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●イベント会場 ●街のジャズクラブ15 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
 出演 全国選抜中・高校生ビッグバンド
 講評 守屋純子（Pf,Arr）、岡崎好朗（Tp）

15 SAT エレクトーンスペシャル JAZZライブ
	 会場 かじまちヤマハホール　開場 18:00　開演 18:30
 出演 倉沢大樹 (El)、AYAKI(El) 

16 SUN ファミリー JAZZコンサート
 ～ 君も素敵なミュージシャン！世界にはカッコいい音楽がいっぱい！～
	 会場 クリエート浜松・ホール　①開場 10:00 開演 10:30／②開場 13:30 開演 14:00  ［入替制］
 出演 福本純也ファミリー JAZZグループ

17 MON - 20 THU 出前ジャズコンサート
	 会場 浜松市内小・中学校（4校） 
 出演 Dear Blues 

17 MON ・ 19 WED 出前ジャズコンサート
	 会場 浜松市内有料老人ホーム（2施設）
 出演 浜松市及び近郊のミュージシャン

18 TUE ジャズと落語のスペシャルエンターテインメントショー
 ～ ジャズと日本の名曲の調べ＆春風亭昇太 落語 ～
	 会場 浜松市勤労会館 Uホール　開場 17:30  開演 18:30
 出演 ウィリアムス浩子（Vo） ほか、スペシャルゲスト 春風亭昇太（落語 ,Vo,Hca） 

20 THU JAZZトーク ～ 「ウォーターメロン・マン」誕生 60周年：
 ハービー・ハンコックの足跡を振り返る音の旅 ～
	 会場 トゥルネラパージュ　開場 18:30  開演 19:00
 講師 高木信哉（ジャズ評論家）

21 FRI RINA Trio スペシャルコンサート
 ～ ジャズとクラシックのクロスオーバーを探る  ～
	 会場 かじまちヤマハホール　開場 18:30  開演 19:00
 出演 RINA Trio 

22 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 静岡大学 Jazz Phenomena ほか 　講師：篠原正樹 (Tp) 

22 SAT / 23 SUN  ストリート ジャズ フェスティバル
 22日 開演 13:00　会場  キタラ、ソラモ
　　  23日 開演 11:00　会場  キタラ、ソラモ、ザザシティ浜松中央広場、かじまちヤマハホール、
   　　　　　　 ヤマハ浜松店 ステージ ONE、アクトシティ浜松サンクンプラザ

23 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 17:15（予定）

 Part 1　曽根麻央 “Brightness of the Lives” with スペシャル・ゲスト 馬場智章 

	 Part 2　サラ・オレイン
	 Part 3　原信夫とシャープス＆フラッツ
   ～巨匠に捧げるオマージュ  蘇る伝説のサウンド！～

15SAT-23SUN

ライブ配信あり
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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。「音楽のまち	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せください。10/15 SAT  ー  23 SUN

10/15 SAT
三河プリティ
ラ・セゾン雪月花
Start : 19:00
料金 : 無料 予約可

ディズニーソングや映画音楽をジャズにアレンジして、日本語も織り交ぜながらや
さしく歌い上げる 「うさぎ（Vo)」と、指弾きで多彩に奏でる「浅川（G）」のデュオ。
食事を楽しみながら優しい時間をお過ごしください。

うさぎ（Vo）、浅川信二（G）

バンジョー＆アコーディオン
ザザ中央館
はままつ楽市
Start : ①19:00 ②20:00
料金 : 無料 （但し飲食ご利用に限る）

全国でライブ、コンサートをはじめ、各地教育委員会や公共イベントなどで演奏。近
年では ”ラグビーワールドカップ 2019”豊田会場や、ジブリ展での演奏の他、大学の
ゲスト講師としても活動。今年 4月には 7枚目となる CD「Ruby Arms」を発売。海外
のラジオ番組で特集が組まれるなど、珍しい楽器の組み合わせが注目を集めている。

稲川友則（Banjo）、柴田貴子（Accordion）

Instance III
ZOOT HORN ROLLO
Start : 19:30
料金 :  前売 1,500円+drink
 当日 1,800円+drink 予約可

シンプルなスタンダード曲を演奏します。

八重樫典子（Pf）、中西久雄（B）、
山崎大介（Dr）

井上智・中村新太郎 Duo meets 
小澤由起子 
浜松JAZZを楽しむ会
Nagura Studio
Start : 14:00
料金 : 3,000円 （学生1,500円） 予約可

NYジャズシーンで 21年間活躍し 2010年帰国後、日本ジャズギター界を牽引し続
けている井上智、井上氏盟友・中村新太郎 (B)を迎えて、本場仕込みのジャズをご
堪能ください。第１部は浜松で日本語ジャズを歌うユニークな活動をしている小澤
由起子とコラボ。第２部はインスト・デュークエリントン特集をお送りします。

井上智（G）、中村新太郎（B)、小澤由起子 (Vo)

ビル・エヴァンス特集
トゥルネラパージュ
Start : 13:00～21:30
料金 : 無料
セットアップリスト予定（一部）

『Waltz for Debby』
『PORTRAIT IN JAZZ』
『ALONE』
『At The Montreux Jazz Festival』
『Trio '64』など

「優雅で美しい」と評される、繊細なアレンジと抒情的なメロディが魅力のビル・エ
ヴァンス。ジャズ史に残る傑作の数々をお楽しみください。

サックス４本だけで Jazzを表現するユニット。2001年の結成以来、ジャズのスタ
ンダードからラテン、果てはフリーまでと幅広いレパートリーを積み上げ、縦横無
尽のソロと緻密なアンサンブルを繰り広げます。燥ぐアルト、咽ぶテナー、咆哮す
るバリトンをたっぷりとご堪能あれ。

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)

Underground 
Saxophone Quartet
Jazz in "B♭"
Start : 19:30
料金 : 1,500円   要予約

大学のビッグバンドサークルにて知り合い、結成したデュオユニットです。このデュ
オでしか聴けない曲、サウンドを、浜松が誇る憩いの場、Jazz Bar 不二丘にてお楽
しみください。

太田圭輔 (Ts,Ss)、柴田健一 (Kb)

本イベントのために結成された特別バンド。普段は静岡内外で精力的に活動する３
人がここに集結。

Stefan(Kb)、Takano (B)、Fujita (Dr)

太田圭輔×柴田健一Duo
Jazz Bar 不二丘
Start : 19:30
料金 : チップボックス制 予約可

Bruno Jazz Band
マインシュロス
Start : 19:00
料金 : チップボックス制

The Hardboppers 
plays Art Blakey & 
The Jazz Messengers!!!
JAZZ SPOT analog.
Start : 20:00
料金 : 2,800円 予約可

