メンバーも加わり、み
なさまとジャズを楽しみ
たいと思っています。

初出演となります。2年
前に結成し、今年の３月
に1stアルバムをリリース
しました。親しみやすく
懐かしいポップスに、
ジャズテイストが加わっ
たサウンドです。どうぞ
皆さん、楽しんでお聞き
ください。

Jack in the Music Boxとは、音
のびっくり箱という意味です。
映画が大好きな二人が、名作名
画をクラシックギターとピアノ
のアレンジでお届けします。映
画の名シーンが音楽で美しくよ
みがえります。

JAZZ　Bee ！！ No.5 Jazz Orchestra Brightness(J.O.B.) No.5
愛知県知多半島では珍し
く、アニメソングをジャズ
アレンジした曲を中心に
演奏するジャズビッグバン
ドです。ガールズ中心です
が、メンズも乱入した美女
と野獣の編成です。子供
の頃に戻ったつもりでお
楽しみください。

私達"J.O.B."は、今年結成10周
年を迎える社会人ジャズビッグ
バンドです。スタンダードから
コンテンポラリーまで、貪欲に
挑戦しています。迫力のステー
ジをお楽しみください。
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出演者紹介　About the Musician（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場NO.

JAZZ VOSTA No.13

Junko And MapFans No.15

Kyao Project No.7

Jesse's No.10

kotonone No.11

limil No.4

みなさん、こんにちは。JAZZ 
VOSTAです。私たちは名古屋
を中心にスタンダードジャズを
中心に演奏活動をしています。
毎年楽しみにしている四日市
ジャズフェスティバルで、皆様
に楽しい演奏をお届けできるよ
うにがんばります！

不思議な地図に魅せられたメ
ンバーが集まりました。ジャズ
が大好きな私たちの音楽を、
是非お聴きください。

アコーディオン、ギター、ピ
アノによるJAZZトリオ。フ
レンチJAZZ、ミュゼット、
タンゴなどを演奏。
岡崎市から初参加。
青木孝明（Acc）
鈴木としゆき（Ag）
Chikayo（Pf）

最近結成した、international 
team です。今回は Bossa 中
心にまとめます。どこでも出張
演奏しますので、お気軽にお声
がけください。

朗読と音楽のコラボユニット。
今までにはないフルートとピア
ノのアンサンブルで、物語に組
み込んだオリジナル曲を中心
に演奏します。昨年に引き続
き、フルートのメロディーを独
自のアレンジでお楽しみくださ
い♪

→Pia-no-jaC←というピアノと
カホンのみで奏でるインストゥ
ルメンタルです。ジャンルにとら
われない音楽の世界をお楽しみ
下さい。

Lo-Fi No.10 Makino's Voice No.13
80年代のジャズフュージョン
を中心に演奏します。主に四
日市・鈴鹿・関西で活動中。
フュージョン好きの方はぜひ
聴きにいらしてください。
くま（Ba）
林　博之（Key）
藤森　豊（Dr）
佐藤　大（Sax）

「ジャズをもっと身近に」をコ
ンセプトに、ジャズ・アレンジの
曲から古き良きスウィングま
で、様々な曲を演奏していま
す！ジャズ・ヴォーカルを加え
て、たくさんの方に楽しんで頂
けるような曲を用意しています
よ～！



24 25

出演者紹介　About the Musician（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場NO.

土木請負・重機工事・土建資材販売・解体工事
産業廃棄物収集運搬・中間処理 ( コンクリート・合材 )・再生砕石販売

丸正重機土木（有）

Maracatu Democrático Nagoya No.16

mistake1 No.19

Ｎ　＆　Ｎ No.8

Me & Hotties No.16

MUD COMPANY No.19

NANCOH MOONLIGHT JAZZ ORCHESTRA No.9

ブラジル北東部ペルナンブーコ
州の伝統音楽「マラカトゥ」の
グループです。
歌と打楽器のみから成り、ルー
ツであるアフリカの影響も感じ
て頂けます。
四日市JAZZフェス5回連続出
演です！よろしくお願いします♪

