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エリアマップArea Map
19 SAT スチューデント ジャズ フェスティバル 
	 会場 アクトシティ浜松・中ホール　開場 12:00　開演 12:30　終演 16:45（予定）
 出演 全国選抜中・高校生ビッグバンド
 講評 守屋純子（ジャズピアニスト兼作編曲家）、岡崎好朗（ジャズトランペット奏者）

20 SUN 親子で楽しむジャズコンサート 
	 会場 クリエート浜松・ホール　開場 13:30　開演 14:00
 出演 中川ひろたか（Vo）、岡淳 （Ts,Fl）、大友剛 （Pf,ピアニカ）、俵山昌之 （B）、江藤良人 （Dr）
 　　 ケロポンズ：増田裕子、平田明子

21 MON Jazzy Night! 　
 ～ジャズで楽しむアニメ +αの世界～
	 会場 The Theater（ザ・シアター）　開場 18:00　開演 19:00
 出演 佐藤允彦（Pf）、加藤真一（B）、岡部洋一（Per）、上杉亜希子（Vo）

22 TUE ヤマハ ミュージアム コンサート 　
 ～ジャズを味わう午後のひととき～
	 会場 イノベーションロード（ヤマハ企業ミュージアム）　開場 13:30　開演 14:00
 出演 佐藤允彦（Pf）、上杉亜希子（Vo）

23 WED / 24 THU / 25 FRI 出前ジャズコンサート
	 会場 浜松市内の小・中学校
 出演 Dear Blues／中嶋美弥（Pf）、名古路一也（B）、山下佳孝（Dr）

 ビル・エヴァンス生誕 90周年記念 2Days 特別企画 
 ～ビル・エヴァンスとマイルス・デイヴィス の対話～

24 THU 第１弾 : JAZZトーク　会場 かじまちヤマハホール　開場 18:30　開演 19:00
	 講演 高木信哉（ジャズ評論家）

25 FRI 第 2弾 : JAZZライヴ　会場 かじまちヤマハホール　開場 18:30　開演 19:00
 出演 田窪寛之（Pf）、安田幸司（B）、長谷川ガク（Dr）、曽根麻央（Tp）

 ※ ハママツ・ジャズ・ウィーク連携企画 ： 10/23(水 ) ヤマハリゾート葛城北の丸

26 SAT ネクストジェネレーション ジャズステージ 
	 会場 かじまちヤマハホール　開場 13:30　開演 14:00
 出演 浜松ジュニアジャズ・オーケストラ、静岡大学 Jazz Phenomena、講師：篠原正樹（Tp）

26 SAT ケニー・バロン ジャズピアノ公開ワークショップ 
	 会場 アクトシティ浜松 音楽工房ホール　開場 13:30　開演 14:00
 講師 ケニー・バロン（Pf）

27 SUN ヤマハ ジャズ フェスティバル 　
	 会場 アクトシティ浜松・大ホール　開場 12:00　開演 13:00　終演 16:45（予定）　
 併催：内田修ジャズコレクション

  

  

  

20 SUN / 26 SAT / 27 SUN  ストリート ジャズ フェスティバル 　
 20日 /開演 12:00　会場 なゆた・浜北（広場）
　　  26日 /開演 13:00　会場 キタラ、ソラモ、ステージ One（ヤマハ浜松店 1F）
 27日 /開演 11:00　会場 キタラ、ソラモ、ステージ One（ヤマハ浜松店 1F）、かじまちヤマハホール
  ザザシティ中央広場、アクトシティ浜松サンクンプラザ
 出演 浜松市及び近郊で活動中のバンド、Z EXPRESS BIG BAND（26日）、横濱ジャズプロムナード交流ステージ（27日）

19 SAT-27SUN

Part 1  芸術的ジャズの証明〜至高のピアノサウンドがここに〜
ケニー・バロン トリオ
出演 ケニー・バロン（Pf）、北川潔（B）、ジョナサン・ブレイク（Dr）

Part 2  この素晴らしきJAZZ の世界〜星たちが奏でる愛の歌に包まれて〜
平原綾香 featuring 平原まこと
出演 平原綾香（Vo）、平原まこと（Sax）、扇谷研人（Pf）、伊藤ハルトシ（G）、岡田治郎（B）、則竹裕之（Dr）

Part 3  日本が誇る最高峰ジャズ・アンサンブルの奇跡
ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ 
  directed by エリック・ミヤシロ

Schedule スケジュール



5

ジャズの醍醐味は生演奏にあり！ハママツ・ジャズ・ウィーク開催期間中の連日、
市内のジャズクラブ等では白熱した演奏が繰り広げられます。「音楽の街	浜松」
がジャズで溢れ返り、ライブ漬けになれる幸せな9日間。

※詳細につきましては各店舗へお問い合わせください。

10/19 SAT  ー  27 SUN

鈴木淳（G）、中西久雄（B）、
他セミナー参加者
毎月 1回この店で行われている
ジャズセミナーの参加メンバー
によるライブです。

渡邊良水（Vo）、袴田京子（Pf）、
松島英子（B）
女性トリオユニットによる Jazz
&Cocktailの夕べ　素敵な歌と
トークに加え黒澤名人のカクテ
ルを堪能出来ます。

10/19 SAT

鈴木淳－中西久雄
デュオ
イグツィオーネ カフェ
Start：14:30
料金：無料（但し1オーダー以上）
予約可

10/20 SUN

渡邊良水トリオ 
Jazz&Cocktail
SUP  
Start：19:30
料金：3,000円  要予約

松原弘明（Pf）、田邑元一（B）、
君塚晃一（Dr）、松本真智子（Flh）、
Haruka（Vo）、豊田真規（Vln）
大型スクリーンを使った解説が
好評の「見て・聴いて・豆知識も
身につく」ライブ。今回はフロ
ント 3人にパワーアップ！ ジャ
ズ通はもちろん、初めての方も
楽しめます。

＆[an・du]アン・ドゥー
～一人でも・初めてでも楽しいジャズ  
第7話「予定調和と秋の空♡」～
JAZZ SPOT analog.  
Start：20:00
料金：2,800円  予約可

May Okita（Vo）、山田貴子（Pf）、
鈴木直人（G）
K-mix番組担当やロサンゼルス
でのコンサート開催など新たな
経験を重ね成長し続けるメイと、
国内外で素晴らしい活動を続け
るミュージシャンとのハート
ウォーミングなステージ。

メイ・オキタ（Vo）
アフタヌーンライブ
JAZZ SPOT analog.
Start：13:00
料金：3,000円  予約可

吉原亜弥（Vo）、杉原貫司（Pf）、
吉田功（B）、竹内宏夫（Dr）
ボーカルの吉原亜弥さんは、ジャズ
ピアニスト市川秀男に師事し、森田
英介、須古典明、芳賀信顕などの
ミュージシャンと共に、都内で活躍
しています。今回は、杉原トリオを
バックにした吉原さんの歌で、楽し
い時間を過ごしてください。

杉原トリオ
featuring 吉原亜弥
珈楽庵  
Start：19:30
料金：2,000円  予約可

稲川友則（Banjo）、柴田貴子（Acc）
全国さまざまなイベント、ライブ、コ
ンサートをはじめ、各地教育委員会や
公共の音楽イベントなどで演奏してい
ます。バンジョーとアコーディオンの
新しい世界を表現するため独特のアレ
ンジを追求。昨年は海外のラジオ局で
特集番組が組まれた等、世界的にも珍
しい楽器の組合せが注目されています。

Banjo&Accordion
ザザ中央館 はままつ楽市 
Start：①20:00 ②21:00
料金：無料

（但し飲食利用に限る）

岡崎資夫 (As,Ts,Cl)、池谷貴恵子
(Pf)、MCKEY(B)、佐野裕幸 (Dr)、
渡邊良水 (Vo)、大場歩 (Vo)

『ジャズのスタンダードを楽し
く !! 』 ベテランリズムセクション
とボーカル二人の力を借りなが
ら、85歳、最後の力？を振り絞っ
て頑張りますので！応援宜しく
お願い致します。

岡崎資夫
カルテット＋Ⅱ
Jazz in “B♭” 
Start：19:30
料金：2,500円  予約可

小澤由起子（Vo）、小野澤直行
（Sax,Fl）、笠井雄真（B）
単音３つでお送りする、日本語
ジャズ♪ボサノバ。音のスキマ
に想いを込めてお届けします。

日本語でおくる
ジャズ・ボサノバ
Jazz Bar 不二丘
Start：20:00
料金：チップボックス制  予約可

EPO（Vo, Pf）、鬼怒無月（G）、
コモブチキイチロウ（B）、
向島ゆり子（Vln, Vla, Acc）
1980年 DOWN TOWNでデビュー。2000年 
“AQUANO ME”スタート。そして 2019年、来
年の 40周年を待ちきれず EPOが新たなユニッ
トを始動します。過去と未来を統合した EPOを
表現するための音楽創り。より自由に！より大
胆に！進化を止められない EPOをお楽しみに！

EPO
Merry You
Start：19:00
料金： 前売 5,000円
 当日 5,500円  予約可

チャンプ山田直之（三重県 代表）、
ロンサムドッグ（埼玉県 代表）、
ペーチン新垣（沖縄県 代表）
三重県、埼玉県、沖縄県代表（？）のブルー
スマンが 浜松 BTに結集しました。第
一回ブルースサミット（第２回はあるの
か？）後半はセッションもありそうな
ブルージー＆ジャジー LIVE。ハーモニ
カファン、ブルースファンは大集合です。

チャンプ山田直之
ロンサムドッグ
ペーチン新垣
＆Joint Session＠BT
ビスケットタイム  Start：19:30
料金：前売2,000円／当日2,500円

飯田圭二（B, Vo）、
Sato-chan(Pf)
ジャズを聴きながら浜松餃子は
いかがですか。スタンダードジャ
ズを中心に、大人の雰囲気でベー
ス・ボーカル ＆ ピアノのデュオ
演奏をお届けいたします！

I=S project 
浜松餃子まるいしThe GATE 
HAMAMATSU店
Start：①19:30 ②20:30
料金：チップボックス制

Rico（Vo）、藤森潤一（Pf）、
谷口順哉（G）、寺井智子（Fl）
低音で穏やかな声質のボサノヴァ
と、ジャズを中心に自身のオリジ
ナルなどジャンルを超え活躍して
いるミュージシャンがクロスオー
バーしたブラジリアンライブ。ボ
サノヴァから MPBまで特製カク
テルを片手にお楽しみください。

メイオ  ア  メイオ 
OPERA座
Start：19:00
料金：2,500円

Michico（Vo）、宮田道枝（Pf）、
浅野耕平（B）、星合厚（Per）
昨年に引き続き、おしゃれなワ
インダイニングからジャズライ
ブをお届けします！ワインに
ぴったりな曲をご用意しており
ますので、最高のマリアージュ
で優雅なひと時をお楽しみくだ
さい。

Michico & ピアノトリオ
ワイン&ダイニング 
アーベント
Start：19:00
料金：チップボックス制  予約可

藤森潤一（Pf）、向野隆志（B）、
津ケ谷友則（Dr）、
他セッション参加者
聞くもよし♪ 歌うもよし♪ あな
たの歌を素晴らしいバンドがサ
ポートします！

浜松ジャズボーカル
セッション
浜松JAZZを楽しむ会・
Nagura Studio 
Start：13:00　料金：1,500円

杉山慧（G）、依田隆（As）、
Maritess（Vo）
静岡を代表するボーカリスト、
マリテスと各方面で引っ張りだ
この依田隆が、杉山慧のギター
を支えに最高に楽しいジャンル
レスのステージをお届けしま
す！

杉山慧 meets マリテス 
and 依田隆！
新東名NEOPASA浜松（上り）
ミュージックスポット  
Start：①11:00 ②13:00 ③15:00
料金： 無料

うさぎ（Vo）、浅川信二（G）、
野村昌秀（B）
アコースティックに拘ったギ
ターとコントラバスのデュオ、
その名も「玄」。毎隔月第三土曜
日に雪月花に出演。今回は、ポッ
プなジャズシンガー「うさぎ」を
フィーチャーする。

玄 ＆ うさぎ
ラ・セゾン 雪月花  
Start：19:00
料金：無料  予約可

Instance_1：
松原凡代（As）、渡邊大地（Pf）、
鈴木一寿（B）、山崎大介（Dr）
スタンダード・オリジナル・そし
てちょっとマニアックな曲で盛
り上げます。
杉山慧トリオ：
杉山慧（G）、稲垣薫（B）、
堀算晃（Dr）

Instance_1
杉山慧トリオ
ZOOT HORN ROLLO  
Start：19:30
料金： 前売1,300円(+1ドリンク)
 当日1,500円(+1ドリンク)
  予約可

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

JAZZ SEEN ～カメラが聴いたジャズ～
トゥルネラパージュ
Start：11:00 料金：1,600円（コーヒー1杯付）  要予約
往年のジャズミュージシャンを撮った写真家ウィリアム・クラク
ストンの半生を、伝説的ショットと感動エピソードで綴っている。
インタビューにはジャズ界だけではなく各界の大物が参加。さら
にファッション写真界のヘルム・ニュートン ×クラクストンの写
真談義は見所。音楽は、往年のジャズが満載で聴きごたえも充分 !!
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ししゃもず
にこまん馬  
Start：20:00
料金：チップボックス制