名古屋で大活躍中の中嶋美弥（Pf:浜松出身）を招いて、Art Blakey & The Jazz 
Messengersの魅力に迫ります！  ファンキーな熱い夜を！ 

中嶋美弥（Pf）、中嶋英乃（As）、阿部裕康（Ts）、長瀬良司（Tp）、
吉田アマゾン昭嗣（B）、内山淳平（Dr）

What' SUP
SUP
Start : 19:30
料金 : 2,500円   要予約

バークレー卒の実力派サックス「安間博一」を中心に結成された SUPオリジナルグ
ループ　『What'SUP』

安間博一（As）、児玉恵一（Tp）、高須亮佑（Pf）、清水武朋（B）

バーチャルステージ
ヤマハ本社   イノベーションロード
Start : ①13:45 ②15:30
料金 : 無料   要予約

10/16 SUN

＆[an・du]アン・ドゥー
～  一人でも・初めてでも楽しいジャズ
第10話「シアワセの秋風」 ～

JAZZ SPOT analog.
Start : 18:00
料金 : 3,000円 予約可

Mikaトリオ × Jill
バーOPERA座
Start : 18:00
料金 : 3,300円 予約可

浜松内外で活躍するメンバーが揃う Mikaトリオ。  トリオ演奏でたっぷりと Jazzの
リズムを堪能してください。対するは、女性ボーカル＆ドラム Duoの Jill。今回は
ピアノとベースを招いて、スウィング、ラテン、ボサノバと聴き馴染みのあるスタ
ンダードナンバーをお届けします。

Mikaトリオ：山田美加 （Pf）、笠井雄真（B）、津ヶ谷友則（Dr）
Jill：山下佳乃（Vo）、津川雅子（Dr）、佐藤伸行（Pf）、松井千秋（B）

再び同じメンバーで演奏できるシアワセを、皆様と共に感じる一夜に。定番の大型
スクリーン &絶妙トーク、そして華やかな演奏、アッという間の 2hです！

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）

美子 with SUPremes
SUP
Start : 19:30
料金 : 2,500円   要予約

毎回好評の浜松を代表するシンガー「美子」と実力派バンド「SUPremes」
大人のスタンダードジャズをお楽しみください。

美子 (Vo)、NAKANISHI（B）、TAKASU（Pf）、SUZUKI（Ｇ）

ジャズ・ボサノヴァの自作日本語詞をラテンビートに乗せてお送りします。
ビーフラット・ラテンセッションでお馴染みのトリオが、熱いラテン魂で競演します。
※ジャズ・ボサノヴァ日本語詞集完成記念！詞集付きです。

小澤由起子 (Vo)、西村善哉 (Pf)、鈴木辰美 (B)、田﨑義 (Per)

日本語でおくるジャズ・
ボサノヴァ　ラテン編
Jazz in "B♭"
Start : 19:30
料金 : 2,000円（学生¥1,000） 予約可

ボサノバを軸として奥深く暖かな空気に包み込むマエストロ木村純。CMソングや
レコーディング、ライブと多岐に活躍している。浜松在住のボサノバシンガー Rico
と声とギターの世界、そして素晴らしい音響でリスナーの心を潤し続けファンも多
い不二丘とのコラボです。

木村純 (G)、Rico(Vo)

木村純 e Rico Duo
Jazz Bar 不二丘
Start : 18:00
料金 : 3,000円   要予約

お弁当予約できます。
彩席かわかみ ￥2,500
要事前予約（10/14午前まで）

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ください。当日、楽器を持ってお集まりください。お待ち
しております。

小関信也（Pf）、田村潔（B）、佐野裕幸（Dr）

ジャズ ワークショップ
"B♭"セッション  vol.219
Jazz in "B♭"
Start : 13:00
参加・見学  1,000円 予約可

セロニアス・モンク特集
トゥルネラパージュ
Start : 13:00～19:30
料金 : 無料

セットアップリスト予定（一部）
『The Unique』
『It's Monk's Time』
『5 By Monk By 5』
『Monk's Music』
『The Unique』など

孤高の天才ピアニスト【セロニアス・モンク】ジャズ界の異端児が奏でる独創的な演
奏を２日間にわたりお届けします。たっぷりとご堪能ください。

ヤマハの企業ミュージアム「イノベーションロード」内のバーチャルステージを、この日は特別に “街のジャズ
クラブ ”としてアーティストごとに曲をまとめて上演します。ヤマハが提案する新しいライブの「カタチ」であ
るバーチャルステージ。生演奏さながらのアーティストのステージをお楽しみください。＊一部の曲を除く

・RINA Trio : RINA（Pf）、佐藤潤一（B）、小田桐和寛（Dr）
・桑原あい ザ・プロジェクト : 桑原あい (Pf)、鳥越啓介（B)、千住宗臣（Dr)
・Fox Capture Plan : 岸本 亮（Pf）、カワイヒデヒロ（B）、井上 司（Dr）
・ JAM piano trio from SOIL&“PIMP”SESSIONS :  丈青(Pf)、秋田ゴールドマン(B)、 みどりん（Dr)
・Chick Corea（Pf)
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Cross Point
イオンモール浜松市野
Start : ①13:00 ②15:00
料金 : 無料

低音楽器とリズム楽器だけの 3人組ユニット「クロスポイント」。このユニークな編
成で様々な音楽ジャンルを、抱腹絶倒のトークとともにお届けします。巧みにアレ
ンジされた楽曲とアクロバティックな演奏テクニックで、たった 3人とは思えない
ゴージャスなサウンドイメージがあなたの脳内を刺激すること間違いなしです。

田邑元一 (B)、高木愛子 (Vc)、筧裕正 (Per)

ヤマハミュージック Presents
「あっこみかひがし」 LIVE!

プレ葉ウォーク浜北 
1Fプレ葉コート
Start : ①14:00 ②16:00
料金 : 無料

素晴らしい “歌 ”鈴木淳子、素晴らしい “ピアノ ”松井みか、両者を尊敬する “ベース ”
東督克によるトリオ。それぞれが幅広い音楽に精通しているのでジャンルは問わず
演奏している。今回はどんな曲を演奏するのかお楽しみに！

鈴木淳子 (Vo)、松井みか (Pf)、東督克 (B)

2018年に結成されたサキソフォンカルテットです。フランス語で Plage（浜）Riche
（豊かな）を意味しており，その名前の通り浜松や豊橋，豊川で活動しています。
カフェや学校、駅前等での演奏活動を行なっています。

小野澤 直行 (Ss, As)、柄澤 夏織 (As)、森本 夕紀子 (Ts)、石田 善彦 (B)