2002年MISAKO（Vo)と
TAKE（G )によるユニット
「MISTAKE」結成。
のちに東海地区活躍中ベーシ
ストMOROOKA、ドラマーの
MMNが加入、バンドスタイル
「MISTAKE1」となる。

７０～８０年代の洋楽や日本の
フォークソングを中心にコピー
演奏し、地元北勢・桑員地区の
イベントに出場し地域貢献して
ます。

ジャズやろう！の号令で、元は
別ジャンルで活動していた
HOTな仲間が参集。今年から
現在のVo,Sax&Pf,Gt,Ba,Dr
の６人編成となり、活動中で
す。スタンダードナンバーを中
心に演奏します。

本年より活動開始しました、
完全オリジナル ハードロック
バンドです。俺たちの魂を聞い
てくれ！

津市立南郊中学校”NANCOH 
JAZZ ORCHESTRA”の卒業
生で結成されたバンドです。顧
問以外は全員高校生という若さ
あふれるバンドですが、演奏は
大人に負けない熱いステージを
お届けします！！

PEACE BOX No.14 Pretty September No.18
岐阜を中心に活動するジャズ
カルテット。愛知、滋賀、三重
のライブハウス、ジャズイベン
トへの出演多数。1998年結
成。

主に四日市で活動中の結成
三年目のバンドです。ポップ
ス、ファンク、jazzなど演奏し
ます。
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出演者紹介　About the Musician（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場NO.

Rain and Flowers No.8

shArD No.6

STRIPE No.12

Ｒｕｍｍｙ No.17

Stella  Jam No.6

suzuki jazz トリオ No.15

2014年5月に結成された、
三重発ポップバンド。三重、
愛知を中心に活動中。力強
い歌声と繊細な演奏が織り
なすハーモニーは、聴き手を
魅了します。

こんにちは！大学生２人組の
ｓｈArDです！今日はオリジナ
ル曲に加えて、皆さんも知って
いる曲をたくさんやろうと思う
ので一緒に楽しみましょう！よ
ろしくお願いします！

アメリカから来日する設定の
ジャクソン3兄弟と日本の友達
によるコラボ。
主に洋楽R&Bなど。
迫力のある歌声と面白いメン
バーとのトーク。
お楽しみ下さい！

桑名市を中心に活動している
ボーカルＣｈｉｎｉを中心とした
ジャズ・コンボ。どことなくお酒
の香りがするチョコレートのよ
うな音楽を目指してます。
Fl、Ts　柴田孝一郎
Pf　三戸　幸
Dr　辻村　勝
Ba　山田健二

大阪・京都のジャズフェスやカ
フェでライブ活動しています。
ジャズスタンダード、あ！これ
聴いたことある　という曲を
中心に演奏します。

鈴村恵理　Pf
畑　和彦　Ba
鈴木健司　Dr
結成４年目のトリオ
毎月１回の練習と年１回のライ
ブを鈴鹿で行なっているバンド

Swingin' Friday Jazz Orchestra No.9 Takano&Miyuki No.7
2010年「大人のためのビッグ
バンド講座」受講生を中心に
結成されたバンドです。はや6
年目になりました。演奏する人
も、聴く人も楽しい、そんな演
奏を目指して頑張ります。

フルートとピアノのアンサンブ
ルを組んで11年。田辺信男先
生が福島でビッグバンドを創ら
れ、演奏される姿に心を打た
れジャズにもレパートリーを広
げています。目指すは「心の琴
線に触れる音」です。
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Tammy's　Band No.6

THE SWITCH TROUT No.2

Thrive On Praise No.16

THE SWING STONES No.13

The Velmo No.8

TOUICHI トリオ No.13

中高年に優しいバンドです。
スタンダードはもとより懐かし
の曲、ジブリ、ディズニーまで
デキシーアレンジでお届けしま
す。

Gu/NAKAMURA
Ba/TAKASAKI
Dr/YAMAZAKI

タワーオブパワーのカバーバン
ドです。メンバーは名古屋、四
日市や三河などから幅広く集
まっています。ソウルフルなボー
カルと分厚い管楽器セクショ
ンの掛け合いが魅力です。HP
は「褒められて伸びるバンド」
で検索。

