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⑮SIXTY SIX

⑭COCINA～Siesta

⑬コスモ楽器前
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②VEEJAY

VEEJAY 四日市あすなろう
鉄道列車内 
四日市あすなろう
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TAKE ZERO TAKE ZERO 

BAR EASTBAR EAST

SIXTY SIX SIXTY SIX 
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コスモ楽器コスモ楽器

ハッピースペース ハッピースペース 
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LAST
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CLUB Pazzo  CLUB Pazzo  

近鉄百貨店
シャンデリア広場 
近鉄百貨店
シャンデリア広場 

近鉄アートホール 近鉄アートホール 
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③あすなろう鉄道

④CLUB Pazzo  
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ＪＲ四日市駅
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⑮
⑭

⑯

⑧

⑨
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①

②

④

③
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四日市市役所
総合会館
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諏訪神社

（メイン会場）
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〒510-8651　四日市市霞二丁目1番地の１（四日市港ポートビル）
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結成 45周年
ジャズ、ポピュラー、ラテン、J・ポップ ……

10/20（土）

市民公園
　メインステージ

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

College Big Band Reunion

ジンとマーマレード

Yo♪CHUBU 四日市市立中部中学校吹奏楽部

四日市市立港中学校吹奏楽部

三重県立白子高等学校 吹奏楽部

愛知大学 軽音楽部 ブルースターズジャズオーケストラ

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：10

17：20

水野修平Bigｂand
18：30

♬
 ♬ 



98

10/21（日）

市民公園
　メインステージ

第７回 四日市JAZZフェスティバル フィナーレ SPECIAL　SESSION

フルート科・サックス科・クラリネット科
ギター科・ベース科・ドラム科 他

10：00
QUIN' KRANTZ

Ultimates

杉丸太一trio feat.　俵山昌之

Miki Hirose Jazz Orchestra

Latin Trio Project

fox capture plan

両手に花

市原ひかりカルテットfeat.土岐英史

11：10

12：20

13：40

15：00

16：20

17：50

19：10

20：10～



1110

出演バンド スケジュール　            　　10／21（日）　Y.J.F. 会場 No.2 ～ No.９ 会場 No.1０ ～ No.18

No.3 四日市あすなろう鉄道列車内

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

＊出演バンド
　No2～No18
　スケジュールの見かた
バンド紹介の掲載ページ

ゲスト出演者

★推薦★　P20

★推薦★　P20

★推薦★　P20★ゲスト★　P14

★ゲスト★　P14

★ゲスト★　P15

★ゲスト★　P17

★ゲスト★　P16

カフェレレ四日市

カフェレレ四日市

No.6 近鉄アートホール

GRANTS Gospel Choir
ゴスペル　P27

JAZZ Bee !!
  ビッグバンド　Ｐ29

Voices of the Light

Greenhorn Jazz Orchestra

サウンドクルーズジャズオーケストラ

サウンドクリエーションジャズオーケストラ

Swingin' Friday Jazz Orchestra
ビッグバンド　Ｐ35

ビッグバンド　P41

ビッグバンド　P41

ビッグバンド　Ｐ27

  ゴスペル　Ｐ37

No.2 VEEJAY

山田貴子と日比野光高
ジャズ　　P45

中丸雅史Quintet

No.●　出演会場

出演バンド名
　ジャンル　ページ数

出演バンド名
★ゲスト★　P11

Emico & Uncertain Fingers

中丸雅史トリオ
with 大塚桜

両手に花

市原ひかりカルテットfeat.土岐英史

Eclat

ジャズ　　P43

ジャズ　　P25

ジャズ　　P25

No.5 近鉄シャンデリア広場

サックスコラージュ
ジャズ　Ｐ41

加藤 岳
   ポップス　Ｐ39

レイン

Accord

チュッパカホワホワ

Jack in the Music Box

谷マキ

映画音楽　　P29

  ポップス　　P41

R&Bと沖縄民謡　　P41

ポップス　Ｐ21

ポップス　Ｐ47

No.4 CLUB Pazzo

FLOWERS

小塩達也トリオ

TRIO PRSAD

Latin Trio Project

Fine Weather

ルナ・フェリーチェ ＋ ONE

BIG BEAR'S
ジャズ　　P23

ジャズ　　P26

ジャズ　　P47

ジャズ　　P26

ラテンジャズ　　P39

ジャズ　　P37

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

No.9 公園通り

Black Concierge
 ファンク　　P23

Reunion 102
ジャズ　　P33

Jellicle Girls

かゆばん

J.S.M

Ultimateｓ

Miki Hirose Jazz Orchestra

ジャズ　　P27

ジャズ　　P41