Plage Riche 
Saxophone Quartet
マインシュロス
Start : 18:30
料金 : チップボックス制

Nicki & Jessica 
with 聖子トリオ
珈楽庵
Start : 18:30
料金 : 1,500円 予約可

親しみやすいスタンダードジャズからボサノバ、シャンソン、女性ボーカルの魅力
満載のステージをご堪能ください。

Nicki(Vo)、Jessica(Vo)、大軒聖子 (Pf)、松井千秋 (B)、原田実 (Dr)

Double Rainbow
かじまちヤマハホール
Start : 19:00
料金 :  前売 4,000円
 当日 4,500円   要予約

独自の指弾き奏法でジャズをベースに
オーガニックな音世界を展開するギタ
リスト小沼ようすけと、ジャズを軸足にジャンルを超えて活躍するファーストコー
ルのピアニスト宮本貴奈によるアコースティックユニット “ダブル・レインボー ”。

小沼 ようすけ (G)、宮本 貴奈 (Pf,Vo) 

Dear Blues
オークラアクトシティホテル浜松
スカイレストラン  パガニーニ

Start : 18:30
料金 : 17,000円   要予約

料理２プレート＋デザート＋フリードリンク付

名古屋を中心に数多くのセッションを行い CD
もリリース。BLUE NOTE NAGOYAや台湾での
ライブのほか、ラジオオンエア出演多数。現在
も全国で精力的にライブ活動を続ける。ブルージーでファンキー、明るく、温かいサウン
ドをもとに、ジャズフィーリングたっぷりに強力にスイングする演奏には定評がある。

中嶋美弥（Pf)、名古路一也（B)、山下佳孝（Dr）

森山瑞樹＆マキシム・
コンバリウ Duo 
イオンモール浜松市野
Start : ①13:00 ②15:00
料金 : 無料
人気のサックス奏者・森山瑞樹とフラン
ス人ピアニスト マキシム・コンバリウのスペシャルデュオが、モダンジャズの魅力
をたっぷりお届けいたします。2人は 2023年 2月 17日に浜松天竜壬生ホールにて開
催の『壬生の響き Vo.2』に出演予定です。 詳細は天竜壬生ホールホームページをご
覧ください。　https://www.hcf.or.jp/facilities/mibu/ 

森山瑞樹 (As)、マキシム・コンバリウ (Pf) 

10/19 WED

美子 with Mature2 
イオンモール浜松市野
Start : ①13:00 ②15:00
料金 : 無料

このトリオで初めて 13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。

中西久雄 (B)、鈴木淳 (G)、美子 (Vo)  

Dear Blues
JAZZ SPOT analog.
Start : 20:00
料金 : 2,800円 予約可

結成 15周年を迎えたピアノトリオ Dear Blues！ ブルージー、ファンキー、ジャジー
な楽しいジャズをお見逃しなく！

中嶋美弥（Pf）、名古路一也（B）、山下佳孝（Dr）

NS-YK-MH Trio
珈楽庵
Start : 19:00
料金 : 1,500円

リラックスして聴いていただけるジャズスタンダードをピアノトリオでお届けしま
す。ビル・エヴァンスの演奏で有名な曲たちもお楽しみに！

佐藤伸行 (Pf)、笠井雄真 (B)、原田実 (Dr)

会田桃子×藤本一馬
with 岡部洋一
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

タンゴを軸にジャズ・ラテンなどの様々なジャンルのソロバイオリニストとして活
躍する会田桃子、orange pekoeで幅広い支持を得て、ソロ活動では雄大な自然か
らの着想、自己の内面を投影した叙情的な演奏で評価の高いギタリスト藤本一馬に
よるレギュラーデュオに、ブラジル音楽、ジャズから歌伴奏までジャンルを超えて
活躍するパーカッショニスト 岡部洋一が加わったアコースティックなユニット。

会田桃子 (Vln,Vo)、藤本一馬 (G)、岡部洋一 (Per)

老舗割烹弁いちの食事と
ジャズを楽しむ夕べ
Jazz Bar 不二丘
Start : 19:00
料金 : 5,000円   要予約

肴町のジャズバー不二丘のオーディオシステムで、アナログ盤のジャズを聴きなが
ら老舗割烹弁いちさんのお食事を楽しんでいただく企画です。限定６名。お一人で
もカップルでも。

10/20 THU

聖子・松井・原田トリオ 
イオンモール浜松市野
Start : ①13:00 ②15:00
料金 : 無料

おなじみのスタンダードジャズを、縦横無尽のピアノトリオの演奏でお楽しみくだ
さい。

大軒聖子 (Pf)、松井千秋 (B)、原田実 (Dr)

美子＆ブルーゼット3
珈楽庵
Start : 18:30
料金 : 1,500円

YMHトリオ 
with 安藤真理子
JAZZ SPOT analog.
Start : 20:00
料金 : 2,000円 予約可

“スイングするクリスタルボイス ”が魅力のシンガー・美子のライブ。聴衆を納得さ
せる歌唱力を活かした正統派ジャズの魅力をご堪能ください。

美子 (Vo)、大軒聖子 (Pf)、中西久雄 (B)、原田実 (Dr)

東京を拠点に活動するプロのフルート奏者 安藤真理子と共に、JAZZスタンダード
ナンバーを楽しく、熱くお届けします。アフターセッションもあります。

八重樫典子（Pf）、松島英子（B）、星合 厚（Dr）、ゲスト：安藤真理子（Fl）

10/21 FRI

Keiko 
with bluesette 6
JAZZ SPOT analog.
Start : 20:00
料金 : 2,300円 予約可

今年１月「品川ジャズコンテスト・ボーカル部門」で優勝のケイコと、BLUE 
NOTESで活躍する 3人のホーン奏者をフィーチュアした bluesette 6のコラボ。

眞田桂子（Vo）、伊藤宏武（Sax）、酒井 駿（Tp）、平野健次（Tb）、
林 耕平（Pf）、稲垣 薫（B）、原田 実（Dr）

鈴木麻美
スペシャルバンド  
イオンモール浜松市野
Start : ①13:00 ②15:00
料金 : 無料

軽快なスイングから楽しいラテン、美しいバラー
ドなどバリエーション豊かなアレンジでジャズ
をお楽しみください。

鈴木麻美 (Vo)、藤森潤一 (Pf)、Richard Anderson(B)、 日内地貴則 (Dr)  

さくら浪漫楽房
食と酒と音を結ぶ和
和音
Start : 19:30
料金 : 無料

浜松市浜北区にあるサックス専門店「楽器工房鰐田商店」のスタッフで 2020年に結
成されたバンドです。ポップスやジャズのカバーがメイン。最近は、日本の唱歌を
ジャズテイストで演奏し、自分達のバンドの色を大事にして演奏しています。

わにた (As,Ts)、なつみ (Vo)、たかす (Pf)、こんちゃん (Dr)