スタンダードジャズを中心に、
シンプルで楽しいステージに
したいと思います♪

2014年リヴァプールにて結
成。今年発表したミニアルバム
は、4人の天才的なポップセン
スが評価され数々の賞を受
賞。イギリスを中心とした各国
で絶大な支持を受けているに
も関わらず、日本では何故か無
名である。

仙台、福島で出会ったメンバー
（ハーモニカ、ベース、ピアノ）
がスタンダードジャズを演奏し
ます。クロマチックハーモニカ
の素敵な音色を是非お聴きく
ださい。今は沖縄、大阪、名古
屋などで活動中。

Usami No.4 Voices of the Light No.5
アコースティックギター１本でメ
ロディ・ベース・パーカッション
を表現します。当日は、皆さん
が聴き覚えのある名曲や、隠れ
た名曲を演奏するので、ギター
の生音が好きな方は、是非演奏
を聴きに来てください。

室山の四日市キリスト教会を
拠点に活動しているゴスペル
クワイアです。良い時もそう
でない時も、歌に力をもらって
みんなで前に進んで来まし
た。その想いが、聞いてくださ
る皆さんに届くように精一杯
歌います。
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Y TRIO No.17

阿加福 No.7

イカサマ band No.10

YURICA&CHARLIE No.2

徒花プロジェクト No.6

伊勢湾岸ＪＡＺＺＢＯＸ No.9

スタンダートからコンテンポラ
リージャズを演奏します。

サックス、ギター、ベースによる
トリオです。シンプルな編成で
ジャズのスタンダードを中心に
演奏します。
Ts、Ss　阿竹篤
Gt　加藤友巳
Ba　福本真

Vo.サカイの実体験を元にした
詩をファンク、レゲエ、ヒップ
ホップ、ブルースなどフリースタ
イルにキャラも乗せ、オモロく
激しく、ピアニカのかなえちゃ
んが可愛い。お客さんにも絡ん
で、お酒がすすむライブです！

ボーカリストYURICAとピアニス
ト  チャーリー間島のデュオ。
2011年～、ライブハウスで共演
していますが今回、初のデュオ
で、大好きなスイングジャズを四
日市の街で皆様にお楽しみ頂け
ましたら嬉しいです。

「愛と平和のキャバレーバン
ド」をキャッチコピーに活動し
ております、徒花プロジェクト
と申します。ジャズやファンク
を織り交ぜたオリジナルサウン
ドで四日市の街を盛り上げた
いと思っています。

津市で活動している『伊勢湾
岸ＪＡＺＺＢＯＸ』です。普段
は社会人Ｂｉｇ　Ｂａｎｄとし
て活動しています。今年から
は少人数での演奏にも挑戦し
ています。粗削りではありま
すが、若さ溢れる演奏をお楽
しみ下さい。

井田秀実＆MPB No.4 一ノ瀬大悟デュオ No.7
心地よく聴いていただける
JAZZを目指し、ボーカル、ピア
ノ、ベースで演奏します。気楽
にJAZZを楽しんでいただけれ
ばと思います

ザクザク刻みまくりのガットギ
ターとバチバチスラップや強靭
なグルーヴを生むコントラバ
ス。その上に乗る美しくも独創
的なメロディーと楽曲アレンジ
は、驚きと新鮮さを覚えると共
に頭を振り胸が熱くなる!! 



毎月１回，第２日曜日の午後，四日市市内ジャズ・ハウス＜JAZZ TAKE ZERO＞で開催
内容 === 古典～現代タンゴ⇔ピアソラタンゴ⇔ジャズ・タンゴ・フュージョン
問合せ先　TEL：０５９－３４５－４３８４　　E-mail　：　Enrique@ezweb.ne.jp

中部サロン・デ・タンゴ／ＳＰ・LP・CD・生コンサート
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１１月２３日（水祝）
三重県文化会館　大ホール

開演 17 時 00 分

全席指定　8,300 円（税込）※３歳以上入場可、但しチケット必要

三重テレビホームページ
チケットぴあ　0570-02-9999（P コード 303－543）
ローソンチケット　0570-084-004（L コード 45011）ほか