合唱Funk　　P29

No.8 諏訪公園

呑楽座crossover
フュージョン　　P43

ERO WRAPPIN'
ジャズ　　P25

ラマンズ

Clover Jacks Blues Band

Silver fox

THE GLASSES
フュージョン　　P37

フュージョン　　P33

ポップス　　P25

ポップス　　P47

No.7 ふれあいモール

Clover
ポップス　　P25

Jamming Cats
トラディショイナルジャズ　　P29

Sui-Sen

limil 

Rummy

古立りょうこWITH
オルガン大王トリオ

ジャズ　　P45

  ジャズ　　P33

ジャズロック　　P31

 和太鼓とドラム　　P35

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

No.15 SIXTY SIX

Me & Hotties
ジャズ　　P31

Pretty September
ジャズ　　P33

QUIN'KRANTZ

津坂ジャズクインテット

三好信子　With　川合彰　トリオ

井本真由

平澤賢悟３＋１

ジャズ　　P39

★推薦★　P20

★推薦★　P20

★ゲスト★　P17

ジャズ　　P45

ジャズ　Ｐ43

No.14 COCINA～Siesta～

AK Duo
ジャズ　　P21

よろずやHEAVEN
ギターボーカルデュオ　　P47

ForYu

Yasagure Night

KTD

Blue Mint Julep

Flamenco Mi Sombrero

小澤圭子フラメンコ教室コラソン

峠の茶屋

Tears of Pop

津軽三味線処いこい

倭奏　‐ＷＡＫＡＮＡ‐

優希

ボサノバ　　P23

フラメンコ　　P26

ポップス　　P31

ポップス　　P39

ポップス　　P26

No.13 コスモ楽器

HoneyTRAP

零音（レオ）
ブルース　　P47

ジャズ　　P27

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

No.12 ハッピースペース

YMCキッズジャズチーム
ジャズ　　P39

Ranun*Culus
フュージョン　　P33

BOSSA　TRIANGULO

らんこんとる∞

My Twinkle Melody

JAZZ VOSTA

PEACE　BOX

ジャズ　　P29

ジャズ　　P31

ジャズ　　P31

ポップス　　P47

ボサノバ　　P23

No.11 LAST WALTZ

Three Times Heaven
ロック　　P37

BJ BIG STARS
ロック　　P23

かたぎ家

空知堂

KMK40

4Jacks

DUCK BROS

ロック　　P21

ポップス　　P31

ブルース　　P25

洋楽ポップス　　P41

オリジナル　　P39

No.10 ラジカフェ

めがねクアトロ
ジャズ　　P45

A for-Real
ポップス　　P21

吉川晃司4

ナインスコール

Samsara

JACKSON PARTY

ジャズ・ボサノバ　　P33

R＆B　　P29

ジャズ　　P43

ジャズ　　P43

ジャズ　　P37

津軽三味線　　P43

邦楽　　P47

　　フォーク　　P45

ジャズ　　P45

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

No.18 BAR EAST

BrilliantおまけCorners
ジャズロック　　P25

T2Y2N
ポップス　　P35

縄跳びクラゲ

Back and Tip

journey

ぴあのむらUTA子

TILA

ソウル　　P45

ジャズ・R&B　　P31

ポップス　　P37

ジャズ　　P23

ジャズ　　P45

No.17 TAKE ZERO

Team "Take Zero"
ジャズ　　P35

ジャズ　　P31
Kyao Project

井田秀実＆ Hot O'馬橋トリオ

Suzuki ジャズ トリオ

Takano&Miyuki

FELIZ TANGO DUO

ジャズ　　Ｐ35

ジャズ　　Ｐ35

ジャズ　　Ｐ39

★ゲスト★　Ｐ16

★推薦★　Ｐ20

No.16 四日市商工会議所

四日市市立橋北中学校
 ポップス　　P47

Fat-tailed Toad

WJQ (西尾張JAZZQUARTET）

Adams Family

Thrive On Praise

スーパーワークス
ポップス　　P41

ジャズ　　P37
The painwider XI

ソウル・ファンク　　P37

ジャズ　　P39

ジャズ　　P21

ジャズ　　P25

杉丸太一trio feat.俵山昌之
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2018　GUEST　MUSICIANS 2018　GUEST　MUSICIANS
10/21 No.1 市民公園 19:10～
10/21 No.2 VEE JAY 17:00～市原ひかりカルテット feat. 土岐英史 10/21 No.1 市民公園 16:20～

　　　　　　　　　＊1公演のみfox capture plan

両手に花 10/21 No.1 市民公園 17:50～
10/21 No.2 VEE JAY 15:00～

1982年、東京都出身。中学入学と同時にトランペットを始め、洗足学園音楽大学のジャズ・コースに進学。ジャズトランペッター原朋直
氏に師事。2005年にメジャーデビューし、2nd・3rdアルバムがスイングジャーナル誌のゴールド・ディスクを受賞。また、スイング
ジャーナル誌の第58回・第59回日本ジャズメン読者人気投票ではトランペット部門で第2位を獲得。自己のグループの他に、土岐英史
asクインテット／セクステット(6/6)、秋山一将バンド、増原巌トリオ他多くのバンドに参加。山下達郎、竹内まりや、土岐麻子等のレ
コーディングにも参加している。本格的なパフォーマンスと女性ならではの感性をそなえたジャズ・トランペッターである。

“現代版ジャズ・ロック”をコンセプトとした情熱的かつクールで新感覚なピアノ・トリオ・サウンドを目指し、2011年結成。2nd album
｢BRIDGE｣は「JAZZ JAPAN AWARD 2013アルバム・オブ・ザ・イヤーニュー・スター部門」・第6回｢CDショップ大賞2014｣ジャズ部
門賞を受賞。2015年にアルバム3作を発表、2016年にFUJI ROCK FESTIVAL・ 第15回東京JAZZに出演を果たした後、ドラマ劇中
音楽、その他CMやゲームなど多方面への楽曲提供などを行う。2017年には、SUMMER SONIC 2017出演、9月に東京ジャズ三年連
続出演、韓国・台湾・3回目でスケールアップした中国ツアーも敢行。10月にアルバム｢UИTITL  D｣を発売。