ルパン市川・
サックスひとりライブ
銀屋
Start : ①19:00 ②20:00
料金 : 1,000円

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。

ルパン市川（Ts）

ダブルクリッカーズ
ZOOT HORN ROLLO
Start : 19:30
料金 :  前売 2,000円+drink
 当日 2,300円+drink 予約可

2管での迫力のサウンドをお楽しみ下さい。

安間博一（As）、松本真智子（Tp）、新井涼司（Pf）、笠井雄真（B）、山崎大介（Dr）

10/18 TUE

10/17 MON
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高木里代子トリオ
ハァーミットドルフィン
Start : 19:30
料金 :  前売 5,500円
 当日 6,000円 予約可

キュートなルックスと変幻自在な演奏力で高い人気と評価を得て、TBSでのレギュ
ラー演奏も好評なピアニスト高木里代子、ストロングスタイルの演奏に加え作曲や
アレンジも高い評価を受けるベーシスト程嶋日奈子、ビッグバンドで養った安定し
たビートやアンサンブル力に定評のあるドラマー西川彩織による本格派トリオ。

高木里代子（Pf）、程嶋日奈子（B）、西川彩織（Dr）

ベースラインとメロディライン。音楽の骨格を成すこの二つのラインで奏でられる
音楽は、シンプルが故に楽曲の持つ素晴らしさを伝えてくれます。例えるならバロッ
ク音楽のように。そして、それぞれの音色の美しさにもいつもより耳を傾けられる
でしょう。耳馴染んだ曲がいつもと違って聴こえてきませんか？

横原由梨子 (Ts)、島田剛 (B)

横原由梨子・島田剛 Duo
Jazz in "B♭"
Start : 19:30
料金 : 2,800円 予約可

10/22 SAT

Inner Urge   
イオンモール浜松市野
Start :  ①13:00 
 ②15:00
料金 : 無料

ジャズスタンダードから最近の曲まで幅広く、若手トリオによる湧き上がるエネル
ギッシュな演奏をお楽しみください。そして、①13:00-13:30のステージにはゲス
トとして、品川区アマチュアジャズコンテストのボーカル部門で見事優勝を果たし
た Keikoをフィーチャーしてのライブとなります。どうぞお楽しみに！

新井涼司 (Pf)、柿沼翔太 (B)、君塚晃一 (Dr)、ゲスト：Keiko（①ステージのみ）

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

アナザーストーリー
食と酒と音を結ぶ和
和音
Start : 19:00
料金 : チップボックス制 予約可

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。

山田美加（Pf）、向野隆志（B）、津ヶ谷友則（Dr）

この日のためにベースの大島が帰ってまいりました！！
いつものようにシンプルに、そして歌心満点の Straightahead Jazz で秋の夜長を演
出します。是非お聴き逃しなく！

鈴木雅仁（Tp,Fl）、近藤洋一（G）、大島沙也（B）

ハママツ・ジャズ・ウィーク 
スペシャルセッション
ZOOT HORN ROLLO
Start : 18:30
料金 : 1,500円+drink 予約可 

ハママツ・ジャズ・ウィーク中のスペシャルセッション。若手ホストがお迎えします。

石田遥祐（Pf）、笠井雄真（B）、藤原雄基（Dr）

パラディオ
ザザ中央館
はままつ楽市
Start : ①19:00 ②20:00
料金 : 無料（但し飲食ご利用に限る）

ザザのサタデーナイトライブをホームグラウン
ドにして演奏していた 3人が再び集結。伝説のピ
アニスト中村タケヒトの遺した数々の名曲と、新たに加えたオリジナル曲を、3年
ぶりにザザのフードホールに響かせます。

池谷ホマワ（Dr）、高須亮佑（Pf）、松原凡代（As）

日本語でおくるジャズ・ボサノヴァ
浜松JAZZを楽しむ会
Nagura Studio
Start : 14:00
料金 : 2,000円
　　  （学生1,000円） 予約可

Eauvent
東急ハーヴェストクラブ
浜名湖
Start : ①18:40 ②19:40
料金 : 無料

フランス語の、水（Eau）と風（Vent）を合わせて Eauvent（オーヴォン）と名付けました。
ギターとピアノのデュオとして 2016年から活動し、今年で６年目になります。水や風
の情景が浮かぶような音を、時に切なく、時に優しく奏でます。

Hase(G)、Orie(Pf)

ジャズ・ボサノヴァを自作日本語詞でお送りします。フルート、ギター、ベースの
優しい音色とともにお楽しみください。※ジャズ・ボサノヴァ日本語詞集完成記念！
詞集付きです。

小澤由起子 (Vo)、阿部純子 (Fl)、谷口順哉（G)、鈴木辰美 (B)

セロニアス・モンク特集
トゥルネラパージュ
Start : 13:00～21:30
料金 : 無料

セットアップリスト予定（一部）
『The Unique』
『It's Monk's Time』
『5 By Monk By 5』
『Monk's Music』
『The Unique』など

孤高の天才ピアニスト【セロニアス・モンク】ジャズ界の異端児が奏でる独創的な演
奏を２日間にわたりお届けします。たっぷりとご堪能ください。

天竜四季の森音楽団  鈴木のぞみ 
& ピアニスト  永田有紀 DUO
Jazz Bar 不二丘
Start : 19:30
料金 : チップボックス制   要予約

ハーモニカと鍵盤ハーモニカをメインにしたユニットです。ジャズやポップスな
どおなじみの様々なジャンルの曲を演奏します♪名前は有名でもまだまだ知られ
ていないリード楽器の奥深い世界をお楽しみください！今回は、『牧草ランド＋
Friends』として、浜松を中心に活躍中の谷口順哉、星合厚も参加！

山口牧 (ハーモニカ)、草野由花子 (鍵盤ハーモニカ,Pf)、谷口順哉 (G)、星合厚 (Per)

牧草ランド+Friends
Jazz in "B♭"
Start : 19:30
料金 : 2,000円 予約可

天竜四季の森音楽団 鈴木のぞみと永田有紀がお届けす
る、陽だまりのようなあたたかく切なく心に染みわた
る音色。
■鈴木のぞみ：風景のある音楽をテーマに、日本の移りゆく四季に音で伝える。
　永田有紀との Duoではオリジナルやカバーを歌う。
■永田有紀：癒し、鎮魂をテーマに活動するピアニスト。

鈴木のぞみ (Vo)、永田有紀 (Pf）

10/23 SUN

浅田亮太ジャズトリオ
イオンモール浜松市野
Start : ①13:00 ②15:00
料金 : 無料

テレビ番組やＣＭ、ラジオへの出演、日本全国・アメリカ・イタリアでの演奏等を経験。
生徒数が 550名を超える｢音楽教室あもーる｣ のオーナーを務める他、音楽療法業界
でも活躍。8枚の CDに参加し売上の 90%を児童養護施設に寄付している。音で心を
映し出すような人間性がにじみ出る演奏スタイルに定評がある。