高須亮佑（Pf）、児玉恵一（Tp）、
苅谷桃佳（Fl）
トランペット、フルート、ピアノのジャ
ズバンド。心地良いサウンドを目指し
て、結成 7年目になりました。ビッグ
バンド出身の３人がスタンダードジャ
ズ中心にお送りします。聴きに来てく
れた方に少しでも楽しんでもらえるよ
うに心を込めて演奏致します。

井上陽介トリオ
ハァーミットドルフィン
Start：19:30
料金：前売4,000円
	 当日4,500円		予約可

1部  Kazuhiro Chujyo Trio
2部  Kazuhiro Chujyo Quartet
Jazz in “B♭” 
Start：19:30
料金：2,000円		予約可

1部  : 中条和丈 (Pf)、田村潔 (B)、
デッコ高野 (Dr)
2部 : 中条和丈 (Pf)、隈元なつ美
(As)、田村潔(B)、デッコ高野(Dr)
音楽配信サイトにて総合一位に
なるなど、今やノリに乗ってる
ピアニスト、中条和丈が率いる
Jazz Band。

井上陽介（B）、武本和大（Pf）、
濱田省吾（Dr）
日野皓正、ハンクジョーンズ、穐吉敏子らの
ジャズレジェンドの薫陶を受け、国内外のトッ
プミュージシャンから絶大な信頼を寄せられ
るベーシスト 井上陽介が、才能に溢れイキの
良い若手ミュージシャンと組んだリーダトリ
オ。各地で好評の新 CD「New Stories」リリー
スツアーでハァーミットドルフィンに登場。

石井彰トリオ
田町サロン　　
Start：19:00
料金：3,000円		要予約

石井彰（Pf）、金澤英明（B）、
芳垣安洋（Dr）
ピアノは、日本のビル・エヴァンスと謳わ
れる石井彰、ベースは盟友の金澤英明。ド
ラムはブラシの名手の芳垣安洋。会場壁面
のジャコ、エヴァンス、マイルスら著名ジャ
ズアーティストの写真に囲まれて聴く演奏。
今でもベストセラー、ヴィレッジ・ヴァン
ガードでのライブの再現になるでしょう。

10/21 MON

J.J & 
three sprouts
JAZZ SPOT analog.  
Start：20:00
料金：2,000円		予約可

北野 誠（Ts）、山田美加（Pf）、
向野隆志（B）、下川亮介（Dr）
古き良きモダンジャズを嗜好す
る 4人が集まったカルテット。
初ライブ。

大杉幸生（As,Ss）、田中卓也（Tb)、
榎本美恵（Pf)、増井健司（B)、
大村唯海（Dr）
浜松市近郊で主にイベント等で演奏活動す
る Jazzバンドです。老若男女問わず楽しん
でもらえるよう幅広いジャンルの曲を演奏
します。未熟なバンドですがお客さんに喜
んでもらえるよう日々精進しています。イ
ベント、結婚式の余興等、どこでも行きます !

月刊マーベリック
マイン・シュロス 
Start：18:00
料金：チップボックス制／
	 飲食代別途		予約可

池谷貴恵子(Pf)、田村潔(B)、チッ
コソウマ (Dr)、林左知恵 (Vo)
池谷貴恵子アレンジのジャズ、ポップス、オリ
ジナル、そしてこのライブ注目のその場限りの
即興 「note 」。ファンタジーを色んな角度から
斬り込んでいくトリオならではの自由度高い音
の世界をお楽しみ下さい。ゲストには浜松出身
で現在関東中心に活躍中のボーカリスト林左知
恵を迎え４人の織りなす音を体験して下さい。

貴恵子のファンタジー 
最終章
Jazz in “B♭” 
Start：19:30
料金：2,000円		予約可

小関信也 (Pf)、田村潔 (B)、
チッコソウマ (Dr)
毎月第３日曜日に『"Ｂ♭ "セッション』を開催し
ています。ハウスバンドが初心者からベテラン
の方まで誰でも気軽に参加出来るようにサポー
ト致します。※オールパートのセッションです。
※楽器（ピアノ、ドラム、マイク以外）持ち込
みの譜面等は各自ご用意下さい。当日、楽器を
持ってお集まり下さい。お待ちしております。

Jazz Workshop "B♭" 
Session vol.195
Jazz in “B♭” 
Start：13:00
料金：1,000円		予約可

吉村瞳（G,Vo）
半年ぶりの瞳ちゃん LIVEです。今回はソロ !! 
拠点を東京に移してから 活動の場を全国に広
げ、幅が広がった音楽性で アメリカンルーツ 
ミュージックを根底に大陸的でスケールの大き
な誰が聴いても胸を打つギターとヴォーカル !! 
今年も BTでは定期的に応援し REAL MUSIC
ファンにお届けします。まだ観たことない方 
ぜひ一度お越しください。BT推薦のLIVEです!!

吉村  瞳
ビスケットタイム
Start：19:30
料金：	前売2,500円
	 当日3,000円

小沼ようすけ（G）
秋田県出身のジャズ・ギタリストでフィンガー・ビッカー 1995年ヘリ
テージ・ジャズギター・コンペティション日本代表、世界大会 3位を皮
切りに、1999年ギブソン・ジャズギター・コンテストにて優勝、2000
年にアルバム「nu jazz」でソニーミュージックよりデビュー。ジャズの
みならず、幅広いギター・ファンから注目を受け、瞬く間に脚光を浴
びる存在となった。海や自然を取り入れたオーガニック・ジャズのエッ
センスは世代を超えて多くのジャズファンの心をつかむ、今、日本の
ジャズ・シーンでとっても勢いのあるジャズ・ギタリストである。

小沼ようすけ
ビストロ ヒルマン
Start：20:30
料金：10,000円
	 ディナー付		要予約

ちひろ (Vo) 、
Richard Anderson (B)
透明感のあるボーカルと、スムー
スなベースの上質なアンサンブ
ルをお楽しみください。

1 Voice 1 Bass
ドロフィーズキャンパス

（ノルディックデリ）
Start：14:00
料金：無料

① M.V.P./山口牧（ハーモニカ )・谷口順哉（G）、
②ジャズダイアログ /鈴木麻美（Vo）・藤森潤
一（Pf）、③ミカトリオ /山田美加（Pf）・向野
隆志（B）・津ケ谷友則（Dr）④セラコン /Miki 
Celaya（Vo）・Yoichi Kondo（G）⑤ MMF/宮田
道枝（Pf）・笠井雄真（B）・津ケ谷友則（Dr）⑥
すみれ姉妹 /高橋たえ（Vo）・新開あき子（Pf）
浜松の地元バンドをご紹介！演奏のテイス
ティング♪どうぞお楽しみください。

浜松Jazz Band 
Collection
浜松JAZZを楽しむ会・
Nagura Studio 
Start：13:00　料金：1,500円

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

キトキトキ
JAZZ SPOT analog.  
Start：20:00
料金：2,500円		予約可

10/22 TUE

澄田聖子（Pf）、長坂萌（Marimba,
Per）、泉谷むつみ（Vo）
ピアノの木とマリンバの木とう
たの気の「キトキトキ」。ジャン
ルレスユニットが、ハママツ・
ジャズ・ウィークに向け朗読
とダンスを盛り込んで French 
Jazz、Cinema musicの名曲をカ
ヴァーします♫

ACOUSTIC 
WEATHER REPORT
田町サロン
Start：19:00
料金：3,000円		要予約

クリヤ・マコト（Pf）、納浩一（B）、
則竹裕之（Dr）
2015年に始動した「アコースティック・ウェ
ザー・リポート」は、1970年代フュージョ
ンの最高峰「ウェザー・リポート」の音楽を、
あえて生楽器、それもピアノ・トリオでリア
レンジし、単なるコピーバンドではないオリ
ジナルな解釈により、元祖「ウェザー・リポー
ト」の魅力を再発見しようというコンセプト。

木村 純 e Rico
Jazz Bar 不二丘
Start：19:30
料金：2,500円		予約可

木村純（G）、Rico（Vo）
暖かく包み込まれる様なボサノ
ヴァギターのマエストロ木村
純、低音で穏やかな声質のボサ
ノヴァシンガー Ricoが送る純粋
で奥深いボサノヴァの世界。音
楽通も唸らせるマスターセレク
トの上質な音世界で聴く LPも必
聴！ご予約をオススメします。

高橋たえ（Vo）、新開あき子（Pf）
ジャズスタンダードとアレンジ
した昭和歌謡を、歌とピアノの
デュオで演奏します。艶やかで
パワフルなヴォ―カルとそれを
引き立てるピアノで女性デュオ
ならではの華やかさも忘れずに、
心地よい音楽の時間を楽しむユ
ニット。

すみれ姉妹
にこまん馬
Start：20:00
料金：チップボックス制		予約可

10/23 WED

セラコン
食と酒と音を結ぶ和  和音  
Start：19:30
料金：5,000円		要予約
（コース料理、飲み放題付）

Miki Celaya （Vo）、
Yoichi Kondo （G）
ブルージーなジャズギターと
ハートウォーミングなボーカル
が大人のジャズをお届けします。
心に響くセラコンワールドを是
非お楽しみください。

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

杉稲君佐
銀座ライオン 浜松店  
Start：①19:00	②20:00	
	 ③21:00
料金：無料　予約可

杉山慧 (G)、稲垣薫 (B)、
君塚晃一 (Dr)、Sato-chan(Pf)
都内中心に大活躍のギターリスト杉
山慧、才色兼備な女性ベーシスト稲
垣薫、若手実力派ドラマーの君塚晃
一に、ピア二スト Sato-chanが加わ
り、心と体で楽しむ一夜限りの大迫
力ジャズのステージをどうぞ！銀座
ライオンの美味しいビールで乾杯！

美子 with Mature2
PUB HOUSE CISCO  
Start：20:00
料金：	2,000円	
	 （1ドリンク付）
	 	要予約

美子（Vo）、中西久雄（B）、
鈴木淳（G）
このメンバーで演奏を始めて10
年になります。ジャズやボサノ
バの名曲をお楽しみください。

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

Dear Blues
JAZZ SPOT analog.  
Start：20:00
料金：2,500円		予約可

澄田聖子＆
Ray原田デュオ
食と酒と音を結ぶ和  和音  
Start：19:30
料金：2,000円		要予約

京子トリオ＆
ゲスト渡邊良水
珈楽庵  
Start：19:30
料金：1,300円		予約可

10/24 THU

中嶋美弥（Pf）、名古路一也（B）、
山下佳孝（Dr）
ブルージー、ファンキー、スウィ
ンギーな Dear Blues。今回も
熱く楽しいステージをお楽しみ
に！！

澄田聖子（Pf）、原田励（Ts,Cl）
絶品創作和食メニューをお召し
上がりになりながら、熟練コン
ビによる渋い JAZZをお楽しみく
ださい。１００年前のアンティー
クピアノの音色と共に・・。

袴田京子（Pf）、吉田功（B）、
竹内宏夫（Dr）、渡邊良水（Vo）
ベテランボーカリスト渡邊良水
と、いろいろなジャンルを弾き
分ける袴田京子が、吉田功（B）
竹内宏夫（Dr）のトリオで盛り上
げます。

クリヤ・マコト
納 浩一デュオ
ハァーミットドルフィン
Start：19:30
料金：	前売4,000円
	 当日4,500円		予約可

クリヤ・マコト（Pf）、納浩一（B）
ソウルフルなプレイと鋭いナイフのような切れ
味のプレイで、ジャズというジャンルと国境を
超えて活躍するスーパーピアニスト、プロデュー
サー クリヤ・マコト。ウッドベース・エレキベー
ス奏者でありジャズ・スタンダード・バイブルの
著者でもあるベースの第一人者 納浩一。長年日
本のジャズ界を支えている二人の貴重なデュオ
ライブがハァーミットドルフィンで実現。

セッション  ふぉるて
ふぉるてミュージック  
Start：19:00
料金：300円+ドリンク代

Vo、Tb、Ts、Pf、G、B、Dr等　
初心者からベテランまで、多数
参加予定
難しい事は不要、楽しいのが一
番 !