主催・お問合せ　三重テレビ放送　事業部　TEL059-223-3380

チケット販売所

井上大地グループ No.14

大野カオリ・井上大地Duo No.7

おもちーず No.6

大塚　桜カルテット No.15

小塩達也トリオ No.18

オルガン大王トリオ No.12

主に都内で活動する、若手ジャ
ズプレイヤー４人で、オリジナ
ルナンバーを演奏します。

ゆったりまったりしていただける
空間づくりを目指しています。

おもちは白い、ちくわは万能。
ポップス、ジャズ、ファンクなど
演奏します。主に関西で活動し
ている「おもちーず」です！
伊藤礼子(Tp)、ちくわ(Sax)、
中嶋安行(Gt)、中村優太(Ba)、
平川洋(Dr)

四日市出身で語学のプロでも
ある大塚桜(Vo)と名ギタリスト
青木弦六。ブラジル音楽を愛
するハリー加藤(Perc)、武元
理恵子(Pf)のカルテット。丁寧
で美しく、愛情あふれるアンサ
ンブルをお届けします。

小塩達也(Pf）、田中なつえ
（Congas）、野村寿哉（Ba）
による結成3年目のラテンジャ
ズトリオ。4ビートジャズから
来た小塩とサルサ界から来た
田中・野村が融合！小塩の鍵
盤ハーモニカもお楽しみに！

名古屋からグルービーなオル
ガンサウンドの大王，楽しい
JAZZドラマーマッスグ氏,ソウ
ルのボーカルりょうこの三人
が四日市のテンションを上げ
ます。四日市を愛するオルガン
大王は今年もはじけます！

カフェレレ四日市 No.11 川村　妙子 No.4
ジャンルに拘る事なくいろいろ
な曲をウクレレで演奏を行うグ
ループです。四日市を中心に各
地で開催されるイベントに積極
的に参加しています。ウクレレ
の心地よい音色をお楽しみくだ
さい。

大阪、京都で活動中のシン
ガーソングライターです。ポッ
プス系オリジナルを歌ってい
ます。爽やかpopsから大人
popsまで、心に残るメロディー
をお届けします。

藤井フミヤ
ＦＵＭＩＹＡ
ＦＵＪＩＩ
ＣＯＮＣＥＲＴ
ＴＯＵＲ　2016

32

ＴＯＵＲ　2016

大人ロック
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岐阜大学　軽音楽部　NEW STARS JAZZ ORCHESTRA No.5

サウンドクルーズジャズオーケストラ No.5

シソバジル No.12

こくもっち　4 No.14

佐々木松弘 No.11

社会人エレクトーンサークル Soundscape No.12

岐阜県内で唯一の学生
ビッグバンドで、キャッ
チーな曲から大人の雰
囲気のあるジャズの曲ま
で幅広く演奏していま
す。今年初めての出演と
なります！僕たちの個性
あふれる演奏をどうぞお
楽しみください！

２００８年４月発足。
四日市市・鈴鹿市を活動拠
点とし、スイング・ジャズ、モ
ダン・ジャズの楽曲に取り組
む社会人ビッグバンドです。
バンドのコンセプトは『楽し
く、真剣に取り組む、大人の
バンド。 』

東京、神奈川、千葉などのレス
トラン、カフェ等で定期的に
ジャズ、ポップスを演奏中。メ
ンバーは個々でもミュージシャ
ンとして活動。スタンダード
ジャズ、ポップスを中心に演奏
してます。

小久保(Altsax)、もっち(Guitar)、
こじろー(Bass)、藤木(Drums)
のジャズカルテットです。時には
優しく、時にはノリノリな、時に
は熱く、そんな曲をおとどけしま
す(^O^)／。

趣味のボッサ・ノーヴァ弾き語
りで音楽の自給自足をしてい
ます。

名古屋を中心に約20名で活動
する社会人エレクトーンサーク
ル。毎年１月と７月には、名古
屋市内でコンサートを開催して
います！
様々な音がでるエレクトーンを
使った、幅広いジャンルの演奏
をお楽しみください♪