浅田亮太（Dr）、長瀬良司 (Tp)、近藤有輝 (Pf)

マリテス
レギュラーステージ
JAZZ SPOT analog.
Start : 19:00
料金 : 3,000 円 予約可

2人の実力派メンバーをフロントに迎えて、ハママツ・ジャズ・ウィークのトリを華
やかに飾ります！

マリテス（Vo）、竹中優子（Sax）、松本コウ（G）、小関信也（Pf）、ハリー加藤（Per）

時に軽快にSwing！時に豪快にDrive！美しいバラー
ドや楽しいラテンのリズム ...マインシュロスの夜を、
プリン・ア・ラ・モードが晴れやかに彩ります。美味
しいビールとジャズを、ご一緒に楽しみましょう！

鈴木麻美（Vo)、藤森潤一 (Pf)、岩間学（B)、日内地貴則 (Dr)

鈴木麻美／
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 予約可

emicos / ENIAC
ラ・セゾン雪月花
Start : 18:00
料金 : 4,000円
コース料理付    要予約

往年のカントリー・ブルース・ポップスの名曲を中心にアコースティックバージョン
で料理とともに楽しんでいただきます。

emicos/美甘恵美子（Vo）、山本裕治（Ag/Cho）、馬渕 貢（Ag/Cho）、
ENIAC/キング・トオル（Vo）、K1R（G）、マーク・丸山（B）、笹多毛和幸（Dr）

ビル・エヴァンス特集
トゥルネラパージュ
Start : 13:00～19:30
料金 : 無料

セットアップリスト予定（一部）
『Waltz for Debby』
『PORTRAIT IN JAZZ』
『ALONE』
『At The Montreux Jazz Festival』
『Trio '64』など

「優雅で美しい」と評される、繊細なアレンジと抒情的なメロディが魅力のビル・エ
ヴァンス。ジャズ史に残る傑作の数々をお楽しみください。

2005年結成。女性を中心とした、Jazz & Latin bandです。黒一点のリーダーはお
寺の住職さんです。フロントの安藤さんは豪華客船飛鳥Ⅱでメインショーを務めて
おります。皆様も豪華客船の旅に出たつもりで音楽を楽しんでみてください。時々、
昭和歌謡も演奏致します。

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

チーム桜々
Jazz in "B♭"
Start : 19:30
料金 : 2,000円 予約可

しののめ (Shinonome)
東京都出身　シンガーソングライター

「透明な私たちのための物語」をコンセプトとし、ジャズ /ラテン /フュージョン /ロッ
ク / R＆B等、幅広いジャンルを融合。抒情的でシネマティックな世界観を表現して
いる。

前川史帆 (Vo,Pf)

しののめ
マインシュロス
Start : 18:00
料金 : チップボックス制

良水 with 多田誠司
Special コラボレーション
ハァーミットドルフィン
Start : 19:00
料金 :  前売 3,500円
 当日 4,000円

日本を代表するアルトサックスプレイ
ヤー多田誠司と地元浜松を中心とするメンバーのスペシャルコラボレーション。

多田誠司（As,Fl）、渡邊良水（Vo,As）、森山瑞樹（As）、林耕平（Pf）、徳田智史（B）、
君塚晃一（D）
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18:00

18:30

19:00

Anointed mass choir

浜松ジャズボーカル倶楽部 （12:10）

マスター・コバ （12:50）

NHK文化センター・ジャズボーカル （13:10）

トリオウズシオ

マスター・コバ & Act Jam Session

Swing Kids

静岡大学 Jazz Phenomena

浜松リハーサル・ジャズ・オーケストラ

BigBossSoundmarket

Sound Manipulator Jazz Project  

Toyohashi Majestic Jazz Orchestra

ハニーウエストジャズオーケストラ

浜松スイングバンド

Vanguard Jazz Workshop

ジャズ・リバース・オーケストラ

The Forest Gump Jazz Workers

オルケスタ・ロス・ロコス

Bep Jazz Quartet

GENERATE THE TIMES

FANTASISTA

Obrapia

チーム桜々

吉田バンド

Yu To Mi Mi Quartet

月刊MAVERICK

マリテス on stage

Soul Eyes

オモカオス＠JAZZ

三輪まゆみ＆Blue stars

Kaku Conga

HJA Nonet

アクトシティ浜松サンクンプラザ キタラ  （浜松駅北口広場） ソラモ  （遠鉄百貨店新・本館間）

10/23 SUN
Start

※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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ONE select　session 1

YonaYona in SYNCROOM

Tears of Pop     

east notes

ONE select　session 2

bjd

Mika

ONE select　session 3

Castles

志央

ONE select　session 4

ブギ・ウギ・ピアニスト 高瀬啓伍

Jazz Trio 「音戯衆」

Tiny Tail

Ground5

236 Strings

近岡英明とダウンローズ

HarmonobleBand

浜松 Jazz Machine 4

JazzDialogue

吉良海人トリオ

てとらくろーま

アメリアバンド

関西代表

Piano & Guitar Duo Al dente

DUO1125

VSOP

Seiko Project

なさまさ Ver.2.1

Orz

トシちゃんブラザーズ

TK3

Vega

Groovin' High

ICE CREAM CAKE

The Moody (K)nights

青山ばんど

ステージONE  （ヤマハ浜松店１F） かじまちヤマハホール ザザシティ浜松中央広場Start
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14:00
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15:30-16:30

エモ同期バンド

BLUE NOTES

ヤマハ サクソフォン62シリーズ
スペシャルファンイベント

ユッコ・ミラー 出演
※雨天時は、ソラモ会場への変更を予定しています。

 QUINTET de LIVE

DoSoDoSoDoQuartet

Underground Saxophone Quartet

Keiko with bluesette 6

Electric Experiment prod by Gai Seki

jaja 秋山幸男デュオ

キタラ  （浜松駅北口広場） ソラモ  （遠鉄百貨店新・本館間）

10/22 SAT
Start

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

「音楽の街 浜松」が、
 ジャズであふれる一日！
街角のステージで繰り広げられるジャズ！ジャズ！ジャズ！
浜松の街なかがスウィンギーなサウンドに染まります。
地元ミュージシャンたちの熱気あふれる演奏を気軽にお楽しみください。

STREET
JAZZ

FESTIVAL
ストリート

ジャズ  フェスティバル

10/22・23 ソラモ
ストリートエレクトーン
ストリート ジャズ フェスティバルのソラモ会場で、エ
レクトーンを演奏してみませんか！誰でも自由に触っ
て、みんなで気軽に楽しめる「ストリートエレクトーン」。
多彩なリズムやサウンドで、幅広く豊かに音楽を表現
できるエレクトーンの魅力をぜひこの機会に体験して
みてください。いつもの空間にエレクトーンの音色と
みんなの笑顔があふれますように。