アナログ盤ジャズ
ワークショップ2019
Jazz Bar 不二丘
Start：20:00
料金：1,500円（＋1ドリンク）
予約可

岡田康宏（MC）
今回のアナログ盤ジャズワーク
ショップは、美女ジャケのアナロ
グ盤を中心に美女ジャケを愛でつ
つ、美女の生々しいジャズボーカ
ルをいつものあのスピーカーでお
楽しみいただきたいと思います。

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

Pudding A La Mode
JAZZ SPOT analog.  
Start：20:30
料金：2,300円		予約可

豊田将志＆
杉原トリオ
珈楽庵  
Start：19:30
料金：1,300円		予約可

10/25 FRI

鈴木麻美（Vo）、藤森潤一（Pf）、
松浦直樹（B）、日内地貴則（Dr）
第４金曜は、このユニットを聴
かないと眠れない。

豊田将志（Vo）、杉原貫司（Pf）、
吉田功（B）、竹内宏夫（Dr）
東京藝術大学在学中より、ボー
カルとしてライブ活動を行い、
現在ジャズを勉強中の豊田将
志さんをゲストに迎え、杉原
トリオがスタンダードジャズ
を中心に楽しいステージをお
届します。

MMF
ZOOT HORN ROLLO  
Start：20:00
料金：	前売1,800円(+1ドリンク)
	 当日2,000円(+1ドリンク)		
予約可	

宮田道枝（Pf）、笠井雄真（B）、
津ケ谷友則（Dr）
繊細でダイナミックな演奏を心
を込めてお届けします！ 

マリア・ロウルデス（Vo）、
大橋聖（Pf）、小野卓（Ts）、
新コージ（B）、佐野裕幸（Dr）
スタンダードジャズからポップ
スまで表現力豊かで情緒あふれ
る歌声は、聴くものを魅了する。
フィリピン等アジアを中心に活
躍。

マリア・ロウルデス
+カルテット
ラ・セゾン 雪月花 
Start：19:30
料金：無料		予約可

ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて
シネマイーラ  
詳細は冊子裏面参照

遠州地区唯一のミニシアター
“シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企
画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるの
もいかがでしょうか。

JAZZ SEEN ～カメラが聴いたジャズ～
トゥルネラパージュ
Start：19:30	料金：1,600円（コーヒー1杯付）		要予約
往年のジャズミュージシャンを撮った写真家ウィリアム・クラク
ストンの半生を、伝説的ショットと感動エピソードで綴っている。
インタビューにはジャズ界だけではなく各界の大物が参加。さら
にファッション写真界のヘルム・ニュートン ×クラクストンの写
真談義は見所。音楽は、往年のジャズが満載で聴きごたえも充分 !!

鈴木雅仁Quartet
Jazz in “B♭” 
Start：19:30
料金：1,500円		予約可

鈴木雅仁(Tp,Flh）、八重樫典子
(Pf)、松島英子(B)、清水啓司(Dr)
気分は 1950年代、旧き良き時代
のジャズを当時の雰囲気を大切
に表現します。今回は何方でも
耳に馴染んだ曲も含めて取り上
げ、さらにカジュアルなライブに
仕上がっています。

小出斉（MC,G）
第１部 小出斉のブルース講座
第２部 小出斉＆ BTBB：BLUES LIVE
第３部 小出斉 ソロ LIVE

小出斉のブルース講座
＆live＠BT
ビスケットタイム
Start：19:30
料金：3,500円		要予約

Shiho
伊藤志宏デュオ
ハァーミットドルフィン
Start：19:30
料金：前売4,000円／当日4,500円
	 	 予約可

Shiho （Vo）、伊藤志宏（Pf）
ひとりのヴォーカリストとして、信じ
るがままに歌を紡ぐ ... Fried Pride解散
から 2年半、Shihoが満を持してセルフ
プロデュース～リリースした初ソロ作

『A Vocalist』！　各地で話題沸騰のリ
リースツアー第二弾でハァーミットド
ルフィンに登場します。相方はアルバ
ムにも参加したピアノの鬼才 伊藤志宏。
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AMICA：Amica（Vo,Pf）、Moto
（G）、Lou（B）、Koba（Per）
B.G Alley：おとみ（Vo）、はかま
た（G）、やまぐち（B）
往年のロック・ポップス・ジャズ
の名曲をアコースティックバー
ジョンで。　今回は、スーザン・
テデスキ、ボニー・ブラムレット、
シャーデー、アデル等。

銀巴里
ラ・セゾン 雪月花 
Start：19:00
料金：3,500円  要予約

（フレンチコース付）

「街のジャズクラブ」イベントへの予約・お問い合せは、直接各店舗へお願いいたします。

ワイン＆ダイニング アーベント ………………………  053-456-5601
浜松市中区肴町 322-1

JAZZ SPOT analog. …………………………………  053-457-0905
浜松市中区田町 325-1 有楽街北口 渥美薬局ビル 2F

イグツィオーネ カフェ  ………………………………  053-454-3131
浜松市中区高町 200-25

OPERA 座 ………………………………………………  053-454-5300
浜松市中区肴町 313-9

食と酒と音を結ぶ和 和音 ……………………………  053-525-7677
浜松市中区紺屋町 306-43

珈楽庵 浜松店 …………………………………………  053-543-9070
浜松市東区有玉北町 1229

銀座ライオン 浜松店 …………………………………  053-457-0313
浜松市中区肴町 322-20 松竹ビル 5F

銀屋  ……………………………………………………  053-453-1858
浜松市中区田町 323-5

SUP  ……………………………………………………  053-489-3661
浜松市中区池町 225-19

ザザ中央館 はままつ楽市  ……………………………  053-459-3333
浜松市中区鍛冶町 100-1

PUB HOUSE CISCO …………………………………  053-453-8682
浜松市中区肴町 318-9 ワシズビル 2F

シネマイーラ  …………………………………………  053-489-5539
浜松市中区田町 315-34

新東名NEOPASA浜松（上り）ミュージックスポット  053-580-1360
浜松市浜北区大平 36

ZOOT HORN ROLLO ………………………………  053-458-1388
浜松市中区成子町 56

ラ・セゾン 雪月花 ……………………………………  053-587-8256
浜松市浜北区西美薗 2490

田町サロン  ……………………………………………  053-455-0808
浜松市中区田町 326-28

東急ハーヴェストクラブ浜名湖  ……………………  053-526-1093
浜松市北区三ヶ日町大崎 372

トゥルネラパージュ  …………………………………  053-455-7100
浜松市中区板屋町 628

ドロフィーズキャンパス ノルディックデリ  ………  053-428-2750
浜松市北区都田町 2698-1

浜松JAZZを楽しむ会・Nagura Studio ……………  053-452-1131
浜松市中区東田町 36-9 地研ビル東田町 3F

にこまん馬  ……………………………………………  053-472-5558
浜松市中区和地山 3 丁目 4-3

ハァーミットドルフィン  …………………………… 050-5307-3971
浜松市中区田町 326-25　KJ スクエア 2F

浜松駅ビル メイワン７階中央広場  …………………  053-457-4111
浜松市中区砂山町 6-1

浜松餃子まるいし The GATE HAMAMATSU 店   053-401-0223
浜松市中区旭町 37

LIVE BAR ビスケットタイム ……………………………053-522-9182
浜松市中区鴨江 2 丁目 50-16

ビストロヒルマン  ……………………………………  053-543-5000
浜松市中区板屋町 101-1

Jazz in "B♭"  …………………………………………  053-435-5644
浜松市東区半田山 5-16-17

ふぉるてミュージック  ………………………………  053-463-3321
浜松市東区将監町 36-20

Jazz Bar 不二丘 ………………………………………  053-452-1397
浜松市中区肴町 318-7

フルハウス  ……………………………………………  053-421-1044
浜松市東区下石田町 1823-1

プレ葉ウォーク浜北（1F センターコート） ……………  053-584-6622
浜松市浜北区貴布祢 1200

はままつ地ビールレストラン マイン・シュロス …  053-452-1146
浜松市中区中央 3-8-1

Merry You  ……………………………………………  053-456-3733
浜松市中区田町 331-8 4F

芸術工房ユパンキ…………………………………………053-459-3205
浜松市中区東伊場 2-6-9 山下ビル 1F

FJQ （ファンキー・ジャズ・カルテット） 

with Yuiko
芸術工房ユパンキ 
Start：16:00
料金：4,000円  予約可
 （フリードリンク付）

渡辺匡彦（Vib）、豊秀彩華（Pf）、池田聡
（B）、金井塚秀洋（Dr）、ゲスト：Yuiko（Vo）

2009年、故モヒカーノ関（Pf）により結成。ラテ
ンジャズとハードパップのエッセンスを取り入れ、
ジャンルを超えた新感覚コンテンポラリージャズ
グループ。当初はバンド名は無く、2011年、東北、
北海道ツアーの際から FJQと称することに。2013
年、関の急逝以降、ピアニストを招いて活動を継続。
今回はゲストボーカル Yuikoを迎えてのステージ。

水野修平
ビッグバンド
Jazz in “B♭” 
Start：18:30
料金：4,500円  
   予約可

椿田薫(As)、早川ふみ(As)、佐藤祐紀(Ts)、塚本
奈加(Ts)、塚本真里絵(Bs)、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)、仁 藤 由 佳(Tb)、藤 澤 伸 行(Tb)、水 野 彰
(Tb)、荒川悟志(B)、上野智子(Dr)、水野修平(Pf)
ピアニスト、作編曲家の水野修平のオリジナル曲の
みを演奏するビックバンドです。ベテラン、中堅、
新進気鋭な若手、ジャズだけでなくクラシック奏者
まで幅広く多岐にわたるメンバーで活動しています。

JAZZ SEEN ～カメラが聴いたジャズ～
トゥルネラパージュ
Start：11:00 料金：1,600円（コーヒー1杯付）  要予約
往年のジャズミュージシャンを撮った写真家ウィリアム・クラク
ストンの半生を、伝説的ショットと感動エピソードで綴っている。
インタビューにはジャズ界だけではなく各界の大物が参加。さら
にファッション写真界のヘルム・ニュートン ×クラクストンの写
真談義は見所。音楽は、往年のジャズが満載で聴きごたえも充分 !!

As多田誠司 & 
Singer渡邊良水 
Special Live
JAZZ SPOT analog.  
Start：19:00
料金：3,500円  予約可
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多田誠司（As,Fl）、渡邊良水（Vo）、
森山瑞樹（As）、成瀬明（G）、
徳田智史（B）、山崎隼（Dr）
ここにしか無いSaxとVocalの出
会いをたっぷりと。

ブルーノート・レコード  ジャズを超えて
ビル・エヴァンス  タイム・リメンバード
シネマイーラ  詳細は冊子裏面参照
遠州地区唯一のミニシアター “シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるのもいかがでしょうか。

ブルーノート・レコード  ジャズを超えて
ビル・エヴァンス  タイム・リメンバード
シネマイーラ  詳細は冊子裏面参照
遠州地区唯一のミニシアター “シネマイーラ ”では、ハママツ・
ジャズ・ウィークと連携した企画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるのもいかがでしょうか。

飯田圭二 (B, Vo)、袴田京子（Pf）、
大村幸徳（As）
地元浜松で演奏活動をしている
2人がデュオでスタンダードな
ジャズを演奏します、さらにゲ
ストプレイヤーとトリオも。

飯田・袴田Duo＋1
新東名NEOPASA浜松（上り）
ミュージックスポット  
Start：①11:00 ②13:00 ③15:00
料金： 無料

UNDERGROUND 
Saxophone Quartet
Jazz in “B♭” 
Start：19:30
料金：1,500円  予約可

TJ-Duo
Jazz Bar 不二丘
Start：20:00
料金：チップボックス制  予約可

Comfy
プレ葉ウォーク浜北
Start：①15:00 ②16:30
料金：無料

鈴木麻美と
プリンアラモード
マイン・シュロス 
Start：19:00
料金：チップボックス制／
 飲食代別途  予約可

坂本佐智子（As,Ss）、西山明（G）
歌謡曲、唱歌、映画音楽、アニメ、ジャ
ズなど幅広いジャンルからの選曲やギタ
リスト西山明作曲のオリジナル曲で、演
奏を行っています。イベント会場等での
ライブを行う傍ら、パーティー等での演
奏依頼を受けるなど活動中。サックスと
アコースティックギターの柔らかな音色
が融合した音楽をお届けします。

鈴木麻美 (Vo)、藤森潤一 (Pf)、
松浦直樹 (B)、日内地貴則 (Dr)
1999年結成。毎月第４金曜日に JAZZ 
SPOT analog. にレギュラー出演中の人気
ユニット。メンバーの高い演奏力、多彩
な表現力により、ヴォーカルバンドながら
ジャズのスリリングなインタープレイも存
分にお楽しみいただけるバンドです。スタ
ンダード曲のアレンジも聴きどころ。

小野澤直行 (Ss,As)、水野恭伸
(As)、カゲヤマヨシノブ (Ts)、
堀孔明 (Bs)
サックス４本だけで JAZZを表現
するユニット。ジャズのスタン
ダードからラテン、果てはフリー
まで幅広いレパートリーで縦横無
尽のソロと緻密なアンサンブルを
タップリとお聴かせします。

谷口順哉（G）、福原大毅（G）
幅広い音楽性を持ち多彩なシー
ンで活動する 2人の個性派ギタ
リストがお送りする自由でスリ
リングなギター・デュオ。12本
の弦が変幻自在に絡み合い、色
彩豊かに紡ぎ出す音の世界をご
堪能ください。