16歳でプロデビューし「５スポット」「ピットイン」「タロー」等
のジャズクラブでセッションを重ねる。大学進学後は阪口新 
氏に師事。タイガー大越・向井滋春・大村憲司らとライブ、渡
辺貞夫・増尾好秋・本田竹広・峰厚介らとセッション。
79年、松岡直也とウィシングのメンバーとして、スイス・モン
トゥルー・ジャズ・フェスティバルに出演。CHICKEN SHACK 
結成後、約10枚のアルバムをリリース。現在は、土岐5、
CHICKEN SHACK、TOKI & CRUISUNG 、6/6、などで活
躍中。大阪音楽大学客員教授。

市原ひかり (TP)

土岐英史(AS)

たとえワンフレーズでも耳にしたら、決して忘れることのできない
唯一無二の強烈な個性をもった天性のボーカリスト。
72年Ｃｈａｒと出会い「スモーキー・メディスン」結成。以後、数々
の伝説のバンドで圧倒的な存在感を放つ。現ＲＩＺＥのメンバー、
金子ノブアキ・ｋｅｎｋｅｎの母親でもある。

金子マリ(VO)

19才の時バンド[CHAKRA]のボーカリストになり歌を始める。ユ
ニークなサウンドと声で注目を集め、以降、TV,ラジオ,CMソング等
の仕事もする。チャクラ解散後は、ソロ活動、4カ国のミュージシャ
ン混合の[Asian Fantasy Orchestra]アジアツアー等を経て、'97
年再びバンド[ウズマキマズウ]を結成。　

小川見潮(VO)

1939年東京生まれ。東京芸大作曲科に学ぶ。大学在学中より沢
田駿吾、ジョージ川口などのグループでピアニストとして活動、
1975年に自己のトリオを結成する。1980年代後半よりは渋谷毅
オーケストラを中心に活動。

渋谷毅(PF)

宮川純(PF) 清水昭好(BA) 横山和明(DR)

fox capture plan　

10/21 No.1 市民公園 15:00～
10/21 No.4 CLUB Pazzo 17:00～Latin Trio Project

Latin Trio Project は、ビブラフォン（鈴木千恵）、ベース（小泉哲夫）、ラテンパーカッション（伊波淑） という珍しい編成のラテンジャ
ズトリオ。 昨年にはCDアルバム“Here we go!” をリリース。　クラシック、映画音楽、時代劇音楽のラテンアレンジ、オリジナルな
ど、ラテン音楽の第一線で活躍するリズムセクションと、ビブラフォンの織りなすエキサイティングな演奏をお楽しみください。

Latin Trio Project金子マリ、小川美潮、渋谷毅、この名前をどうならべても両手に花だ。こんなことはこの先二度とないだろうと思うと身体が震える。
偶然この3人で演奏する機会があって、これは両手に花だなあ、と呟いたらしく、そんな小さなことが大きくなって本当に両手に花になり、
2006年頃からツアーをはじめることになった。金子マリ、小川美潮のふたりに説明はいらない。ただ見て聴いているだけで幸せになる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Written by 渋谷毅

E
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2018　GUEST　MUSICIANS 2018　GUEST　MUSICIANS

Miki Hirose Jazz Orchestra 10/21 No.1 市民公園 13:40～
10/21 No.9 公園通り 17:00～

杉丸太一trio feat.俵山昌之 10/21 No.1 市民公園 12:20～
10/21 No.17 TAKE ZERO 15:00～

Ultimates 10/21 No.1 市民公園 11:10～
10/21 No.9 公園通り 16:00～

10年間のNYでの活動から2014年に日本に拠点を移したトランぺッター広
瀬未来が結成したジャズオーケストラ。NY時代フリーランスとして数多くの
ビッグバンドで演奏してきた広瀬のオリジナル作品、ジャズスタンダード、日
本のポップスなどを演奏する。日本トップクラスのプレイヤー達により繰り
広げられる緻密なアンサンブルと迫力のソロで数々のジャズフェスティバル
で大好評を得る。2018年11月満を持して一枚目のアルバム「DEBUT」をリ
リースする。

小柳淳子(VO)/広瀬未来(TP)/小倉直也(TP)/
坂本菜々(TB)/礒野展輝(TB)/
横山未希(SAX)/高橋知道(SAX)/柏谷淳(SAX)/
中島　徹(PF)/宮野友巴(BA)/崎田治孝(DR)

Miki Hirose Jazz Orchestra
「インプロビゼーションもありながらも、完全なバンドサウンドを持ち、聴いた人の心に残る音を出せるバンドを作りたい」というドラマー崎
田治孝の想いのもと、2018年1月、様々なジャンルやシーンで活躍している先鋭たちが集まり、2 SAXに、エレキギター、ベース、ドラムそし
てキーボードとピアノを使いElectric かつAcousticなサウンドを持つ名古屋発6人編成のSoul Jazz Funk instrumental Band。

Ultimates

QUIN' KRANTZ 10/21 No.1 市民公園 10:00～
10/21 No.15 SIXTY SIX 13:00～

名古屋発の５人組ジャズバンド。本年
4月15日には1st Albumをリリース。全
国誌 Jazz Japan、Jazz Life 等で紹
介され、「恐るべき完成度を誇る充実
のデビュー作」（Jazz Life）と高い評
価を得る。楽曲は全曲オリジナル。作
曲者の伊藤はアメリカ、オランダへの
音楽留学、活動経験をもち、幅広い感
性に基づいた楽曲はリリカルなメロ
ディー、繊細且つ情熱的な特徴をもつ
コンテンポラリージャズサウンド。 