10/22・23 ソラモ
ワイン × 食 × ジャズのコラボ企画
22, 23の両日、山梨ワインとキッシュのイベントを開催い
たします。日本を代表するワインの産地 山梨県と、浜松
の食材にこだわるキッシュ店 “QUICHE de hamamatsu 
by はじめてのキッシュ”がコラボ。芳醇な味わいで香り高
き山梨ワインと、浜松の地で作られた自然食材で作られ
たキッシュとともに、ジャズの演奏をお楽しみください！



12 13

キタラ
22日13:00
❶エモ同期バンド
ラテンジャズから派生した様々
なジャンルの楽曲を演奏してお
り、時にはオリジナルアレンジをやることも。 ビッグバンドの緻密さ・ダイナミックさ
はもちろんのこと、インタープレイ等、ジャズとしての要素も併せ持つ演奏を通じて、
聴いてくださる全てのお客さんにエモーショナルをお届けするべく日々奮闘しています。

■ Rhy：林耕平 (Pf)、武内悠人 (B)、新城陸 (Dr)、藤井健 (Per)、田村ななみ (Per)
■ Sax：宮本勇成 (As)、久保田智音 (As)、阪口洋至 (Ts)、大門蒼 (Ts)、小野田奈生 (Bs)
■ Tp：松倉和範、伊藤拳太、中筋るりか、大橋吉喜、宮内涼
■ Tb：久保翔太郎、浅沼優衣、山川元成、澤野暁

キタラ
22日14:00
❷ 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、伊藤宏武、阿部裕康、原田励、鈴木俊郎（Sax）、蒔田忠則、吉田傑、澄田錬、
池野浩之、村上純也、酒井駿（Tp)、白井宏司、平野健次、椋野謙介、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
22日15:00
❼	Keiko  
　 with bluesette 6

ソラモ
22日13:40
❺	DoSoDoSoDoQuartet

ソラモ
22日15:40
❽	Electric Experiment 
　 prod by Gai Seki

キタラ
22日15:30

❸ ヤマハサクソフォン62シリーズ
　  スペシャルファンイベント

今年１月に「品川ジャズコンテスト・ボーカル部門」で優勝、注目のシンガー・ケイ
コと BLUE NOTESで活躍する 3人のホーン奏者の美しいアンサンブル、ソロで定
評がある bluesette 6がコラボ。伊藤宏武のオリジナルアレンジによるボーカル曲、
ハードバップの名曲を演奏。

眞田桂子 (Vo)、伊藤宏武 (Sax)、酒井駿 (Tp)、平野健次 (Tb)、林耕平 (Pf)、
西脇良典 (B)、原田実 (Dr)

浜松ジャズ界の鬼才、ピアニスト・藤森潤一と才能豊かな若手ミュージシャンのコ
ラボ。スリリングなインプロビゼーションにご期待ください。

藤森潤一（Pf）、西脇良典（B）、下川亮介（Dr）、小椋裕太 (As)

浜松ジャズ協会、ビッグバンド・ブルーノーツ、
それぞれのメンバーが率いるグループなど、浜松
で活躍中のミュージシャンがバックを務めます。

小関信也 (Pf)、笠井雄真 (B)、下川亮介 (Dr)

ソラモ
22日14:20
❻	Underground 
　 Saxophone Quartet

ソラモ
22日16:20
❾	jaja 秋山幸男デュオ

ソラモ
22日13:00
❹	QUINTET de LIVE

サックス４本だけで Jazzを表現するユニット。2001年結成以来、ジャズのスタン
ダードからラテン、果てはフリーまでと幅広いレパートリーを積み上げ、縦横無尽
のソロと緻密なアンサンブルを繰り広げます。燥ぐアルト、咽ぶテナー、咆哮する
バリトンをたっぷりとご堪能あれ。

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)

秋山幸男プロフィール ： 2004年 10月ホリプロ
よりデビュー。HMVの JAZZ部門・ネット予約
1位・発売２週間セールス 1位を獲得。2005年
マレーシア・インドネシア・シンガポール・タイ・韓国・フィリピン・台湾にて CDデ
ビュー。2006年 WHDエンターテイメント＆ビクターよりメジャーデビュー。

秋山幸男（Ss）、南部栄作（G）

ストリートジャズ初日のソラモで、
秋の昼下がりにふさわしいスタンダードジャズをお送りします。

大軒聖子（Pf）、笠井雄真（B）、藤原雄基（Dr）、川井森生 (Ts)、神無月芽衣（Vo）

東京で活動するパーカッショニストである關 街
を筆頭に、界隈で活躍する若手を集結させたエレ
クトリック・セクステット。メンバーのオリジナ
ルを中心とした、意欲的な演奏をお送りします。
ブラックミュージックとコンテンポラリージャズ
を軸とした、単純拍子のグルーヴと変拍子のテクニックの融合をお楽しみください。

關街 (Per)、松下美月 (Ts)、酒井駿 (Tp)、林耕平 (Pf)、イノウエユウキ (B)、
永山タイキ (Dr)

22 SAT 23 SUN

キタラ  23日12:00
⓱ 静岡大学 
　 JazzPhenomena
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。

塚越駿大 (Pf)、石川芽依 (Pf)、舩元恵美 (Pf)、岡本三千代 (Pf)、加藤千嵯（B）、
日下部文香（B）、長山藍羅（B）、植松美帆 (Dr)、笹本明日香 (Dr)、本菅伶奈 (Dr)、
茂手木太一(As)、茂泉圭亮(As)、山本依吹(As)、林敦景（Ts）、越本聡太（Ts）、岡部真奈（Ts）、
花谷彩帆（Ts）、杉村陽矢（Bs）、岡村卓飛（Bs）、福島悠太（Tp）、渡部颯大（Tp）、甲斐千尋（Tp）、
朝比奈莉子（Tp）、加茂由衣（Tp）、大見玲（Tp）、米山叶珠（Tp）、山下敦也（Tb）、井村翔（Tb）、
上原洋（Tb）、下田和奏（Tb）、湯口航太郎（Tb）、井村翔（Fl）、朝比奈莉子（Cl）

キタラ
23日13:00
⓳ BigBoss
　 Soundmarket
天竜出身の岡田率いる BigBoss。今年
もウナギを食べにやってきました！
コロナでおとなしくしてましたから弾けて見せます。

三浦重輝（As)、佐藤雅美（As）、岡田崇（Ts)、児玉ちよみ（Ts)、増田圭吾（Bs)、
小笠原康太 (Tp)、山崎宇公 (Tp)、渡研二 (Tp)、外山博 (Tp)、加賀見友里（Tb)、
星佳徳（Tb)、荒川悟（Tb)、三田寺良宗（Tb)、増子貴之（G)、紺頼研哉（B)、
井上真史（Dr)、宮路由紀（Pf)、金美良（As/MC）