三輪まゆみ＆聖子トリオ
with Bluerose
東急ハーヴェストクラブ浜名湖
Start：①18:30 ②19:30
料金：無料

三輪まゆみ（Vo）、澄田聖子（Pf）、田邑
元一（B)、藤原雄基（Dr)、高林真子（Vo)
暖かな声と抜群のスイング感で定評のある三輪
真由美とオールジャンルのピアニスト澄田聖
子、頭脳派ベーシストの田邑元一、そして東京
から若手ドラマー藤原雄基の強力なトリオに浜
松唯一のジャズコーラスグループ BlueRoseが
加わりセンス良くアレンジされたスタンダード
ナンバーを楽しくお届けいたします。

マルシア
ハァーミットドルフィン
Start： ①13:30 ②17:30
※完全入替制 ※予約整理番号順入場
料金： 前売5,000円
 当日5,500円  要予約 

マルシア (Vo)、進藤克己 (Pf)
17歳でブラジルから来日、「ふりむけばヨコハマ」
で歌手デビュー。数々の新人賞を獲得し、NHK
紅白歌合戦にも出場。その後ミュージカルにも多
数出演。圧倒的な歌唱力が評価されミュージカ
ル初演時には「文化庁芸術祭演劇部門新人賞」を
受賞。現在も定期的に LIVEを開催。歌謡曲の他
に JAZZ、ボサノヴァなど幅広いジャンルを歌い
チケットが取れない程の人気公演となっている。

村松勇（Dr）、吉田功（B）、
谷口充（Pf）、渡辺早紀（As）
スタンダードからラテンまでおな
じみの曲を大御所ベテラン勢の安
定した心地よい演奏でお楽しみく
ださい。雪月花 偶数月第４土曜
日レギュラー。

村松カルテット
ラ・セゾン 雪月花 
Start：19:00
料金：4,000円  要予約

（フレンチコース付）

みち ×のり（ベイカーズショップブギ）
神谷水絵
浜松出身 北海道でプロとして活躍中
のドラマー スズキノリさんが浜松に
帰省がてら仲間たちとの LIVE PARTY
を開催 !! 北海道のソウルバンド ベイ
カーズショップ ブギ等のドラマーと
して 全国区でも以前は活躍していた 
ノリさん主催の楽しみな LIVE!

みち×のり
（ベイカーズショップブギ）
＆神谷水絵
ビスケットタイム  Start：19:30
料金： 前売3,000円（＋1ドリンク）
 当日3,500円（＋1ドリンク）

jazz duo 
- Kei & Kaoru -
浜松駅ビル メイワン7階中央広場
Start：①16:00 ②17:00 ③18:00
料金：チップボックス制

杉山慧（G）、稲垣薫（B）
杉山慧：大阪府出身。12 歳でギター
を始め、佐藤忠行氏に師事。昨年
SEIKO サマージャズキャンプ最優秀
賞受賞。現在は都圏を中心に活動。
稲垣薫：静岡県出身。3 歳でヴァイ
オリンを始め、大学にてベースに転
向。現在は東海地方を中心に活動。
投げ銭ライブです。お気軽にお越しください♫

Mikaトリオ
JAZZ SPOT analog.  
Start：20:00
料金：2,000円  予約可

キムキムたかおちゃん
ぬかしんトリオ
SUP  
Start：19:30
料金：2,500円  要予約

ルパン市川・
サックスひとりライブ
銀屋
Start：20:00
料金：1,000円
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山田美加（Pf）、向野隆志（B）、
津ヶ谷友則（Dr）
安心、おまかせトリオがジャズ
の魅力をたっぷりとお伝えしま
す。

ルパン市川 （Ts）
お客様のリクエストを中心に
JAZZ～海外ポップス～ etc、幅広
く演奏します。「サックスひとり
ライブ」で各地イベント、ホテル、
パーティー等にて演奏中。ジャズ、
ポップス、アニメから演歌まで、
幅広いレパートリー150曲以上で、
お子様から大人まで楽しめます。

額賀晋也（Ts）、木村喜明（Pf）、
伊藤多佳夫（B）
今年はちょっとくたびれかけてい
るオッさん３人で伺います。スタ
ンダードジャズを中心にピアノ、
テナーサックス、ベースのトリオ
でお届けします。

ATM
ザザ中央館 
はままつ楽市 
Start：①20:00 ②21:00
料金：無料

（但し飲食利用に限る）

安間博一（As）、高須亮佑（Pf）、
松原凡代（As）
サックス 2人とピアノ 1人の珍
しい編成で、ジャズ系オリジナ
ルを中心に演奏しています。ビ
バップ、ブルース、バラード、モー
ドなど幅広く取り上げつつ、即
興演奏の楽しさをお届けします。

青島秀志（As）、長谷川ひとみ（Pf）、
伊藤道也（B）、持塚秋浩（Dr）
Standard Jazzを中心にみんな楽
しめる曲を目指します。今回が
初デビューです！

杉山 慧 & 
浅野 耕平 Duo
Jazz Bar 不二丘
Start：20:00
料金：チップボックス制  予約可

杉山慧（G）、浅野耕平（B）
ギタリストとして東京～浜松で
幅広く活躍するギタリスト杉山
慧と、浜松を中心に活動中のベー
シスト浅野耕平の Duoです。少
人数ならではのインタープレイ
と、シンプルな 2本の弦楽器が
奏でる多彩な音色をお楽しみ下
さい。

アオシマ カルテット
フルハウス
Start：19:00
料金：1,000円（1ドリンク付）

納所佳弘（Vo）、杉山慧 (G)、
稲垣薫 (B)
多くのジャズ・スタンダードのレパー
トリーをもち、都内での活動実績も
豊富なボーカル納所佳弘がハママツ・
ジャズ・ウィークに初登場。メンバー
は HJW常連のギター杉山慧と、引っ
張りだこベースの稲垣薫。初共演と
なるトリオの演奏に乞うご期待！

納所佳弘TRIO
OPERA座
Start：①20:00 ②20:50
料金：2,500円
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15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

ライクアチワワ

3Guys＋Uncle Johnny

トリオウズシオ with 戸松研人

ゴンザレス66(シックスティーシックス)

中井川 知由

池野とゆかいな山田たち

60KARAT(シックスティカラット)

GDD(guitar and drums duo)

geeque-heads

.org/jazz

INNER URGE

武田隆子クインテット＆シータθ

GG4＋1

阿部裕康カルテット

Tiny Tail

関西代表

I.S.O.P.

JML Jazz Band

ジャズ・イーストパレス

有機コネクション

 ChattingEdge

EllieKizz with HJW special Dancers

JTQ (Junya Taniguchi Quartet) for JazzWeek

RODY 

トシちゃんブラザーズ

EVE at

PINK FLAMINGOS

La Sonora Sumpuna (ラ   ソノーラ   スンプーニャ)

POZZ

Groovin' High

D-Cube （ディー･キューブ）

Vega

豊田家

The Moody （K）nights

青山ばんど

ステージOne かじまちヤマハホール
（ヤマハ浜松店１F）

（ヤマハ浜松店１F）

（ヤマハ浜松店８F）

ザザシティ中央広場

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Baby blue eyes

浜松ジャズボーカル倶楽部PartⅢ

静岡大学 Jazz Phenomena

Fountain Girls

浜松リハーサル･ジャズ･オーケストラ

 Marble Jazz Orchestra

Cuba Libre Labo

The Forest Gump Jazz Workers

BigBossSoundmarket

Sexy Dynamite Jazz Orchestra

ジャズ・リバース・オーケストラ

Swing Park Jazz Orchestra

Sound Manipulator Jazz Project

Vanguard Jazz Workshop

浜松スイングバンド

月刊 MAVERICK

Nagoya Institute of Jazzology

シェルフィッシュドリフト

The Midgets

まつもと庵

Tears of Pop

Mayumi＆three jazz diva

Jazzaholic 12

チーム桜々

Soul Eyes

Lily Jeux

オニカオス＠JAZZ

アクトシティ浜松サンクンプラザ キタラ ソラモ
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14:30

15:10

15:50

Start

13:00

13:40

14:20

Start

13:00

13:40

14:20

15:00

Start

Start Start

 Z EXPRESS BIG BAND

One O'clock Jazz Kitchen

オレンジ ジャズ オーケストラ

BLUE NOTES 

 Z EXPRESS BIG BAND

ジョニー高橋＆ハママツドットクールズ

Floresta e água

JSB2019 (Junya's Special Blend)

Pudding＜ALARM＞Mode

有機コネクション

blue rose & 聖子トリオ

池野とゆかいな山田たち

キタラ ソラモ ステージOne

10/26 SAT

※屋外会場は、荒天の場合中止になることがございます。ご了承ください。
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Orz

浜松ジャズボーカル倶楽部PartⅠ&ジャズFriends

Welcome Home

浜松ジャズボーカル倶楽部PartⅡ&ジャズFriends

美ジャズ BlueRose

山口牧＋谷口順哉カルテット
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なゆた・浜北 （広場)

10/20 SUN
Start

横濱ジャズプロムナード交流ステージ

横濱ジャズプロムナード交流ステージ

❼

❽

❾

10

❼

「音楽の街 浜松」が、
 ジャズであふれる一日！
街を歩けば、サクソフォンの音やトランペットの音が聞こえてくる。
おもわずスキップしてしまうようなグルーヴが街中にあふれている。
ストリート ジャズ フェスティバルは、街角のオープンスペースで開催される無料
ジャズコンサート。演奏するのは、心から音楽を愛するミュージシャンたち。
老若男女、世代を超えた音楽好きたちによる演奏を、どんどんハシゴしながら、
散歩気分でお楽しみください。STREET JAZZ FESTIVAL

ストリート  ジャズ  フェスティバル
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なゆた・浜北
20日12:00
❶	Orz

Street Jazz Festivalに、4回目の出演をさせて頂きます。自然な感じで集まったメ
ンバーが月一で集まって音楽を楽しんでいます。おっさんのような女子と乙女の
ようなオッサンたちの組み合わせで意外とうまくいってます。浜北での演奏はお
初です。楽しんで演奏したいと思いますのでよろしくお願いします。

村松しおり（Tp,Flh）、松下健人（Ts）、平工達也（G）、渡邊英幸（B）、平鍋芳彰（Dr）

なゆた・浜北
20日12:50
❷	浜松ジャズボーカル
 倶楽部PartⅠ
 &ジャズFriends

浜松市東部協働センターで毎月第２第３水曜日の午前中に活動しています。原田実
先生、三輪まゆみ先生を講師に招いて、ジャズの基礎からアレンジまでを楽しく学
ぶ仲間です。今回はソロボーカル・デュオで個性あふれる歌声をお楽しみください！

ターキー、エリー、サンディ、マリリン、ホーリー、ヨーコ＆ニコル、リンダ（Vo）、山内健太（Pf）、
大島沙也（B）、武田大（Dr）

なゆた・浜北
20日14:50
❺	美ジャズ BlueRose

なゆた・浜北
20日15:30
❻	山口牧＋谷口順哉
 カルテット

なゆた・浜北
20日13:30
❸	Welcome Home
 （ウェルカム   ホーム）

結成 5年目を迎える BlueRoseは美とジャズを追究
する浜松唯一のジャズコーラスグループ。現在県内
イベント、パーティーライブ等で活躍中。センスの
良いアレンジと美しいハーモニーとスピード感あふ
れる歌声をお届けいたします。

三輪真由美（Vo)、高林真子（Vo)、石田遥祐（Pf)、高柳圭佑（B）原田実（Dr)

結成して３年になります。ブラジ
ル音楽のボサノバを中心に男女２
名で愛知県を中心に活動していま
す。みなさまがご存じの洋楽もボサノバ調にアレンジしながら演奏もしています。
フラメンコギターの音色とポルトガル語の優しいボサノバ音楽をお楽しみください。

伊藤潤（G）、川合真弓 （Vo）

なゆた・浜北
20日14:10
❹ 浜松ジャズボーカル
 倶楽部PartⅡ
 &ジャズFriends

浜松市東部協働センターで毎月第２第３水曜日の午前中に活動しています。原田実
先生・三輪まゆみ先生を講師に招いて、ジャズの基礎からアレンジまでを楽しく学
ぶ仲間です。今回はソロボーカル・デュオで個性あふれる歌声をお楽しみください！

ターキー、エリー、サンディ、マリリン、ホーリー、ヨーコ＆ニコル、リンダ（Vo）、山内健太（Pf）、
大島沙也（B）、武田大（Dr）

このストリートジャズフェスティバル＠なゆ
た・浜北のためのスペシャルユニットです。
引っ張りだこのメンバーが集結。素晴らしい
ハーモニカ奏者・山口牧をフロントに、ジャズ
やポップスの名曲をお届けします！

山口牧（Hmc）、君塚晃一（Dr）、稲垣薫（B）、石田遥祐（Pf）、谷口順哉（G）
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ステージOne	 かじまちヤマハホール
26日13:00 27日16:00	
⓯ 有機コネクション
2015年初め、世代を超えて浜松で結成。
東京と浜松でのツアー公演 (一昨年 2回、
昨年 1回 )、全て sold out。人気・実力を
兼ね備えた注目の bandだ。メンバー間の
感性をぶつけ合い有機結合させ、ジャン
ルにとらわれない新たな音楽を紡ぎ出す。
有機コネクション、今年の生演奏は、こ
のストジャズだけ !
https://www.facebook.com/yukiconnection