ショコラッチ・オクト No.13 鈴鹿中学校 Swing Bell Deers No.5
2つのバンドが合体して出来た
このバンドです。フロントのた
まちゃんを全面に押し出して、
活動してます。メンバーそれぞ
れ愛知・三重・岐阜に住んでま
して、練習は稲沢のあたりで
やってますよ～。

こんにちは。私たちは鈴鹿中
学校吹奏楽部３年生による
ジャズ・バンドです。バンド名の
「Swing Bell Deers」は「鈴」
と「鹿」にちなんで付けられま
した。本日はアンサンブルもお
楽しみください。

●情報通信工事●監視カメラ工事●防災無線工事●電気設備工事
●交通信号機・道路標識工事●電気設備工事●土木関連●光・同軸ケーブルのリサイクル

〒512-1105
三重県四日市市川島町 6612-2
℡：059-322-5100

 スワパズルパーキング（諏訪公園駐車場）
商店街の駐車場だから安心です！
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きれい　安心　安全な
ビルクリーニング

059-363-0871

オシャレなコンポートから珍しい切花や観葉植物まで
　　　お花のことなら何でもアミューゼまで！

ホームページ　http://www.amuusee.com

四日市市城東町 22-5
TEL 059-353-1319
ｈｔｔｐ://ｔｏｍａｎ.ｃｐ.ｊｐ

TEL 059-351-7881
FAX 059-353-9855

鈴鹿バンド No.8

空知堂（ソラシド） No.19

チュッパカホワホワ No.11

スタボーン☆ナイト No.7

谷マキ No.4

津軽三味線処いこい No.11

ブルース、レゲエ、ロック等、自
分達のルーツを軸に、バンドな
らではのヒップホップを生み出
す四人組。

洋楽 POPS をスムージーなア
レンジでお届けする、女性ボー
カルバンドです。少しだけ体を
揺らしながら、心地よいグルー
ブをお楽しみください。
ケイ（Vo）, マギー（Gt）
メリ（Ba）, ケンジ（Dr）
ジョージ（Key）

ボタニカル男子タクヤの好きな
洋楽R&Bと酒豪女子ジュンコ
の好きな沖縄音楽でホワホワ
笑顔になれる時間をお届けしま
す。お茶屋さんでお団子を食べ
るような気持ちで、ゆっくりして
いってくださいね。

サックス・TAKUMI、キーボー
ド・GEN、パーカッション・
NAO、の兄弟夫婦バンド。大
阪と奈良からの参加です！

ジャズ、ポップス、ロック、歌
謡曲など、幅広いジャンルの中
から、心地よい音楽をみなさま
にお届けします。
ぜひ観に来て下さい。
メンバー：(Vo) サヤコ ,　
　　　　  (Gt) マキヒロ

四日市市拠点の津軽三味線グ
ループ。セントレア空港主催の
音楽祭オーディションでは準グ
ランプリに輝き、世界オールジャ
ンルの中から注目を浴びる。民
謡、オリジナル、カヴァーの幅
広いアレンジで、和の魅力を発
信。

スターアイランド店　355-8005　　ピアゴ菰野店　396-3663
安島文化会館前店 354-4187

ガーデン＆エクステリア専門店

株式会社 東万
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・四日市駅前校  ・ときわ校  ・大矢知校
・川島校・菰野校・羽津校・阿倉川駅前校
Tel 059-336-5019   info@studie-shuei.com

Mirror Blue ＆Dolce
四日市市安島 1 丁目 5-12
美容院：TEL  059-354-7192
エステ・ネイルサロン： TEL  059-354-7193

四日市 Jazz Festivalを応援しています！！

津坂カルテット No.19

ハリケンミキサーズ No.19

ぴあのむらUTA子 No.10

辻恭子＆平澤賢悟ｔrio No.18

ばんこ屋バンド No.8

ピクロクロシン No.12

普段は岐阜県と滋賀県のジャ
ズフェスに参加するという活動
をしていまして、満を持しての
三重県初参加です。よろしくお
願い致します。

平均年齢46.5歳、おじさん
ハードロックバンド、ハリケン
ミキサーズです。結成３年。オ
リジナル曲作って２年。まだ７
曲しか出来てませんが、クオリ
ティは低くないと自画自賛して
ます。よろしくお願いします。