アクトシティ浜松サンクンプラザ
23日11:30
❿ Anointed 
　 mass choir
宗教や職業に関係なく、一人一人の
メッセージを心のハーモニーで表現す
るゴスペルグループ。愛知芸術劇場ほかでの自主コンサートをはじめ、FNS音楽祭、
Mt.Fuji JAZZ FESTIVALなどのテレビ出演やライブ活動を行う。綾戸智恵、平原綾
香ら国内外の著名アーティストとの共演も多数。また、150校をこえる学校コンサー
トなど社会貢献活動にも力を入れている。https://anointed.jp/

河原美由紀 (Leader)、山本恭子、築地恵美、青田智子、向倫生、松永敬子、
瀧澤あさみ、赤井敦子、岩本賢、山崎洋子　他約 60名

アクトシティ浜松サンクンプラザ
23日12:10
⓫ 浜松ジャズ
　 ボーカル倶楽部

浜松市東部協働センターで毎月第２第４水曜日午後に活動しています。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んでい
ます。本日はスタンダードナンバーを中心に、心を込めて歌います。個性あふれる
歌声をお楽しみください。

ヒロくん、スージー、リンダ、ジェシカ、エリー（Vo）、川口美加（Pf）、高柳圭佑（B）、
山崎大介（Dr）

アクトシティ浜松サンクンプラザ
23日12:50
⓬ マスター・コバ

トランペットのソロ演奏です。本日はジャズのスタンダード
を演奏します。
各種イベントでの演奏の他、福祉施設、高齢者施設等でのボ
ランティア活動にも力を入れており、レパートリーはきわめ
て多彩です。お気軽にお声がけください。

小林健（Tp）

アクトシティ浜松サンクンプラザ
23日13:10
⓭ NHK文化センター・
　 ジャズボーカル
三輪まゆみ先生のジャズボーカル
教室「NHK文化センター浜松（アクトタ
ワー 8F）」にて研鑽に励むメンバーをフィーチュアしたス
テージです。浜松を中心に活躍するバンドメンバーと共に、
個性ある歌声をお聴かせします。お馴染みのスウィング、
ボサノバ、バラード、ラテン！秋空の下で心地よいリズムを楽しんでいただけたらと思います。

Namie(Vo)、Isabella(Vo)、Vincent(Vo)、Nojima(Vo)、Anne(Vo)、
M-HIRANO(Vo)、Audrey(Vo)、川口美加 (Pf)、高柳圭佑 (B)、山崎大介 (Dr)

キタラ
23日11:30
⓰ Swing Kids
私たちは 2014年 4月に浜松市で初めて
結成された小中学生中心のジャズオーケ
ストラです。小学 4年生から中学 3年生
まで、毎週土曜日の午前中にあいホール
浜松で、優しい講師に指導を受けながら楽しく練習しています。常時団員募集中｡ ジャ
ズ好きのキッズのみなさん、練習をのぞきに来てね。 連絡は　あいホール浜松まで。

山田心美 (Tp)、原本亮汰 (Tp,Pf)、名倉朱音 (As)、大石悠人 (As)、高田千裕 (As)、
曽布川陽斗 (As)、大城明日郁 (Tb)、池田佳寛 (Tb)、名倉佳史 (Dr）、大石悠士 (Dr)、
二階堂惺彪 (Dr)

キタラ
23日12:30
⓲ 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
人を中心に幅広い年齢層で構成されています。今年 7月 3日に結成 42周年記念コン
サートを浜北文化センターにて実施、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、この技が演奏に役立つかは……!?

谷口順哉（G)、西原徹（Pf）、中西久雄（B）、川嶋隆宏（Dr）、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）、
伊藤猛（Tp）、坂田裕之（Tp）、菊島広大（Tp）、小栗成哲（Tb）、伊藤仁志（Tb）、
金剛明彦（Tb）、富田幸歩（Tb）、山村光義（Conductor）

アクトシティ浜松サンクンプラザ
23日14:30
⓯ マスター・コバ 
　 & Act Jam Session

アクトシティ浜松サンクンプラザ
23日14:00
⓮ トリオウズシオ

「浜松ジャズリバースオーケストラ」所
属の３人によるテナーサックストリオ。
ビッグバンドとは対照的なミニマムな
編成での演奏をお楽しみください！

【メンバーの推しミュージシャン】
鶴田：Walter Smith III
宮野：Ray Brown
内田：Drori Mondlak

鶴田翔平（Ts）、宮野栞里（B）、内田悠希（Dr）

マスター・コバ（Tp）とトリオウズシオの合同バンドを中心に自由参加のジャムセッ
ションを開催（40分～ 50分）。皆様の参加をお待ちいたします。

コバ (Tp)、鶴田翔平（Ts）、宮野栞里（B）、内田悠希（Dr）、川口美加 (Pf)

62シリーズのサクソフォンを持って、みんなでユッコ・ミラーさんと一緒に演奏し
よう！ジャズ初心者でも楽しめるよう簡単にジャズアレンジした譜面もあります。
演奏曲は、「宝島」「海の見える街」など、全 5曲を予定しています。　

ユッコ・ミラー（Yucco Miller）
Saxophonist / Composer / Arranger 
三重県伊勢市出身。2016年 9月キングレコードよ
りメジャーデビューし、テレビや雑誌を賑わす実
力派のサックス奏者。3歳よりピアノを始め、高校
で吹奏楽部に所属しアルトサックスを始める。在
学中よりパリ・ウィーン等、海外演奏旅行、数々の
コンテストにてグランプリ等受賞。河田健氏、川
嶋哲郎氏、エリック・マリエンサル氏に師事。

キャンディー・ダルファー本人から演奏を気に入ら
れ、キャンディー・ダルファー来日公演に異例のス
ペシャルゲストとして出演。グレン・ミラー・オー
ケストラのジャパンツアーにスペシャルゲストと

して出演を果たすなど国内外で活躍するトップミュージシャンと多数共演。韓国や
マレーシアなどの海外でのジャズフェスティバルにも出演するなど、世界的に高い
評価を得ている。
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ソラモ
23日14:00

 Yu To Mi Mi Quartet

私たち YutomimiQuartetは、伊豆半島
の最南端のそれは小さな、しかし異国文化漂う開国の町『伊豆下田』で、様々なジャ
ンルの音楽好きメンバーで結成しました。世界的ジャズフェスティバルが行われる
ニューポート市と、ペリー提督の縁で姉妹都市である下田で、もっとジャズ文化を
広めたいと日々研鑽しています。今回は、この伊豆下田からジャズボーカルの曲を
中心に、JAZZYな時間をお届けしたいと思います。