松原弘明 (Pf)、藤原雄基 (Dr)、杉山慧 (G)、依田隆 (As,Vo)、田邑元一 (B)

ステージOne
⓱	池野とゆかいな
 山田たち
名古屋と浜松と掛川と静岡の方々が集ってバン
ドを結成させていただきました。メンバーはみ
んな山田ではないです。ドラムの彼が山田です。
楽器あり、歌もありでごきげんなスイングをお
届けしたいと思います。
https://ikenoyamadas.tumblr.com/

26日：池野浩之 (Tp,Vo)、萩原敦史 (Pf)、
 葛島杏美 (B)、山田裕朔 (Dr)
27日：池野浩之 (Tp,Vo)、萩原敦史 (Pf)、
 稲垣薫 (B)、山田裕朔 (Dr)

26日14:20

27日14:30

キタラ
26日13:50
❽ One O'clock Jazz 
 Kitchen
オレンジカラーのコックが目印！家族
同然の仲良しビッグバンド！私たちは
静岡大学ジャズサークルの OB/OGバンドで、今年で結成 16年となります。今年
は新メンバー 2人を加え、新たな "色 "を出していければと思います。BBQ,飲み会
も全力でこなすイベント大好きバンド、これからも宜しくお願いします。

山本裕一朗 (Pf)、向野隆志 (B)、長谷川圭佑 (Dr)、岡林優司、水谷梨乃 (As)、松井裕子、成島
啓子 (Ts)、森要太 (Bs)、澤村徳人、今西康人、筒井克典、中野蒼人 (Tp)、岩間敬太、富田幸歩、
大木麻実、田中信乃介 (Tb)

キタラ
26日14:30
❾ オレンジ    ジャズ   
 オーケストラ

磐田市を中心に活動している結成 50年の社会人バンドです。9月 15日に磐田市ア
ミューズ豊田にてバンド結成 50周年コンサートを行いました。

広岡成一 (Pf)、中山健太郎（B)、下川亮介 (Dr)、青島守、渡邉正志 (As）、国井健太、小野澤直行
（Ts)、鈴木敏郎（Bs)、澄田錬、伊藤寛人、松本真知子、武田正三、篠田亮（Tp)、奥村耕平、清水
厚志、清水みわ子、長谷川勲（Tb)

キタラ
26日15:10
❿ BLUE NOTES

浜松を中心に活動するビッグバンド。1991
年オレゴン州ポートランドのマウントフッ
ドジャズフェスに出演、8000人を超える聴
衆からスタンディングオベイションを受け、
L.A.の名門ジャズクラブ「カタリナ＆バー」にも出演。1995年アクト大ホールで開かれた第
３回ヤマハジャズフェスティバルに出演。2005年 1stアルバム「30th Anniversary」を発表、
米国のジャズ批評サイト「All About Jazz」で高い評価を受ける。

森山瑞樹、依田隆、阿部裕康、原田励、鈴木俊郎（Sax）、蒔田忠則、戸田彰彦、吉田傑、澄田錬、
池野浩之、村上純也（Tp)、白井宏司、平野健次、遠藤博史（Tb)、小関信也（Pf)、奥村貴宏（B)、
日内地貴則（Dr)、原田実 (Conductor)

ソラモ
26日13:00
⓫ ジョニー高橋＆
ハママツ  ドット  クールズ
〜ストリートジャズ静岡連動企画〜

毎夏、ストリートジャズ静岡に出演をする機会に編成される単発ユニット。これ
で 10年目。浜松では年 1回 JAZZ SPOT analog. でのみ演奏してきました。ジャ
ンルは熱いジャズ。

ジョニー高橋 (Ts)、森山瑞樹 (As)、白井宏司 (Tb)、小関信也 (Pf)、西脇良典 (B)、原田実 (Dr)

ソラモ
26日15:00
⓮ Pudding＜ALARM＞Mode

毎月第 4金曜日にジャズスポットアナログ
にレギュラー出演中の Pudding A La Mode 

（プリン・ア・ラ・モード）の特別バージョン。
伸びやかなヴォーカルとスリリングなイン
タープレイをお楽しみください。

鈴木麻美（Vo）、藤森潤一（Pf）、松浦直樹（B）、星合厚（Dr）

ステージOne
26日13:40
⓰ blue rose & 
 聖子トリオ

ジャズボーカルグループ blue rose、今回は
ピアノトリオをバックに女性ボーカルデュ
オ（マユミ＆マコ）がスタンダードジャズか
らボサノバまで親しみやすい名曲をお届け
します。

マユミ（Vo)、マコ（Vo)、澄田聖子（Pf)、田邑元一（B)、藤原雄基（Dr)

ソラモ
26日14:20
⓭ JSB2019
 （Junya's Special Blend）
谷口順哉作曲のオリジナルのインスト
楽曲を演奏しています。2005年より活
動を開始し、現在のメンバーになって
から約10年。熟成中です。（細々なが
ら、、）コアメンバーのみのライブに加え、その時々で様々なゲストを入れての多彩
な演奏活動を継続中。今回は、人気サックス奏者の依田さんを加え、熱い演奏を繰
り広げたいと思います！ 

南部信浩（Dr）、藤村俊文（B）、大高史嗣（Kb）、森藤慎司（Per）、依田隆（As）、谷口順哉（G）

ソラモ
26日13:40
⓬ Floresta e água

低音で穏やかな声質のボサノヴァ
と、ジャズを中心に自身のオリジナ
ルなどジャンルを超え活躍しているミュージシャンがクロスオーバーしたブラジリ
アンライブ。ボサノヴァを中心に秋空の下、心地よい風を感じながら昼下がりのひ
とときをお楽しみください。

Rico(Vo)、谷口順哉 (G)、星合厚 (Dr)、寺井智子 (Fl)、藤森潤一 (Pf)

キタラ
Start	26日13:00／15:50
❼ Z EXPRESS BIG BAND
ヤマハ管楽器を愛用する若手プレイヤーのみで
構成されたビッグバンド。2016楽器フェアのた
めに一回限りのバンドとして結成されたが、好
評につきレギュラーバンドとして活動を開始。
2017年 4月ヤマハ銀座スタジオでの旗揚げ公演
は早々に完売。最前線で活躍する若手プレイヤー
達のフレッシュなサウンドと意欲的なライブパ
フォーマンスが注目を浴びている。バンド名は
ヤマハの Z系楽器情報サイト「Z EXPRESS」に
由来しており、実際にメンバーが使用している
楽器も Z系楽器が中心である。

菅野浩、高野猶幸、Raymond McMorrin、辻野進輔、
宮 木 謙 介 (Sax)、 石 井 真、 三 上 貴 大、 古 屋 ひ ろ こ、
茅野嘉亮 (Tp)、西村健司、フジイヒロキ、石橋采佳 (Tb)、
堂本雅樹 (BTb)、岡本健太 (Dr) 、佐久間優子 (Pf) 、
岸徹至 (B)、三塚知貴 (MC,Tb)
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キタラ
27日17:30

 浜松スイングバンド

1963年（昭和 38年）にジャズ愛好者たちで結成、今年で 57年目を迎えます。メン
バーもそれぞれに歳を重ね、還暦を過ぎたものも多くなりましたが、老若和気あ
いあいの中で活動を続け、今も数名その当時のメンバーが活動しています。本日
も皆さんと一緒にジャズ音楽を楽しみたいと思います♪

高橋妙（Vo）、吉田治郎七（G）、杉原貫司（Pf）、高柳史江（B）、内藤英彦（Dr）、堀内秀晃（Per）、
井上哲夫、渭原康温（As）、森部和則（Ts）、稲葉運磨（B）、木下元邦、渡辺賢二、太田初男、
稲葉洋史（Tp）、橋本高明、内山俊宏、松下泉、田辺晴康（Tb）

キタラ
27日17:00

 Vanguard 
 Jazz Workshop

只今、メンバー募集中です。西区和地協働センターで、毎週日曜日夜練習をして
います。楽器経験者、未経験者は問いません。楽器にちょっとでも興味があったら、
まずは見学に来てみてください。きっと楽しい仲間が出来ると思います。今回は、
ラテンからバラードまでお聴きいただきたいと練習をしています。お楽しみに！

髙木昭尚、渡辺元（G）、重松京一郎（Pf）、高橋剛一（B）、砥山博行（Dr）、大森秀也、松岡弘起（As）、
松原吉勝、久下希（Ts）、山本直弘、水口現、大野智代次、辻村雅文（Tp）、石塚幸子、児玉正児、
鈴木麗子、松本成弘、和田啓（Tb）

キタラ
27日14:00

 The Forest Gump
 Jazz Workers
2011年春に静岡大学の有志により結成し、静岡市を拠点に年 1～ 2回のライブや
イベント出演などを中心に活動中。ジャズに限らず、ラテン、ファンク、フュージョ
ン、ロックなど、様々なジャンルの音楽をビッグバンドスタイルで演奏していま
す。結成９年目となり、さらに磨きをかけたガンプの演奏に乞うご期待！メンバー
出演演奏依頼随時承り中→ http://fgjw.s1.adexd.net/

森俊介（As）、池田有花（As）、那須野隼（Ts）、牧田栞（Ts）、野邊眞仁（Bs）、児玉恵一（Tp）、岩崎
拓音（Tp）、木村紘充（Tp）、大野裕矢（Tp）、池ヶ谷有里子（Tb）、杉山佑季（Tb）、池上仁那（Tb）、
深山あかね（Tb）、藤井真由（Tb）、大橋悠也（G）、石田遥祐（Pf）、宮川頌子（B）、袴田晋作（Dr）

キタラ
27日12:30	

 浜松リハーサル･
ジャズ･オーケストラ

「音楽を一生の友に」をキャッチフレーズに 1980年結成、浜松市内に勤務する社
会人が中心になり活動するビッグバンドです。楽器の都浜松ならではの楽器作り
の職人が多く在籍していますが、この職人技が演奏に役立つかは……!?

佐藤久 (As)、廣瀬健次 (As)、柄澤夏織 (As)、久保勉 (Ts)、村口恵三 (Ts)、袴田英夫 (Bs)、   
北村和彦 (Tp)、安積正昭 (Tp)、伊藤猛 (Tp)、菊島広大 (Tp)、坂田裕之 (Tp)、鈴木直人 (Tb)、
小栗成哲 (Tb)、奥村耕平 (Tb)、金剛明彦 (Tb)、谷口順哉 (G)、西原徹 (Pf)、中西久雄 (B)、
川嶋隆宏 (Dr)、山村光義 (Conductor)

キタラ
27日13:30

 Cuba 
 Libre Labo

こんにちは！東京からやってまいりました、ラテンビッグバンド Cuba Libre labo
(キューバリブレラボ )です。野外のイベントを中心に出演しています！多くの方々
に私たちの演奏を聴いてもらい、笑顔になってもらえるような演奏をします！一
緒にラテンを楽しみましょう♪

中山雄一朗 (As)、小橋知季 (As)、照井浩貴 (Ts)、紙上雅彦 (Ts)、武田一晃 (Bs)、北澤慶樹 (Tp)、
遠藤仁美 (Tp)、中嶋洋子 (Tp)、西村啓佐 (Tp)、森田絵美 (Tb)、原田樹里 (Tb)、濱田伸吾 (Tb)、
小松章彦 (Tb)、武藤敬宏 (Conga)、山口美涼 (Timb)、西村善哉 (Pf)、
吉田有希 (B)、加藤健太 (Dr)

キタラ
27日14:30

 BigBoss
 Soundmarket

今年もウナギを食べに来てしまいました！ 天竜出身、超適当な岡田率いるゆかい
な仲間たちです。

三浦重輝（As)、児玉ちよみ（As）、岡田崇（Ts)、佐藤雅美（Ts)、増田圭吾（Bs)、岩本ひろゆき (Tp)、
渡研二 (Tp)、外山博 (Tp)、加賀見友里（Tb)、星佳徳（Tb)、溝口芳郎（Tb)、三田寺良宗（Tb)、
増子貴之（G)、紺頼研哉（B)、吉原秀一（Dr)、宮路由紀（Pf)

キタラ
27日15:30

 ジャズ・リバース・
 オーケストラ

1970年結成。延べ 200名以上のアマチュアジャズミュージシャンが在籍した浜松
ジャズの登竜門（？）。現在は 21世紀間近生まれから還暦近くまで幅広い年齢層、ク
ラシックからコンテンポラリー・ポップス・演歌まで幅広いカテゴリーで楽しくやっ
ています。新メンバー随時募集中、特にトロンボーン欠員多数のため大歓迎です。

小嶌裕之、松原 凡代、岡本真依 (As)、鶴田翔平、岡崎由奈 (Ts)、大熊康彦 (Bs)、木村太一、
土崎浩幸、大庭 康生、松井克宜、関根聡 (Tp)、原武 (Tb)、遠藤幸夫 (Pf)、清水啓司 (G)、
溝尻真也 (B)、内田悠希 (Dr)