名古屋シーンで活躍する精鋭陣が結
集し、全国へ席巻しつつあるクイン
テットが四日市ジャズフェスティバル
に初登場。このバンドにしかないクー
ルでハートフルなサウンドをぜひお楽
しみください！

伊藤寛哲(GT)/三輪一登(SAX)/
林祐市(PF)/出宮寛之(BA)/
浅井翔太(DR) 

QUIN' KRANTZ

広島大学時代にジャズとの衝撃的な出逢いを経てジャズ研
に入部。
2016年10月、ニューヨークカーネギーホール公演にて大成
功を収める。2017年、クラウドファンディングで集まった支
援金によりシンガポール タイを初め本格的に海外へ向け始
動。また同年、即興演奏によるヒーリング個人セッション「イ
ンプロヴィセッション」を始め、現在 最も大きな反響と共感
を集めている。音楽家としてのテーマは生命を突き動かしむ
る「美しい音」の追求。奏者 聴衆がその場で一体となるよう
「oneness」に一瞬一瞬挑む。　
東京モード学園 全学科(モード.ハル.首都医校)音楽療法科 
講師。

楽曲はすべて崎田が作曲、メンバー全
員によるアレンジでオリジナル曲の演奏
にこだわる。ライブでは白熱したソロや
インプロビゼーションが行われつつも、
キャッチーで耳に残る楽曲は、多くのリ
ピーターを獲得している。
2018.8月にデビューCDをレコーディン
グし名古屋から世界へと発信していく、
今最も注目されるBandである。

崎田治孝(DR)/山崎貴大(TS)/
佐藤莉佳(AS)/渡辺翔太(PF)/
小金坂栄造(GT)/梶祥太郎(BA)

杉丸太一(PF)

1963年東京都出身。20歳よりプロ活動。26歳の
時、益田幹夫トリオで初レコーディング 。その後、
大野雄二ルパンティックファイブを経て、現在は、
自己のバンドの他、納谷嘉彦侍ビバップトリオ、福
井ともみトリオ、他多くのバンドに在籍。 主な共演
者は、大野雄二、五十嵐一生、納谷嘉彦、石井彰、
福井ともみなど。　　

長草町出身。中学でドラムを始め、大学で
ジャズビッグバンドに参加。ジャムセッショ
ンでジャズやアコースティックな音楽に魅了
される。佐竹伸泰氏に師事。『温度のある音
を』 をモットーとし、ジャズ、ポップス、ロッ
ク、音楽の枠を越え、写真、書道、語り、浄
瑠璃、などとも共演。東海地区を中心に
様々なセッションやバンド、レコーディング
で活躍。 『MI』名古屋校(現EMS)講師。

俵山昌之(BA)

野村陽三(DR)
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１９７１年「森寿男とブルーコーツ」で看板プレーヤーとして活躍後、多数の来日
アーティストらと共演。その後はライブ活動を続けながらテレビ番組への出演、後
進の育成に力を注ぐなど多方面で活躍。

地元四日市出身のジャズボー
カリストとして、名古屋を中心
に活躍中。

田辺信男(Ts) 牛嶋としこ(Vo) 

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との共演。
そして四日市出身の本格派ジャズボーカリスト牛嶋としこをゲストに迎えお送りします。

2018　GUEST　MUSICIANS 2018 推薦バンド MUSICIANS
College Big Band Reunion 10/20 No.1 市民公園 12:00～

愛知大学生選抜メンバーで1982年ナゴヤCBジャズオー
ケストラ結成。後輩たちによりバンドを継承、佐々木功氏
など著名歌手との共演、世界デザイン博への出演など活
動。１９９０年から活動休止していたが、２０１５年第４回
四日市ジャズフェス出演のため、各地より有志が参集し
再開！バンド名もＣＢＢＲと改め、以降市内ライブハウス
中心に演奏、現在に至る。
今回は、米カリフォルニア州より来日中の名トロンボーン
奏者、マイクスタインマン氏と、同氏の学生時代からの盟
友、豊明市在住トロンボニスト、ドナルドギブソン氏の両
名をゲストに迎え、２本のトロンボーンとビッグバンドが
繰り出すダイナミックサウンドをお楽しみください。

愛知大学 軽音楽部 ブルースターズ
ジャズオーケストラ

10/20 No.1 市民公園 17:20～

今年で創部57年目を迎え、毎年多くのイベントや大会に参加する
など精力的な活動を行っています。
本年度のYAMANO BIG  BAND  JAZZ  CONTESTにおいて、
ベストランクアップ賞、鈴木海斗(Tp)が優秀ソリスト賞を受賞しま
した。

水野修平 Bigband 10/20 No.1 市民公園 18：30～

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 10/20 No.1 市民公園 11：00～

椿田薫(SAX)/早川ふみ(SAX)/佐藤祐紀(SAX)/塚本奈加(SAX)/塚本真里絵(SAX)/岩持芳宏(SAX)/ 本川航(TP)/平手裕紀(TP)/長瀬
良司(TP)/服部優菜(TP)/餌取雄一郎(TB)/藤澤伸行(TB)/岡田楓(TB)/荒川悟志(BA)/上野智子(DR)/水野修平(PF/Compose  
/Arrange)

Tbマイクスタインマン・ドナルドギブソン・徳舛孝志・中田ひろこ／Tp竹岡淳・松田憲親・浦山肇・大野幸一／Sax佐藤大・前田裕子・後
藤勇人・井本裕二・清水浩二／Rhythm牧野寛・大西徹・ダイスケ／MC大津栄次