関西をはじめ各地の音楽祭で
演奏しています。ソウル・ファン
クをルーツとし、デュオでの表
現を追求しつつも楽しめる音
楽を目指しています。一緒に楽
しみましょう。

天然なボーカル 辻恭子、癒し
のドラムス ジュンジ荒木、シャ
イなベース 土田邦雄、そして東
北から綺羅星のごとく現れた
ピアノ 平澤賢悟！この４人でめ
ちゃめちゃカッコいいジャズを
やらかします！乞うご期待！

毎度お馴染み「ばんこ屋バン
ド」です。
今回も「オンリー・ユー」「ハウ
ンド・ドック」「ヴィーナス」等、
懐かしのアメリカンポップスを
お送りいたします。
お気軽にお楽しみください。

名古屋市天白区にある沙冨蘭
という自然薯料理が美味しい
店でよくライブをしています。張
り切って心をこめて演奏しま
す。



公文式 羽津教室
未就園児から学習できます

羽津中２丁目２-９
TEL：080-3688-9082　伊藤

40 41

出演者紹介　About the Musician（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場NO.

ひろたさんはJazz Fesをめっちゃ応援します！

http://www.hairbox.jp/
菰野町菰野1030-3
TEL 059-394-1010

ファーストサンデーオーケストラ No.9

風流亭六弦じゅん No.11

ふぁきゅーむ No.10

ママ　ブラジル No.16

やしンズ No.14

「全国に通用するビッグバン
ド」を目標に平成9年に結成。
鈴鹿を拠点に三重県主催の文
化祭、各種イベンド、ライブハウ
ス等で活動中。

ルーツミュージックをベースに
したオリジナルのインストを
アコギ一本で楽しく演奏いた
します。今年アルバムOver 
Dubbing 444 を全国発売。

四日市を中心に活動してるファ
ンクバンドです。紅一点のカタ
ギリ嬢は育休中。おっさん３
人、頑張ってます。

数年に１度しかライブをしない
幻のバンド、ママ・ブラジル。満
を持して四日市ジャズフェス３
回目の登場。その実力の程
は？第三者の厳しい公正な目
でご判断下さい。

はじめまして！
「やしのみ&フレンズ」、略して
「やしンズ」です。バイオリン、
ピアノ、ベース、ドラムスの４人
で、ジャズをはじめ色んなジャ
ンルの曲を演奏します。ご期待
ください！

♬

♪

NANRINDO は

四日市 JAZZ FESTIVAL を

応援します



津市南が丘駅徒歩５分　TEL 090-1411-7967

趣味の為の
ジャズピアノ
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趣味の為の

                                                                                                                                  

 

 

 

  

山田貴子と日比野光高 No.13

四日市マジェスティック・ジャズ・オーケストラ No.5

和楽笑-wagakuEmi- with中野恭子 No.13

吉川音楽教室 No.15

よっちゃんとニシバヤシ No.4

倭奏　-WAKANA- No.11

平日会社員、休日ジャズシン
ガーの山田貴子とファンタス
ティックエンターテインメント
P O P Sバンド「H I B I N O 
BAND」のVoであり、ジャズピ
アニストの日比野光高がお送
りする「楽しいジャズ」をどう
ぞ。

マジェの愛称で親しまれ結成
から1年半たちました。諏訪商
店街での野外ライブや県内の
ビッグバンドを集めた合同演
奏会を企画し地域に根付いた
活動をしています。四日市を鮮
やかに彩るマジェサウンドをお
楽しみ下さい。

フルート奏者の中野恭子が和
の篠笛を持ち、太鼓打である
和楽笑の二人が和太鼓でジャ
ズに挑みます。某プロドラ
マー仲介により出会った三
人、面白い事をしたいと意気
投合し結成!!斬新なノリでお
楽しみ下さい。

吉川音楽教室でジャズピアノを
勉強している６名のピアニスト
と、ベース、ドラムのグループで
す。楽しく、そして楽しんでいた
だける演奏を目指します。キー
ボードやボーカル、クラリネット
の演奏もあります。