キタラ
27日16:00

 Swing Park 
 Jazz Orchestra

会社の有志を中心に結成され、会社の移転などもありながらも今日まで活動して
まいりました。主に会社に関わる行事等に参加してまいりました。近年は演奏の
機会が減っておりますが、常日頃から定期的に練習を重ね、皆様の前で演奏した
いと思います。

萩原育子 (Vo)、上代晃三 (G)、岡留美 (Pf)、小西大輔 (B)、河合武人 (Dr)、村口恵三 (As)、
村田清志 (As)、国井健太 (Ts)、権田みほ (Ts)、古谷悠伴 (Bs)、安積正昭 (Tp)、澤村宏 (Tp)、
篠田圭輔 (Tp)、早澤妙子 (Tp)、近藤隆弘 (Tb)

キタラ
27日15:00

 Sexy Dynamite 
 Jazz Orchestra

SDJOは、メンバーの大半が女性で編成される社会人ビッグバンドです。
セクシーでダイナミックなサウンド創りをコンセプトとし、オリジナルアレンジ
を中心に「魅せるビッグバンド」を目指し、さまざまなイベント参加やコンサート
など、年間を通して活動しています。

藤井輝記、坂手亜矢、遠藤仁美、岡真菜美 (Tp)、高野裕嘉、宮島司、金井知子、小西葉子 ( Tb)、
松本貴美子、牧松美 (As)、北川紀子、藤井真紀、石田由美子 (Ts)、石戸恵子 (Bs)、大越知子 (Pf)、
高山海人 (B)、長谷川純平 (Dr)

キタラ
27日16:30

 Sound Manipulator 
 Jazz Project

「調和、即興、共感」。浜松ストリートジャズフェスティバルをターゲットに毎年6月から
10月にかけて活動しています。結成 21年目、緩急織り交ぜた選曲をお楽しみください。

曽根康信 (As)、岡崎雅 (As)、鷲見仁 (Ts)、牧田栞 (Ts)、西垣直人 (Bs)、澤村徳人 (Tp)、
安藤晋介 (Tp)、 齋藤宣行 (Tp)、馬渕祐一 (Tp)、冨板裕 (Tb)、堀内慎高 (Tb)、井村紘子 (Tb)、
中島信幸 (Tb)、藤田秀基 (Pf)、亀山吉朗 (B)、若杉佳功 (Dr)、影山恵子 (Per)

ソラモ
27日11:00

 月刊MAVERICK

浜松市周辺で活動するフロント Sax、
Tbに、リズム Pf、B、Drのクインテッ
トです。主にイベント等でスタンダー
ド Jazzを中心に昭和歌謡、FUNK、
FUSION等、幅広いジャンルで演奏をしています。聞いてくださる皆さんに楽し
んでもらえるような選曲、演奏を目指し、月 1回 LIVEを目標に活動しています。
Facebookページ 『月刊 Maverick』 へいいね！で応援よろしくお願いします。

大杉幸生（Ss,As）、田中卓也（Tb)、榎本美恵（Kb）、増井健司（B）、大村唯海（Dr）

ソラモ
27日13:00

 まつもと庵

静岡市で人気のまつもと庵はギターの松本率いるジャズユニット。今回で 3度目
の参加になります。定期的なライブやイベントに呼ばれ演奏しています。ジャ
ズが好きな方はもちろん、初めての方にも楽しんでいただける演奏を翠瑶の透
き通った歌声にのせてお届けします。※詳しくは『まつもと庵』で検索。

松本展岳（G）、翠瑶（Vo）、長谷川淳一（B）、細井雅晃（Dr）

ソラモ
27日12:00

 シェルフィッシュ
 ドリフト

かれこれ平成、令和、とハママツ・ジャズ・ウィークに参加させていただけ嬉しく
思います。福原メンバーが某都会からの参戦ゆえ、当日本番？って事になるのか
もしれません。昭和生まれの人生経験を生かしてそこは何とかやってみたいと思
います。宜しくどうぞ。

松原博恵 (Vo)、福原大毅 (G)、山中正 (B)、星合厚 (Dr)

ソラモ
27日11:30

 Nagoya Institute of 
 Jazzology

名古屋で大学時代から切磋琢磨を続けてきた 5人が、2017年に結成。それぞれが
異なるバックグラウンドで活躍してきたメンバーで、アコースティックジャズの
可能性を真摯に追求し、アフロキューバンからメンバーオリジナル曲まで、幅広
く演奏します。若手実力派メンバー 5人の、熱くパワフルなサウンドを聴き逃すな !!

加藤義登（Tp）、吉澤裕子（As）、中川翔太（Pf）、寺島諒（B）、森屋翔（Dr）

ソラモ
27日12:30

 The Midgets
 （ザ・ミジェッツ）

藤枝市を中心に活動するジャズコンボです。「Street Jazz Festival」には、ほぼ毎
年出演させてもらってます。今年は Tpの１ホーンカルテットで参加します。スタ
ンダードの名曲をカッコよく演奏したいと思っています。

小林健（Tp）、佐野尚志（Pf）、長谷川淳一（B）、杉山政夫（Dr）

キタラ
27日11:30	
⓴  静岡大学
 Jazz Phenomena
静岡大学浜松キャンパスで活動する浜松唯一の学生ビッグバンドジャズサークルです。大学から楽
器、音楽を始めたメンバーも多く所属する団体で、メンバーのほとんどが大学からジャズをはじめ、
日々練習に取り組んでいます。スタンダードのナンバーから現代の曲まで幅広いジャンルの曲に取り
組んでおり、各種コンテストにも挑戦しています。学生ならではのフレッシュな演奏をお届けします。

隼瀬真衣(B)、市川裕也(Dr)、沓澤伶昌(As)、吉永崇仁(As)、菅野美月(Ts)、須崎光祐(Bs)、中野蒼人(Tp)、西川
雄登(Tp)、富田幸歩(Tb)、和田颯太郎(Pf)、石原康聖(B)、酒井優輔(Dr)、庄司橘平(As)、福満早紀(As)、笠木
亮汰(Ts)、亀島貴郁(Tp)、塚越史香(Tp)、酒井翔伎(Tb)、長谷川大輔(Tb)、長谷川拓巳(G)、田村素野果(Pf)、
山川望(Pf)、久保田春輝(B)、近藤滉平(Dr)、表梨花子(Dr)、澤野龍生(As)、石原颯人(As) 、山口裕大(Ts)、
翁長駿光(Bs)、河合拓音(Tp)、田中駿一(Tp)、濱田悠太(Tp)、森谷真夕(Tp)、間宮陽希(Tb)、久米夏穂(Tb)

キタラ
27日12:00

 Fountain Girls
Fountain Girlsは、浜松市内の小学生バン
ドFountain KidsのOG中学生が中心となっ
て結成されたバンドです。中学校で吹奏楽
部に所属しているメンバーも多いのですが、
小学生のときに自由なスタイルで金管バン
ドの演奏を楽しんだ時間が忘れられなく
て・・・、卒業後も、定期的に集まってバンド活動を楽しんでいます。小学生と中学
生が一緒になって、バンド活動を楽しむ様子を御覧いただけたらなと思います。

和田優月 (Dr)、児玉綾萌 (Fhr)、梅津寧々 (Fhr)、木村夏姫 (Tp)、小島紗空 (Tp)、大石紗良 (Tp)、
岡本莉央 (Tp)、松本和花 (Tp)、山下美菜 (Cor)、小島誓空 (Cor)、梅津璃々 (Cor)、岡本くるみ (Cor)、
土屋璃乃 (Tb)、三尾尚香 (Tb)、和田翼咲 (Tb)、三尾文乃 (Tb)

アクトシティ浜松サンクンプラザ
27日12:00
⓲	Baby blue eyes

浜松ジャズボーカル倶楽部から誕生した、
女性 3人のジャズコーラスグループです。
今年もハママツ・ジャズ・ウィークのステー
ジで、ご披露する機会を持つことができま
した。すてきなジャズコーラスのハーモ
ニーをお楽しみ下さい。

ケイト、シンディ、スージー（Vo）、山内健太（Pf）、松井千秋（B）、武田大（Dr）

アクトシティ浜松サンクンプラザ
27日13:00
⓳	浜松ジャズボーカル倶楽部
 PartⅢ

浜松市東部協働センターで毎月第２第３水曜日の午前中に活動しています。原田
実先生、三輪まゆみ先生を講師に招いて、ジャズの基礎からアレンジまでを楽し
く学ぶ仲間です。スタンダード、ラテン、ボサノバ ･･･それぞれの個性あふれるパ
フォーマンスをお楽しみください。

アリサ、アンジェリーナ、ビビアン、ヒロくん、ホーリー、マリーン、リンダ、リンゴ（Vo）、
山内健太（Pf）、松井千秋（B）、武田大（Dr）

横濱ジャズプロムナード交流ステージキタラ
27日13:00

 Marble Jazz Orchestra
個性溢れるメンバーが集まった『変わり玉（＝マーブ
ル）の集まり』というのがバンド名の由来である
Marble Jazz Orchestraは、今年 11月に結成 15周年を迎える社会人ビッグバンドです。神奈
川県川崎市を本拠地として活動し、すみだストリートジャズフェスティバル、池袋ジャズフェ
スティバル、横浜 Jazz Promenade、旭ジャズまつりなど各地のジャズフェスティバルにも数
多く参加。2016年には仙台・定禅寺 Street Jazz Festival、2018年には斑尾 JAZZに初遠征す
るなど、活動の場をさらに広げています。また、秋には合宿を行い、年末には一年の集大成
としてワンマンライブを開催しています。バンドスタイルはオールジャンルをカバー。明るく、
楽しい、大人のサウンドをお届けします。公式サイト http://yuri-ds.sakura.ne.jp/mjo/
谷口裕望 (As)、鈴木結衣 (As)、土井美穂 (As)、鍋田宗孝 (Ts,As）、井上滋（Ts)、中原孝宜（Tb)、
田原信幸（Tb)、安藤福光（Tb)、清水崇弘（BTb)、安藤拓也（Tp)、岸浪裕史（Tp)、駒野由樹（Tp)、
管家千誠 (B)、河野恵美 (Pf)、徳丸太一 (Dr)
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ソラモ
27日16:00

 Lily Jeux

Lily Jeux(リリージュ )です。一度は聴いたことのある名曲をオシャレにカッコ良
く。誰でも楽しめる親しみやすいポップな JAZZを演奏します。メンバー構成は
ライヴの企画によって変動しますが、今回は昨年の Street Jazz Festivalに引き続
きエレクトリック・セットでスパイシーにお送りします。

YURiKO(Tp)、山麓園太郎（G)、森元大樹（B)、神谷“親方”順三（Dr)

ステージOne
27日12:00

 ライクアチワワ

ステージOne
27日12:30

 3Guys＋Uncle Johnny

ギターと歌のセーイチローと、ウクレ
レと歌の阿部ゆりか　二人組ユニット。
ロックンロール大好きなセーイチローと、癒し系のんびり歌うたいの阿部ゆりか
が、不思議と息ピッタリの小さな奇跡☆ ほんわかしつつも哀愁のあるオリジナル
曲や、昭和 60年～ 70年代ごろの曲（はっぴいえんど、細野晴臣、井上陽水、高田
渡等）のカバーを演奏します。名古屋を中心に活動中！

セーイチロー（Vo,G）、阿部ゆりか（Vo,ウクレレ）

柿沼翔太、新井涼司、君塚晃一という３人のヤン
グガイと、悶絶の父、ジョニー高橋が共演！スタ
ンダード一発勝負！

ジョニー高橋（Ts)、新井涼司（Pf)、
柿沼翔太（B)、君塚晃一（Dr)

ステージOne
27日14:00

 中井川 知由

リズムマシンやループマシンや 8弦ベースを駆使してポップス、クラシック、歌
謡曲など様々なジャンルをベースインストにアレンジし奏でる独自のスタイルを
確立。博多界隈を中心に活動し、サポートミュージシャンとしての共演も多数。

中井川知由（B）

ステージOne
27日16:30

 .org/jazz

ボーカル＋オルガン＋ドラムというシンプルな構成で、
スタンダードジャズを中心にジャズボーカルナンバーをお届けします。

いづみ (Vo)、奥山福太郎 (Org)、堀算晃 (Dr)

スタンダードナンバーをちょっとアレ
ンジしグルーブな JAZZをお届けしま
す。Contemporary から standard ナ
ンバーまで幅広い JAZZをお届けしま
す。最近では、アゴーギク（独 :Agogik） な表現を目指しており、より自由に展
開できる遊び心いっぱいのサウンドを目指しています。

鈴木章史（G）、大橋聖（Pf）、西脇良典（B）、神谷順三（Dr）、小澤千賀司（Per）

ソラモ
27日16:30

 オニカオス＠JAZZ

ステージOne
27日13:30

 ゴンザレス66
（シックスティーシックス）

2018年 9月に豊橋で結成した、若いバンドです。JAZZはもちろん、あらゆるジャ
ンルの音楽を強く激しく荒い音で、聴く人の心に刺さる音作りをモットーに活動
中です。心は HOTに頭は COOLに、浜松の人達を元気にする音楽をやります。