ピアニスト、作・編曲家の水野修平のオリジナル曲を演奏するた
めに2016年に結成された世界的にも稀有なジャズオーケストラ。
メンバーは新進気鋭な若手からベテラン、ジャズだけでなくクラ
シック奏者まで多彩に及びます。今回は、スペシャルゲストとして
小曽根真ビッグバンド、CUG jazz orchestraでも活躍しているバリ
トンサックスの岩持芳宏も参加し、さらにスペシャルなステージが
期待される。

中学生の頃から独学でジャズピアノを弾きだす。18歳の時、小濱安浩(TS)と知り合いライブ
ハウスを中心に演奏活動を始める。大学在学時に原朋直(TP)大坂昌彦(DR)クインテットを
はじめとした多くのバンド、セッションに加わり、数多くのレコーディングにも参加する。卒
業後は、村田浩(TP)The Bop Bandにも加わり全国的なツアーを開始。
又、作・編曲家としてもShuhei Mizuno Big Band 、C.U.G. Jazz Orchestraを中心に、宮間
利之 New Hard Jazz Orchestra等々、多くのビッグバンド、オーケストラ、その他に作品を提
供している。
2005年にソロピアノアルバム「レインボウタッチ」を、2015年には「名前はまだない
vol.12」をリリース。2016年から自己のオリジナル曲のみを演奏する世界的にも稀な「水野
修平ビッグバンド」を結成し、演奏活動をスタートさせる。名古屋音楽大学非常勤講師

水野修平(PF/Compose/Arrange) 

白子高校吹奏楽部

港中学校吹奏楽部

10/20  No.1 市民公園 16:10～
6月のプレサーコンサート、12月の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回以上の演奏活動を意欲的に行っております。活動は、
国内だけでなくイギリス・フランス・オーストリア・ドイツで公
演を行い、2020年12月には、5回目となるドイツ公演が決
定しております。このような国内外の活動で得た音楽を、皆
様の心にお届けいたします。

10/20 No.1 市民公園 15:00～

私たち港中学校吹奏楽部は、「心合わせてひたむきに奏でよう」を
モットーに、毎日、練習をがんばっています。入学式や卒業式、文
化祭で演奏する他、コンクールやアンサンブルコンテストへの参
加、鵜の森さくら祭りやすわ公園ライヴでの演奏、小学校や施設
への訪問演奏など、いろいろな活動に取り組んでいます。ジャズの
演奏には慣れていないので、少し緊張していますが、「宝島」や「イ
ン・ザ・ムード」といったスタンダードナンバーにチャレンジします
ので、温かい声援をよろしくお願いいたします。

Yo♪CHUBU中部中学校吹奏楽部
10/20 No.1 市民公園 14:00～

Yo♪CHUBU　四日市市立中部中学校吹奏楽部です。ジャズと
ポップスに特化した演奏活動をしています。アメリカンポップス、
ビッグバンドジャズ、ファンク、映画音楽、ドラマやCMの曲など最
新の流行曲からオールドポップスまでキャッチーでポップな曲が大
好きです。時間いっぱい演奏します。よろしくお願いします。
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2018 
About　the　Musicians
【楽器略称】　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　G：ギター　B ：ベース　Dr：ドラム　Per：パーカッション　

＊会場スケジュールはP16～17に、MAPはP4～5 に掲載しています。

＊バンド紹介ページの見かた

（50音順）　

4Jacks No.11

A for-Real No.10

バンド名称 出演会場　NO.３

Accord No.5

１９６０年代後
半から７０年代 
のイギリス、ア
メリカの王道ク
ラシックロック
を演奏します。

東京在住。
2015年より毎月四日市へ歌
を届けにきております。海外
公演も行い、JAPAN EXPO 
パリ、USAに出演。哥麿会、
デコトライベントなどでも活
躍中。

四日市出身の○○です。今日
はいっしょに楽しみましょう！
（紹介文または出演者名・楽
器パート等）

サクソフォン＆ピアノによるト
リオ。やわらかく深みのある
サクソフォンのあたたかい響
きに力強く且つ繊細なピアノ
が折り重なり《Ａｃｃｏｒｄ》
の世界を創り出す。
奥野幸治（As）
吉川尋恵（As）
小林葉子（Pf）

Adams Family No.16 AK Duo No.14
40年以上ライブ活動を続け、
老舗フルハウスでスタートしまし
た。ジャズから演歌まで幅広い
レパートリーの演奏と歌声をお
楽しみください。
アダムス（Pf） 坂倉（B）
耕介（Dr） 鬼頭（Per）
さゆみ（Vo）

名古屋を拠点に中京地区
で活躍するピアニスト 川
合 彰 と、大阪出身で四日
市市在住のアルトサック
スプレイヤー 高城 拓 が
津島市の某ライブハウス
で出会ったことをきっかけ
にできたユニットです。

2018　推薦バンド　MUSICIANS
中丸雅史Quintet

10/21 No.2 VEEJAY 12:00～
平澤賢悟３＋１

10/21 No.15 SIXTY SIX 17:00～

小澤圭子フラメンコ教室コラソン
10/21 No.14 COCINA  18:00～

FELIZ TANGO DUO
10/21 No.17 TAKE ZERO　17:00～

全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち入賞
ジンとマーマレード

10/20 No.1 市民公園 13:00～

２００３年結成。タンゴバンドですが、ジャンルにこだわら
ずレパートリーは広く、みなさんに親しまれる音楽作りを
心がけています。初めて参加させていただきます。バンドネ
オンの音色をお楽しみください。 
島田由美子（Bn) ｠｠小松田和代（Pn)