ウッドベースとクラシック
ギターでアダルトに迫りま
す。色んなジャンルの曲を
同じ色で奏でます。
ぜひ一度聴いてみて下さ
い。

四日市出身津軽三味線奏
者：松永訓明主宰の津軽三
味線教室個人レッスン生。津
軽民謡からオリジナル曲ま
で、津軽三味線の合奏と曲弾
きをお楽しみください！2015
年津軽三味線全国大会（団
体戦）で初優勝しました！

星野生花店
〒510-0048　四日市市中納屋町２－９　TEL059-353-0361

わたなべピアノ教室
〒510-8122　三重郡川越町豊田136-1　TEL059-365-6980

Jouer do Tanblan
〒 510-0084 　四日市市栄町9-2　TEL059-355-1525

ザ・パームガーデン グリーンヒルズ
〒510-0961　四日市市波木町坂向2082　TEL059-320-0111

吉川音楽教室

居酒屋狸のおなら
〒510-0891　四日市市日永西２－１９－３　TEL059-347-0702

理容モダン
〒512-8046　四日市市あかつき台二丁目2-101　TEL059-338-4712

♪
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田村孝典（副実行委員長）　清水浩之(総務部長）　阪 早苗（広報部長）  矢田千也子（会計・協賛部長）
堀木義教（会場部長) 　浦田 治（ゲスト部長）山川 聡　刑部範英　水谷和巳　藤井並次　藤井博光　   　
川戸達也　藤田正樹　杉本早苗　宇佐見昌則　石黒通世　南 由佳　鈴木はるな　中島 一　水野義隆　

　市民ボランティアが中心となって運営する『四日市JAZZ　FESTIVAL』は第１回開催から今年で５
年目の節目を迎えます。今までの様々な苦労を乗越え、こうして５年目を迎えることは私ども実行委員に
とっても大変感慨深いものです。これもご協賛ご支援いただいた企業様･個人様、ご出演のバンド様、ス
タッフの皆様のお力添えのおかげです。実行委員一同、厚く御礼申し上げます。
　記念すべき第５回は、９月17日に『5th Anniversary Super JAZZ』と題しピアニストのクリヤ・
マコトさんプロデュースの豪華メンバーによる夢のセッションを行います。四日市のJAZZフェスは他の
フェスとは一味違う独自の路線で、増々愛されるフェスへと努力を重ねていきます。
　「街は劇場、通りは舞台、主役はあなた」さあ、一緒に楽しみましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四日市JAZZフェスティバル実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　柳川　平和

ごあいさつ

　（順不同）

株式会社 スギノトーキ
〒510-0085　四日市市諏訪町14-1　TEL０８０－５１５１－５４０４

山口堂印刷株式会社
〒510-0885　四日市市日永四丁目4番38号　TEL059-345-2388

株式会社 花　仁
〒510-0894　四日市市泊村1128-32　TEL059-345-0337

有限会社原真堂
〒510-0082　四日市市中部15-12　TEL059-352-2394

株式会社大塚商店

四日市JAZZフェスティバル実行委員会

〒510-0086　四日市市諏訪栄町２１－１４　TEL059-351-2144

水谷仏具店
〒510-0086　四日市市諏訪栄町18-11　TEL059-351-8018

稲　垣　ビ　ル
〒510-0086　四日市市諏訪栄町7-25　TEL059-352-9585

しまぐち屋
〒510-0086　四日市市諏訪栄町18-10　TEL059-352-3053

ア メ リ カ ボ ン
〒510-0087　四日市市西新地1-18　TEL３５２－４０１２

三重トヨペット㈱四日市新正店
〒510-0064　四日市市新正二丁目13-18　TEL059-353-3146

理容　アンドウ
〒510-0003　四日市市大宮町12-32　TEL059-331-2490

株式会社ステップイエダ
〒510-0885　四日市市日永二丁目４番地37号　TEL059-354-0020

心地よいリズムに
　調和する家作りを♪

テインバークラフト有限会社
四日市市別名２－９－５

ＴＥＬ　０５９－３３３－１８２２

✉ｔimber@soleil.ocn.ne.jp