ゴンザレス∞（Vo,Pf）、ゴンザレス JA（Vo,B）、ゴンザレス HK（Vo,G）、ゴンザレス TP（Vo,G)、
ゴンザレス 22（Vo,Syn）、ゴンザレス V3（Dr）

ステージOne
27日15:00

 60KARAT
（シックスティカラット）

バンマスが浜松に居を移したことを機に活動拠点を東京→浜松に広げようとして
いる、ギターとボーカルのみの同級生デュオです。音楽の都、浜松での演奏を楽
しみたいと思います。

徳冨良（G）、KAZZ（G,Vo）

ステージOne
27日15:30

 GDD
（guitar and drums duo）

GDD(guitar and drums duo)は、ジャ
ズ・ムーブメント「Western Shizuoka 
Jazz Network」のスタジオセッションから誕生したデュオ・プロジェクト。ギター
とドラムスという編成ながら、自由な発想で、ジャズのスタンダード・ナンバー
を料理します。
https://sites.google.com/view/western-shizuoka-jazz-network/

どくとる山本 (Vo,G)、Miyamo(Dr)

ステージOne
27日16:00

 geeque-heads

2018年に浜松、東京のメンバーを中心に結成されたギターカルテットです。ギター
エフェクトやボコーダーを生かしオリジナル曲やカバー曲をメンバーで新しくア
レンジして演奏しています。音にリズムにコード進行にこだわりとひねりを詰め
込んだギーク・サウンドを是非一度お楽しみください。

福原大毅 (G)、渡邉大地 (Pf)、高野英樹 (B)、滑川博生 (Dr)

かじまちヤマハホール
27日12:00

 武田隆子クインテット
 ＆シータθ

2010年 12月より始動。このバンドの為にアレ
ンジされた曲は 80曲を超え、現在も引き続き
漸進中。県内にとどまらず幅広く活躍している
プレイヤー達が武田隆子のアレンジ曲を彩り、幾つもの “音色の風景”（otoiro no 
huukei)を創り出します。昨年のハママツ・ジャズ・ウィークで大変好評いただい
た素晴らしいシンガー…磐田の歌姫「シータθ」を迎えてのスペシャルライブです !

シータθ (Vo)、小野澤直行 (As)、影山ヨシノブ (Ts)、吉田昭嗣 (B)、日内地貴則 (Dr)、武田隆子 (Pf)

かじまちヤマハホール
27日11:30

 INNER URGE

2017年、セッションで気が合い発足。以降スタンダードから最近の曲まで幅広く、
浜松市内に限らずライブを行い徐々に経験を重ねてきました。今回でハママツ・
ジャズ・ウィーク出演は 3度目になります。まだまだ青い演奏ですが、その分熱量
を乗せて演奏しますので、楽しんでいただければと思います。

新井涼司 (Pf)、柿沼翔太 (B)、君塚晃一 (Dr)

かじまちヤマハホール
27日12:30

 GG4＋1
スタンダードジャズナンバーを中心に
演奏しています。ジャズ同好会という
アマチュア活動の流れで、6年前に仙
台定禅寺ストリートジャズフェスティ
バル参加のためできた全員 60歳前後というバンドです。溌剌としたシニアーとし
て元気を発信し続けながら、東京サテンドールでのライブなど赤坂周辺を中心に
活動しています。バンド名は成熟した女性をイメージする Gで始まる諸々英単語
にボーカル含めた 4女性と +1として黒 1点トランペット編成です。

豊島道子（Pf)、鈴木浩子（Dr)、嶋口京子（B)、斎藤俊哉（Tp)、横澤きょうこ（Vo)

かじまちヤマハホール
27日13:00

 阿部裕康カルテット

浜松のビッグバンド “ブルーノーツ ” で出会ったメ
ンバーで活動しています。日々、地道に、ストイッ
クに、スウィングを追求しながら、ジャズの王道ハー
ドバップをベースにコンテンポラリーなサウンドを
目指しています。

阿部裕康（Ts）、小関信也（Pf）、奥村貴宏（B）、
日内地貴則（Dr）

ステージOne
27日13:00

  トリオウズシオ 
  with  戸松研人

若手サラリーマンズ、絶賛 Jazzの勉強中。
「演奏してみたい！」と思った曲は何でも
練習してきたトリオウズシオですが、今
回はその中から特に気に入っている曲達を、都内で活動中のピアニスト（大学の
後輩）をお招きして（呼び出して）演奏予定です。今できる全力を出し切ります！   
P.S.メンバーの 1人が徳島県出身なのでトリオウズシオです。

鶴田翔平（Ts）、宮野栞里（B）、内田悠希（Dr）、戸松研人（Pf）

ソラモ
27日15:00

 チーム桜々

チーム桜々はフルートをフロントとし
た、ジャズ・ボサノバ・ラテンを演奏す
るインストバンドです。結成１４年目
を迎えます。メンバーは女性中心ですが、黒一点のリーダーはお寺の住職さんです。
フルートの安藤真理子は豪華客船「飛鳥Ⅱ」で、メインショーを何度も務めていま
す。リーダーのお寺では、年２回ほど「お寺ライブ＆セッション」を行っております。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

安藤真理子（Fl)、酒井章英（G)、八重樫典子（Pf）、酒井幸子（Dr)、松島英子（B）

ソラモ
27日14:30

 Jazzaholic 12

昨年に続き、出場します !また名古屋
（とその近郊）からやって参りました
アラサー軍団、Jazzaholic12です ! 今年も Lowland Jazzの素晴らしい曲たちを演
奏します。どうぞお楽しみに !! 
Twitter→ @Jazzaholic2525

佐藤稀絵、入澤舞（As）、津田一輝（Ts）、山盛準紀（Bs）、平野直哉（Tp）、二宮理紗子（Pf）、
加藤雅裕（G）、白岩晴香、津田一輝（B）、石黒力（Dr）

ソラモ
27日14:00

 Mayumi＆three jazz diva

「NHKカルチャー浜松教室」や「浜松ジャズボーカ
ル倶楽部」の講師である三輪まゆみと、教室や倶楽
部のメンバーをフィーチャーしたステージです。ラ
イブ活動の経験は少ないものの、熱いジャズへの
想いを秘め、ジャズボーカルの研鑽に励
んでいます。親しみやすいスタンダード
ジャズやボサノバをお楽しみください。

三輪まゆみ、マコ、シェリー、メイ（Vo）、
澄田聖子 (Pf)、松井千秋（B)、原田実（Dr）

ソラモ
27日15:30

 Soul Eyes
 （ソウル    アイズ）
愛知県刈谷市から来ました、SoulEyes
です！構成員は同じ会社に勤める普通
の会社員。ただし、人よりちょっと音楽好き。仕事の後は音楽で疲れを癒し、明
日への活力を補充します！スタンダードジャズからポップスまで、演りたい音楽
を奏りたいように楽しんで、愛知県内で鋭意活動中です！本日は日常から少し離
れてみなさんと一緒に音楽を楽しめたらと思います！

川嶋恭子 (Vo)、嶋崎良子 (Vo)、新藤幸 (Vo)、藤田秀基 (Pf)、亀山吉朗 (B)、森晴哉 (Dr)、
藤田侑二 (Dr)、難波浩一 (As)、半田晶寛 (As)、下野信一 (Ts)、牧野利行 (Tp)

ソラモ
27日13:30

 Tears of Pop

私たちはサックスとギターのデュオです。各地のジャズフェスティバルで演奏さ
せていただいてます。浜松は初めてです。楽しんでいただけるように頑張ります！
応援よろしくお願いいたします。

Chie（Ts）、林圭一（G)
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かじまちヤマハホール
27日17:00

 EllieKizz with HJW 
 special Dancers

プロバイオリニスト岡田恵里の情感あふれる音と、それに寄り添うピアノトリオの優し
く熱い音が生み出す多彩なサウンドが売りの EllieKizz。3回目の出演となる今年は、総
勢 9名のダンサーを加えた贅沢なステージを企画しました。世界中で活躍する SAEKO、
そして地元浜松のダンサー陣がステージを華やかに彩る、一期一会の LIVEです。
https://www.facebook.com/elliekizz

EllieKizz：岡田恵里 (Vln)、松原弘明 (Pf)、田邑元一 (B)、星合厚 (Dr)　Dancers：SAEKO（特
別ゲスト）、杉浦麻友美、鈴木涼子、Yocchi、Karuna、Yui、Shizuka、Kako、Sion

かじまちヤマハホール
27日17:30	

 JTQ （Junya Taniguchi 
Quartet） for JazzWeek

ギターピアノカルテットで、スタンダー
ドからオリジナルまで、コンテンポラ
リーな熱い Jazzをお届けします！

滑川博生（Dr）、稲垣薫（B）、新井涼司（Pf）、谷口順哉（G）

ザザシティ中央広場
27日16:30	

 青山ばんど

結成 30余年。唯一無二の「青ばん」が確立するその日まで、飽きず腐らずあきら
めず。独自のサウンドを追求してまいります。
http://aoyamaband.net/

矢野正道 (Kb)、錦織琢 (Flh)、永瀧周 (G)、遠山靖史 (Dr)、松下康男 (B)

ザザシティ中央広場
27日11:30

  トシちゃん
  ブラザーズ

浜松でフュージョンを演り続けて 33年。70/80年代のフュージョン曲を今もその
まま演奏しています。そして、女性 Vocal入りのジャジーな曲も。お楽しみくだ
さい！

山端利郎（G）、日下部智（As）、日高あさ子（Vo）、吉村和樹（Kb）、森永雅純（B）、藤岡俊治（Dr）

ザザシティ中央広場
27日15:00	

 Vega

結成 25年、CASIOPEAのカバーをゆる～くマイペースで続けています。

平山和孝 (G)、杉田敏員 (B)、杉田祐子 (Kb)、野村浩司 (Dr)

ザザシティ中央広場
27日16:00	

 The Moody 
 （K）nights

結成 17年、第六期に入り円熟味を増した我ら The Moody (K)nightsが秋の空に
放つ、Sound、Rhythm、Melody 三拍子揃ったご機嫌な Original Musicを是非
お聴き下さい !
Facebook page:  
https://www.facebook.com/themoodyknights/

Jose Alberto Tamura (Ts)、Hide Ishikawa (G)、Petit Sakamoto (Organ)、
Mike Hama (B)、Datetch (Dr)

ザザシティ中央広場
27日11:00

 RODY

2011年結成、Jazzyなテイストのファンク R&B4人組です。毎年、観戦する側だっ
たハママツ・ジャズ・ウィーク「Street Jazz Festival」昨年、夢の初出演を果たし、
今年もチャレンジします。楽しく、質の高いパフォーマンスをお届けします♪

おしょう（Vo）、ひゃー（G）、ポン熊（B）、516（Dr）

ザザシティ中央広場
27日13:30

 POZZ
昨年のハママツ・ジャズ・ウィークでデビュー
した POZZです。会社内の FUSION JAZZ好
きが集まって結団したバンドです。社内なも
ので業務命令で仕方なしにやってる人もいる
かも（笑）ポップなジャズってことで、70-80
年の FUSION JAZZ、スティービー・ワンダー
とかスティーリー・ダンとか、カバーなんだ
かコピーなんだか、やってる方もよく分かりません（笑）。まだ２回目の出演ですが、
よろしくお願いします。

国本利文（Pf)、熊澤卓次（B）、川嶋隆宏（Dr）、並河成靖（Ts）、伊藤真一（G）、国本由美子（Kb）

ザザシティ中央広場
27日12:30

 PINK 
 FLAMINGOS

黒人音楽をただ聴くだけよりも、自ら
も演奏してみた方がさらに理解できる
はずだ…というような基本思想のもと結成されたバンドで、普段は主に 70年代以
前の R&B、BLUESなどをカバーしています。今日は JAZZYな曲をまじえてお送
りします !　http://pinkflamingos.g2.xrea.com/

KOMI-SAN(Vo,Tb)、中塩喜三二 (G)、高橋信広 (Dr)、Hoppy小柳津 (Tp)、Tocky植平 (Ts)、
K-Shirou(Tb)、naomi(B) 、※はなえ (Kb）=休業中

ザザシティ中央広場
27日14:00

 Groovin' High

結成して25年くらいになるジャズファンクバンドです。ファンキーでグルーヴィー
なノリの良い演奏をお届けします。ゴージャスなボーカル陣、炸裂するホーンセ
クション、キレの良いリズム隊をご堪能ください !