皆さんと一緒に音楽をツール
に心を通わせたい！という思
いでいつも演奏している私達
です。
子供たちが独立し、それから
始めた音楽活動にこれほど
ハマってしまうとは夢にも思
いませんでした。
底抜けに面白い創作活動と
沢山の方々との出会いを楽
しんでいます。 
堺　裕美（Vo,Gt）
堺　一弘（Vo,Gt）
平井　英治尊（Sax）
平井　ひろ子（カホン）

小澤圭子フラメンコ教室コラソンの生徒達”チームコラソン”
は、地域のイベント出演、施設でのボランティアを通し、フラメ
ンコの普及と輝く女性への応援を込めて活動をしています。

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

2年前，東北と北海道から
ジャズを引っ提げて四日市
に や ってき た ２ 人 が
SIXTY SIXで出会った。
今、こうしてこの街のジャ
ズを紡いでいる。

平澤賢悟(p)
ザイマカズノリ(b)
荒木ジュンジ(ds)
井上琴絵(tb)

カフェレレ四日市
10/21  No.3  あすなろう鉄道13:00～ /15:00～

いろいろなジャンルの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。ウクレレの心地良い音色を楽しみください。

10/21（日）：会場No.2 ～ No.18 
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出演者紹介　About the Musicians（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場 10/21（日）：会場No.2 ～ No.18 

創業三十九年

Back and Tip No.18

BJ BIG STARS No.11

Blue Mint Julep No.14

BIG BEAR'S No.４

Black Concierge No.９

BOSSA　TRIANGULO No.12

MR.BIGのコピーをメインに
テクニカルなバンドとして活
躍しています。パワフルなサ
ウンドで魅了します。

Back and Tip は、高知県の
大学生で結成されたジャズ・
ファンクを基調としたオリジ
ナルバンドです。生まれも育
ちも違う6人が、20 代前半
の今しか出せないサウンドを
鳴らします。是非お越しくだ
さい。

私たちはギター・ベース・
ヴォーカルのアコースティッ
クトリオです。ジャンルに
は特にこだわらず、ジャズ・
ボサノバ・洋楽・邦楽など、
自分達が「好きだ！」と思
う曲を演奏させていただい
てます。

サラームセッションで知り
合ったメンバーです。
石川武雅（Sax）
栗山順次（G）
大輔（Pf）
伊藤靖雄（B）
越智潤（Dr）

フランス語なんで「コンシェル
ジュ」は、エを大きく「コンシエ
ルジュ」ですけど、語 尾を
「ジェ」なんてカッコつけると、
日本では本当にカッコよく聞こ
えますね。こんにちは、ブラッ
クconciergeです。

現在、名古屋で活動中の３人
のユニットです。フルートとギ
ターに歌をのせながら、ブラジ
ルのそよ風のように優しくあな
たを包みます。ぜひ、ゆっくり
まったりタイムをお過ごしくださ
いね。
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出演者紹介　About the Musicians（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場 10/21（日）：会場No.2 ～ No.18 

BrilliantおまけCorners No.18

Clover Jacks Blues Band No.８

Eclat No.２

Ｃｌｏｖｅｒ No.７

DUCK BROS No.11

Emico & Uncertain Fingers No.２

名古屋で練習し、岡崎・金
沢・滋賀・東京と各地の
ジャズフェスに参加してい
ます。
ジャズの曲にロックのスパ
イスをかけた甘辛い？バン
ドです。

誰もがどこかで聞い
た事のあるような懐
かしの洋楽をやりま
す。老若男女入り混じ
るメンバーによる演奏
で見て聴いて楽しめ
るステージを目指しま
す！よろしく！

Eclatとはフランス語で輝
き、喝采。語源は突然のど
よめき。女性ならではのしな
やかさ力強さを楽しめる、
数少ない女性だけによるユ
ニット。個性的な幅広いレ
パートリー、東海地方を中
心に活動中。

四日市発！（神奈川在住）歌謡
ポップスユニット。只今47都道
府県ツアー2周目挑戦中！地元
の応援がチカラになる。全50
曲日本全国グルメソングCD販
売中！サポートメンバーを加え
て、バンド編成で盛り上げま
す！

中 部 地 区 を 中 心 に
E.Claptonの楽曲を中心
に楽しんでおります。リー
ダーは四日市オヤジバン
ド合 戦でボーカルで
BEST PLAYER賞を受賞
した実力派！E.Cファンの
皆様みんなで遊びにきて
くださいね！

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。

ERO WRAPPIN' No.８ Fat-tailed Toad No.16
EGO　WRAPPIN'の
COPY  BANDです！
Blues、Rock、Jazzな
んでもやります！

実験的でありながらどこ
か懐かしく親しみやすさ
を感じるジャズバンド。ア
イコンである尻尾の生え
たカエルの情緒を綴った
オリジナル曲や独自アレ
ンジのスタンダード曲な
どをレパートリーとする。
２０１５年結成。
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出演者紹介　About the Musicians（50音順）　*出演バンド紹介／出演会場 10/21（日）：会場No.2 ～ No.18

四日市市朝日町 3番 2号 プラザ 1986 1F
TEL 059-352-5161 / FAX 059-353-7230
http://www.eiwa-net.co.jp/

四日市営業所

あらゆる産業のハイテク化に貢献する計測制御と産業機械の総合商社

シェアオフィス　　
　＆コワーキングスペース
　　　　　　　  　グラブス

WJQ ( 西尾張 JAZZQUARTET） No.16

YMCキッズジャズチーム No.12

井本真由 No.15

Yasagure Night No.14

井田秀実＆ Hot O'馬橋トリオ No.17

小塩達也トリオ No.４

名古屋のジャズワーク
ショップやセッション
で知り合った4人が
ボーカルカルテットの
編成で演奏致します。
スタンダードJAZZや
BOSSA NOVAのナン
バーを中心に演奏し
ます。

子供だけのジャズコンボを作
りました。ポップス、ジャズ、
をキーボード２台（１台はベー
ス担当）とドラムを中心に演
奏します。テイク　ジ　Aト
レイン、オブラディオブラダ
などを演奏します。

４歳からピアノを始める。甲
陽音楽学院に入学しJAZZ
に出会い、現在はラブリー、
スウィング等で演奏活動
中。楽曲制作でも力を発揮
している。
井本真由オフィシャルサイ
ト：www.mayuimoto.com

ボーカリストのYumiと遊人、
ギタリストの大島章義が、新
しい活動の形を求めて2014
年に結成。様々なジャンルの
音楽の要素を取り入れ、レト
ロかつ新しい独自のサウンド
を奏でるアコースティック・グ
ループ。

甘く優しい歌声で観客を魅
了する井田秀実のボーカル
と、軽やかで力強い馬橋清
率いるピアノトリオのスペ
シャルマッチ！はたして勝者
は誰でしょう？

小塩達也（P f，鍵盤
ハーモニカ）、田中なつ
え（Congas）、野村寿哉
（B）による結成5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・野村が織り成
すリズムとメロディー！

かたぎ家 No.11 加藤 岳 No.５
６０代５０代４０代の３人
組。津を拠点にあちらこちら
へお邪魔しております。ただ
今打楽器募集中。

四日市市富洲原町出身のガ
レージ・ポップ・シンガー・ソ
ングライター。
昨夏齢50にして、めでたく
ラモーンズ・マニアの末席に
滑り込みを果たす。
老い先長いか短いか。帰り
道まではやれるだけのこと
を。
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7０１２０－１７８－８０９

※正月三が日を除く

Let's all go to the jazz festival

♪

http://hotyoga-yokkaichi.com/

南りん堂は四日市

JAZZ FESTIVAL 

を応援します

 四日市店　四日市市諏訪栄町5-16
　　　　　 ビューティプラザビル２Ｆ

かゆばん No.９

サウンドクルーズジャズオーケストラ No.６

スーパーワークス No.16

サウンドクリエーションジャズオーケストラ No.６

サックスコラージュ No.５

空知堂 No.11

酒と音楽をこよなく愛する６
人組。雨にもまけず風にもま
けず雪にも夏の暑さにもまけ
ぬ丈夫な肝臓をもつ。さうい
うものにわたしはなりたい。

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。 』

皆さんが、くちずさめる７０～
８０年代のおなじみ洋楽ポッ
プスをお届けします。ソウルフ
ルな２人の女性ボーカル！男
性メンバーは四捨五入すると
還 暦になってしまいまし
たー。

今年42周年を迎えた
ビッグバンドです。迫
力のサウンドには自信
あり！（誇）。技量面に
は自信なし（哀）。10
月27日には名古屋市内
【good’n cool】にて2
年ぶりの単独ライブを
行います。

サックスのハーモニーを楽し
んでいただくよう日々努力を
重ねて１０周年を迎えまし
た。今年からサックスの音色
と共にクラリネットの音色を
加えたジャズサウンドもご期
待ください。

1970～80年代に流行し
た洋楽カバーユニット。当
時FMやレコードから流れ
ていたあの頃の雰囲気が
好き。懐かしいナンバーを
新しいアレンジとボーカ
ル・ケイの歌声にのせ、ひ
と時のタイムトラベルへ
GO！

谷マキ No.５ チュッパカホワホワ No.５
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：
サヤコ（Vo） マキヒロ（G）

ギター・カホン・三線を
使って、ヒットチャート入り
の洋楽R&Bから馴染みの
ある沖縄民謡まで、二人が
好きな曲をカバーして自由
に楽しく演奏しています。
ほっこり優しい気持ちにな
れる時間をお届けします。
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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

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

10/21（日）：会場No.2 ～ No.18

ありがとう！ 60 年

 

三重県四日市市北浜町 1 - 5

T E L 0 5 9 - 3 5 2 - 9 6 7 6

各 国 コ ー ヒ ー 豆 ・ 食 料 品 ・ コ ー ヒ ー 器 具

津軽三味線処いこい No.13

峠の茶屋 No.13

ナインスコール No.10

津坂ジャズクインテット No.15

呑楽座crossover No.８

中丸雅史トリオ　with　大塚桜 No.２

四日市市拠点の津軽三
味線グループ。
津軽三味線の全国大会
では、個人・団体部門共
に数々の入賞者を輩出す
る。古典、オリジナル、カ
ヴァーなど、独自の視点
から和楽器の魅力を全世
代へ発信！