和田理恵（Vo）、内村和子（Vo）、末永愛（Vo）、石田絵美（Vo）、福士直仁（G）、足立義久（Kb）、
宮平政勝（B）、平鍋芳彰（Dr）、森藤慎司（Per）、伊藤裕之（Ts）、篠田亮（Tp）、森口昌基（Tb）

ザザシティ中央広場
27日12:00

 EVE at

ADAM atという浜松発ピアノインストバンドのコピーをします。全員同じ会社に
勤めるメンバーで、Street Jazz Festivalに初めておじゃまします。ラテン、スカ、
ダンスなどさまざまなジャンルの要素を取り入れた曲を演奏します。踊ってくだ
さい！そして、「うちとれ」と叫んでください！

堀口理菜（Pf）、田畑亮（G）、長島凛太郎（G）、伊藤義久（B）、平岡祥（Dr）

ザザシティ中央広場
27日14:30	

 D-Cube
 （ディー･キューブ）
トヨタとヤマハ発動機の現役デザイ
ナーによる合体フュージョンバンド、
D-Cube。結成 9年目で、三河、名古屋、
中部地区を中心に活動。セントレア空港音楽祭、岡崎ジャズストリートなどにも
出演している。老若男女誰もが元気になる音楽をモットーに、いろいろなジャン
ルの曲を独自のフュージョンスタイルで演奏する。T-square の曲をよくテイク
するが、近年オリジナル曲に注力しており、今回も一部披露する。

長屋明浩 (As,EWI,Horns)、　福田俊介 (B)、 戸田篤史 (G)、 内山和也 (Dr)、 小金丸朗生 (Kb)

ザザシティ中央広場
27日13:00

 La Sonora Sumpuna 
 （ラ    ソノーラ    スンプーニャ）

メンバーは南米ホンジュラス、コロンビア、ボリビア、そしてジャパニーズと国
際色豊かな静岡唯一の本格サルサバンド。今回、ハママツ・ジャズ・ウィーク参加
をきっかけに西部進出計画中！！リズムを聴いて体がうずうずしたら、、、一緒に
踊りましょうー♪

Felix Guevara, Roman David（Vo）、飯田治行（As,Fl）、竹内茂、木村紘充（Tp）、河野豊、
河野裕介（Tb）、高木修二、加納勇一、Hirosi Doque（Per）、香川真理子（Pf）、清水武朋（B）

ザザシティ中央広場
27日15:30	

 豊田家
高校１・２年生姉妹 “ 豊田家 ” です。日本人の
母とチャド人の父の間に生まれ、家族の愛情を
受けまっすぐに育ちました。小学生の頃からボー
カルレッスンを受け、毎年参加する東京での “ ヤ
ングアメリカンズ ” でも４年連続ソロを歌って
います。今日は、R&B、ソウル、ジャズをパワ
フルにソウルフルに歌います。姉妹ならではの
“ ハモリ ” もぜひお楽しみください。

豊田亜美奈、豊田礼羅 (Vo)、坂本崇 (Pf)、
リチャード・アンダーソン（B）、片山加央里 (Dr)

かじまちヤマハホール
27日14:30

 I.S.O.P.

2015年に静岡県西部～中部のメンバー
で結成。浜松を中心に活動しつつ、県
外にも進出する機会を狙っている。また、各自のオリジナル曲やオリジナルアレ
ンジにも定評がある。昨年に引き続き今年も、某プロデューサーの発案により「ジャ
ズの曲でファンタジックな世界観の演出」を目指します。楽曲だけでなく、衣装
にも注目してください。

松本真智子 (Tp)、堀川彰仁 (As)、渡邉大地 (Pf)、磯谷祐介 (B)、平岡はるか (Dr)

5歳の時、フィリピンの新人コンテストの
チャンピオンに選ばれ、８歳でプロシンガー
としてデビュー。2011年グランプリ歌大会
イン静岡（プロ＆ノンプロ）。2015年世界大
会ジャズボーカル、ファイナリスト。

マリア・ロウルデス（Vo)、小野卓（Ts)、大橋聖（Pf)、新コージ（B）、佐野裕幸 (Dr)

かじまちヤマハホール
27日15:00

 JML Jazz Band

かじまちヤマハホール
27日15:30

 ジャズ・イーストパレス

静大ジャズフェノメナの OB4人がリハーサ
ルバンドとして結成したカルテット。全員平
成生まれの 20代。今回が初ライブ。若さ溢
れるエネルギッシュで情熱的な熱いジャズは
目指さず、無理せず楽しめてフツーに聴ける
ジャズを目指して活動中。

神原郁人（As）、石田遥祐（Pf）、笠井雄真（B）、下川亮介（Dr）

かじまちヤマハホール
27日14:00

 関西代表

関西を中心に活動する若手ミュージシャンによる
ギターカルテット。全国各地から集まった４人が、
関西の地で出会い意気投合。昨年のハママツ・ジャ
ズ・ウィークへの出演に向けバンドを結成。今回
は２回目のハママツ・ジャズ・ウィーク出演とな
ります。昨年同様．．．昨年以上の旋風を巻き起こ
しに、関西から浜松へ再び乗り込みます !!!

大川拓人 (G)、大黒貴弓 (Pf)、笠井雄真 (B)、内田行紀 (Dr)

「横濱ジャズプロムナード 2016」出場を機に結成。YOKOHAMA本牧ジャ
ズ祭アマチュアバンドフェス vol.7にて優勝。軽やかで小回りの利くクラリ
ネットを前面に出した賑やかなバンド。高速なフレーズのビバップ、エキゾ
チックな雰囲気のタンゴなどが得意。都内や横浜を中心にライヴ活動を意欲
的に行っている。https://pleasebejazzy.wixsite.com/pleasebejazzy

水上優夏（Cl）、市田紳人（G）、乾将志（Pf）、鴇田博紀（B）、鈴木洋平（Dr）

かじまちヤマハホール
27日16:30

 ChattingEdge

横濱ジャズプロムナード交流ステージかじまちヤマハホール
27日13:30

 Tiny Tail

コンテンポラリージャスをデュオで演奏するユニットです。浜松 Rag Dollでライ
ブを重ね、独自の世界ができてきました。今年も｢デュオならではの、二人の音の
会話、空間、間｣ をお楽しみください。

松本真智子（Flh）、原田和利（G）



7.27SAT チケット販売開始
※出演者はやむをえない都合により変更になる
　場合がありますので、あらかじめご了承ください

問い合わせ ハママツ・ジャズ・ウィーク事務局
TEL 053-460-3325 平日 月-金 10:00-17:00

最新・詳細情報はこちらへ
http: //hamamatsujazzweek.com/

スチューデント ジャズ  フェスティバル
10.19 SAT

親子で楽しむジャズコンサート
10.20SUN

ストリート ジャズ フェスティバル
10.20 SUN  / 26 SAT  / 27 SUN 

～ジャズで楽しむアニメ+αの世界～

10.21MON
Jazzy Night! ヤマハ ミュージアム コンサート

～ジャズを味わう午後のひととき～

10.22TUE

第2弾：
JAZZライヴ

ビル・エヴァンス生誕90周年記念 2Days 特別企画
～ビル・エヴァンスとマイルス・デイヴィスの対話～

第1弾：
JAZZトーク

10.24 THU 10.25 FRI

ネクストジェネレーション ジャズステージ
10.26 SAT

ケニー・バロン ジャズピアノ公開ワークショップ
10.26SAT 街のジャズクラブ

10.19  SAT -27 SUN 

Kenny Barron TrioKen
Part 1 

Part 2 

ケニー・バロン（Pf）　北川 潔（B）　ジョナサン・ブレイク（Dr）　

Part 3 BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR
JAZZ ORCHESTRA
directed by  Eric Miyashiro

平原綾香 featuring 平原まこと
平原綾香 (Vo)
平原まこと(Sax)
扇谷研人 (Pf)
伊藤ハルトシ (G)
岡田治郎 (B)
則竹裕之 (Dr)

会場：アクトシティ浜松・中ホール
開場：12:00　開演：12:30

会場：クリエート浜松・ホール
開場：13:30　開演：14:00

会場：The Theater（ザ・シアター）
開場：18:00　開演：19:00

会場：アクトシティ浜松 音楽工房ホール
開場：13:30　開演：14:00

会場：かじまちヤマハホール　開場：13:30　開演：14:00

会場：なゆた・浜北(広場)、浜松駅周辺

会場：浜松市内ジャズクラブ等

会場：イノベーションロード（ヤマハ企業ミュージアム）
開場：13:30　開演：14:00 

※ ハママツ・ジャズ・ウィーク連携企画 ： 10/23(水) ヤマハリゾート葛城北の丸

会場：かじまちヤマハホール
開場：18:30
開演：19:00

会場：かじまちヤマハホール
開場：18:30
開演：19:00

会場：アクトシティ浜松・大ホール　開場：12:00 開演：13:00　　　　　　併催：内田修ジャズコレクション

※表記の開場・開演時間は予定です。

スチューデント ジャズ  フェスティバル
10.19 SAT

親子で楽しむジャズコンサート
10.20SUN

～ジャズで楽しむアニメ+αの世界～

10.21MON
Jazzy Night!

第2弾：
JAZZライヴ

ビル・エヴァンス生誕90周年記念 2Days 特別企画
～ビル・エヴァンスとマイルス・デイヴィスの対話～

第1弾：
JAZZトーク

10.24 THU 10.25 FRI

ケニー・バロン ジャズピアノ公開ワークショップ
10.26SAT

会場：アクトシティ浜松・中ホール
開場：12:00　開演：12:30

会場：クリエート浜松・ホール
開場：13:30　開演：14:00

会場：The Theater（ザ・シアター）
開場：18:00　開演：19:00

会場：アクトシティ浜松 音楽工房ホール
開場：13:30　開演：14:00

街のジャズクラブ
10.19  SAT -27 SUN 

※ ハママツ・ジャズ・ウィーク連携企画 ： 10/23(水) ヤマハリゾート葛城北の丸

会場：かじまちヤマハホール
開場：18:30
開演：19:00

会場：かじまちヤマハホール
開場：18:30
開演：19:00

ストリート ジャズ フェスティバル
10.20 SUN  / 26 SAT  / 27 SUN 

ネクストジェネレーション ジャズステージ
10.26 SAT

会場：かじまちヤマハホール　開場：13:30　開演：14:00

会場：なゆた・浜北(広場)、浜松駅周辺

ケニー・バロン トリオケニ
Part 1 

Part 2 

ケニー・バロン（Pf）　北川 潔（B）　ジョナサン・ブレイク（Dr）　

Part 3 ブルーノート東京オールスター・
ジャズ・オーケストラ
directed by  エリック・ミヤシロ

平原綾香 featuring 平原まこと
平原綾香 (Vo)
平原まこと(Sax)
扇谷研人 (Pf)
伊藤ハルトシ (G)
岡田治郎 (B)
則竹裕之 (Dr)

会場：アクトシティ浜松・大ホール　開場：12:00 開演：13:00　　　　　　併催：内田修ジャズコレクション

問い合わせ ハママツ・ジャズ・ウィーク事務局

TEL 053-460-3325 平日 月-金 10:00-17:00

最新・詳細情報はこちらへ
http: //hamamatsujazzweek.com/

※出演者はやむをえない都合により変更になる
　場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表記の開場・開演時間は予定です。

会場：浜松市内ジャズクラブ等

10.22TUE 会場：イノベーションロード（ヤマハ企業ミュージアム）
開場：13:30　開演：14:00 

～ジャズを味わう午後のひととき～
ヤマハ ミュージアム コンサート

シネマイーラ連携企画

遠州地区唯一のミニシアター “シネマイーラ ”では、
ハママツ・ジャズ・ウィークと連携した企画上映をします。
映画の世界でジャズに触れるのもいかがでしょうか。

［料金］	一般：1,800円、シニア：1,100円、学生：1,000円、中学生以下：1,000円、会員：1,100円
	 障がい者：1,000円（お付き添いの方2名様まで同料金）

圧倒的な影響力と人気を誇るジャズ・ピアニスト	ビル・
エヴァンス。その出自、キャリアのスタートから人間模
様、死の間際までを8年にわたり追った、貴重な証言・映
像・写真の記録！その美しい音楽の源は？	その裏の悲
劇に満ちた人生の真実とは？

マイルス・デイヴィスからノラ・ジョーンズまで、80年
にわたりジャズをリードしつづける革新的レーベル
「ブルーノート・レコード」。その真実に迫る傑作ドキュ
メンタリー。

問い合わせ：シネマイーラ
TEL	053-489-5539

シネマイーラとは
遠州地区唯一のミニシアター “ シネマ
イーラ ” は 2008 年 12 月 5 日（金）「靖
国」と「百万円と苦虫女」でオープン
し、今年で 10 歳になりました。シネ
コンでは上映しないヨーロッパやアジ
ア映画。地味なドキュメンタリーやイ
ンディーズと言われる日本映画などを
主に年間 150 作品ほどコツコツと上
映してきました。音楽・美術・旅行な
どが好きな方々が多いので、ドンパチ
やホラーは敢えて上映しないコンセプ
トで作品選定をし、ミニシアターなら
ではの立ち位置で存在感を持てたらと
考えています。

（株）浜松市民映画館 シネマイーラ
館主　榎本雅之

『ビル・エヴァンス　
タイム・リメンバード』

上映期間：
10月26日（土）～11月１日（金）
16:40～18:10

『ブルーノート・レコード　
ジャズを超えて』	

上映期間：
10月19日（土）～25日（金）
19:25～20:45

10月26日（土）～11月１日（金）
15:05～16:35

×