それぞれ牧場、動物園に勤
務。2005年から2007年ま
でブラジルで動物を研究。
帰国後、動物作家のかたわ
ら、音楽活動を行う。

2015年12月結成、四日市を
中心に活動。気軽に集まれる
メンバーで、9th cord の如く緊
張感のある演奏を、がコンセ
プト。ギタートリオ特有のお
しゃれで空間の広い演奏、渋
めの選曲をお楽しみ下さい。

トランペットをフロントに
スタンダードなジャズをイ
ンストでお届けします。メ
ンバーの年齢は幅広いの
で家族のような感じです
よ、お楽しみください。

名古屋発、ＦＵＮＫＹな
ジャパニーズ・フュージョ
ンを中心にカバーしている
社会人バンドです。演奏は
アダルトに、打ち上げでは
チャイルドに。複数のビー
ル腹が織り成すＦＵＮＫ
Ｙ　ＧＲＯＯＶＥでお楽し
みください。

癒しだけでもない、パワーだ
けでもない、クールなだけで
もない、ありそうでない彼ら
のサウンド。グラスやコー
ヒーカップを傾けながら、大
人ジャズに浸ってみるひとと
き、いかがですか?

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
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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！！

10/21（日）：会場No.2 ～ No.18
 創業1930年
おかげ様で
88周年

株式会社　四日市モータース商会

縄跳びクラゲ No.18

三好信子　With　川合彰　トリオ No.15古立りょうこWITHオルガン大王トリオ No.７

めがねクアトロ No.10

優希 No.13

ギターとピアノのインスト
デュオで活動しています。活
動歴は浅いですが、ジャズ
スタンダードから歌謡曲ま
で、さまざまな曲を演奏して
盛り上げたいと思います。よ
ろしくお願いします。

ぴあのむらUTA子 No.18
ハイトーンボーカルとメロ
ディックな鍵盤で美しい
ハーモニーを奏で、レパート
リー豊富なカバー曲を中心
にむき出しのソウルで魅了
します。グルーブ感・爽快感
を一緒に楽しみましょう！

ジャージーな大人のジャズ
を！

オルガン大王の天真爛漫
さに負けない　ファンキー
ギターTOBY、ジョークなド
ラムス　マッスグローチ、
なすがままを目指すノーマ
ルなVOりょうこ、4人は予
測不能なユニットです。

４人組の社会人JAZZバンド
です！
岐阜市周辺で活動していま
す！

優希 (ゆうき) 
大阪 京橋出身。ギター弾き語
りのシンガーソングライター。
只今、東京と大阪を拠点に1県
1曲作って進んでゆく
“全国 47曲作る旅”に挑戦中！ 

山田貴子と日比野光高 No.２
平日会社員、休日ジャズシン
ガーの山田貴子とジャズピア
ニストの日比野光高が、わかり
やすくて楽しいジャズをお送り
します。

吉川晃司4 No.10
名古屋で出会った素晴らしい
メンバーで結成した全員20代
のバンドです。スタンダードナ
ンバーを中心にボーカルあり、
インストありでお届けします。

成和運送株式会社

四日市 JAZZ   
 FESTIVAL を  
  応援します 
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東写真工芸株式会社

公認スペシャル・グッズ  

 弥な屋にて
　好評発売中！

四日市市西伊倉町 2-25
TEL(059)353-9255( 代表 ) FAX(059)353-9257

TOTAL VISUAL COMMUNICATION

http://www.azumashasin.jp

ランチバッグ  １,８００円 Tシャツ １,８００円

四日市市立橋北中学校 No.16

ラマンズ No.８

ルナ・フェリーチェ　＋　ONE No.４

よろずやHEAVEN No.14

らんこんとる∞ No.12

レイン No.５

私たちは「感謝・謙虚・感
動」をモットーに日々楽し
く、一生懸命練習していま
す。ジャズフェスティバルに
は3回目の参加です！皆様
が感動できるように、精一
杯演奏します。よろしくお
願いします！

曲のジャンルは昭和歌謡
曲！昭和の名曲をラマンズ
風にアレンジしています。　
持時間の約半分はMCで
す。とにかく楽しんでもらえ
るライブを心掛けていま
す。　懐かしの昭和歌謡で
盛り上がりましょう！

Vocal ： LiZ　Pf ： Aki 
の女性二人のユニットとＢ
Ａ：櫻井のトリオです。太
陽のような明るい笑顔と
月のような柔らかい笑顔
の二人の演奏でルナ、フェ
リーチェ”幸せな気分”を
感じて下さい。

零音（レオ） No.13
名古屋を中心に、”零音”
と云う名で活動している
アコギソロ奏者です。最
近では、日々の生活の中
で感じる心の中の風景や
四季折々の景色を音に託
したいと思い作曲も始め
ました。どうぞ宜しくお願
い致します！

私達 よろずやHEAVEN は
オリジナル曲もジャズもラ
テンもロックも昭和歌謡も 
金太郎飴みたいに演奏して
います。是非一度聞いてみ
て下さい！

懐かしい曲やよく知ってい
る曲など、その当時を思い
出させてくれる名曲をカ
バーしています。たくさん
の方に聴いてもらい、楽し
い時間を共有したいと
思ってます。

四日市大学と四日市看護
医療大学の二人組ユニッ
トです。鈴木昂樹（G）と
成田愛実（Vo）のアコース
ティックで人気アーティス
トのコピーをお届けしま
す。

倭奏　‐ＷＡＫＡＮＡ‐ No.13
四日市市観光大使・津軽三
味線奏者：松永訓明の門下
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下さ
い！
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