伊藤正顕（Vo）、伊藤雅（Pf）、小川丈彰（Pf,Vib）、内田悠介（Dr）

ソラモ
23日13:30

 吉田バンド

エレクトーンをフィーチュアして、メンバーのオリジナル曲を演奏します。コード、
ベース、ホーンセクションなどなど、一人で何役もこなすエレクトーンの妙技と、
それを生かしたアレンジの楽曲にご期待ください！

吉田傑 (Tp)、森山瑞樹 (As)、広沢理紗 (El)、下川亮介 (Dr)

キタラ
23日17:00

 オルケスタ・ロス・ロコス

ラテン・ジャズのビッグバンドで結成 17年くらいになります。世の中いろいろ変化が
あっても、「緩く楽しく」をモットーに、ラテン系の音楽を変わらず地味に続けてます。
昨年のクリスマスには「森村献スペシャルバンド」と「チカ・ブーン」の皆様の前座を
務めさせていただき、楽しく演奏ができました。久々のハママツ・ジャズ・ウィーク
への出演となりますが、皆様と楽しいひとときをご一緒させていただきたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

村松裕美子 (Per)、田崎義 (Per)、清水啓司 (Per)、大谷篤 (Per)、内藤照幸 (B)、
新開あき子 (Pf)、大村幸徳 (As)、松本さつき (As)、影山ヨシノブ (Ts)、権田みほ (Ts,Fl)、
藤田易美(Bs)、安積正昭(Tp)、沢村宏(Tp)、土崎浩幸(Tp)、伊藤仁志(Tb)、増谷麻由(Tb)

キタラ
23日15:30

 Vanguard Jazz 
　 Workshop
浜松市西部を拠点に地元の音楽イベン
トに意欲的に参加しています。ジャズだ
けにとらわれることなく、演奏して自分
たちが楽しいと思える曲で、聴いていただく側にもその楽しさが伝わる演奏を目指
しています。

松岡弘起（As）、松原吉勝（Ts）、曽我直人（Ts）、新村桂（Bs）、山本直弘（Tp）、
高島宏介（Tp）、辻村正文（Tp）、大野智代次（Tp）、児玉正次（Tb）、鈴木麗子（Tb）、
石塚幸子（Tb）、松本成弘（Tb）、金田恵美（Pf）、高木昭尚（G）、田沼萌美（B）、
川上佐和子（Dr）、高尾博司（Per）

キタラ
23日16:30

 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 12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↓
https://www.facebook.com/Forest-Gump-Jazz-Workers-1436999016609871/

野邊眞仁（As）、勝又有花（As）、那須野隼（Ts）、牧田栞（Ts）、望月瑠美子（Bs）、児玉恵
一（Tp）、岩崎拓音（Tp）、木村紘充（Tp）、大野裕矢（Tp）、早川祐揮（Tb）、大羽秋津（Tb）、
富田幸歩（Tb）、深山あかね（Tb）、大橋悠也（G）、石田遥祐（Pf）、木村頌子（B）、原拓史（Dr）

ソラモ
23日11:00

 Bep Jazz Quartet

静岡県西部地区を拠点に、カフェなど
の飲食店でライブ活動を行っている Bep Jazz Quartetと申します。バンド結成約５
年になります。スタンダードジャズやフュージョンの名曲、オリジナル曲を演奏し
ています。浜松のジャズバンドとしてストリートジャズフェスティバルを他の出演
者の方々とともに盛り上げたいと思い参加しました！よろしくお願いします！

草津正和（G)、内田吉隆（B)、立川大樹（Dr）、山下加奈子（Kb）

ソラモ
23日12:00

 FANTASISTA

TUBEのギタリストである春畑道哉氏のソロ活動曲（ギターインストゥルメンタル）
のコピーバンド。メンバー各々が音楽活動をする中、2020年に結成。
誰もがどこかで聞いたことのある心地よいメロディーをバンドサウンドで浜松の地
で初披露！

稲垣稔人（G）、石垣雅則（As,Ss）、砂子重人（B）、小島ゆかり（Kb）、鈴木孝昌（Dr）

ソラモ
23日12:30

 Obrapia
キューバ系ラテンジャズバンドとして、
県東部～県西部まで幅広くライブ活動
をしています。毎年８月に静岡ジャズ
ストリートに参加。今年は浜松ジャズ
デイにも参加させていただきました。あまり生演奏を聴くことのできない、楽しい
キューバ系のラテン音楽を皆さんにお届けできたらと思います。結成８年目になり
ますが、基礎からストイックに練習してきたラテンビートをご堪能ください。

Jose Ignasio Varela Sotomayor（Tp）、武田マサミ（Tp）、野邊マサヒロ（As）、
河野ユタカ（Tb）、高木シュウジ（Per）、佐野ヒュウマ（Dr）、勝山フミエ（Pf）、
清水タケアキ（B）

ソラモ
23日11:30

 GENERATE THE TIMES

演奏するシーンに合わせて編成する
『GENERATE THE TIMES』（ジェネレート・ザ・タイムス）。2019年３月の発足以来、
コロナ禍で思うような活動ができていませんでしたが、2022年４月から、本日演奏
するピアノトリオメンバーでサウンドチェックを始め、HJW初登場です。山登（Pf）、
彦野（B)、後藤（Dr）の３人とも、浜松から富士までをホームグラウンドとして、演
奏活動をしています。

山登康治（Pf）、彦野雅人（B)、後藤秀策（Dr）

ソラモ
23日13:00

 チーム桜々

結成 17年目を迎える女性を中心としたジャズ・ラテンのインストバンドです。黒一
点のリーダーはお寺の住職さんです。フロントの安藤真理子は豪華客船飛鳥Ⅱでメ
インショーを務めております。その伸びやかな音色は必聴です。時々お寺でライブ
やセッションをやっておりますので、是非お越しください。

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

ソラモ
23日14:30

 月刊MAVERICK
浜松市周辺で活動する、フロント Sax、
Tb、リズム Kb、B、Dr のインストバンド
です。各種イベントで FUSION、昭和歌
謡、スタンダードジャズなど、幅広いジャ
ンルを演奏しています。昨年オリジナル 1stアルバムを制作、今年も 2ndアルバムを目下
制作中！ ↓↓↓こちらでご試聴いただけます↓↓↓
https://www.tunecore.co.jp/artists/GEKKAN-MAVERICK
聞いてくださる皆さんに楽しんで貰えるような選曲、演奏を目指し、月１回の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（As）、田中卓也（Tb)、榎本美恵（Kb）、増井健司（B）、川嶋隆宏（Dr）

ソラモ
23日16:30

 三輪まゆみ
　 ＆Blue stars

「NHKカルチャー浜松教室」にて、研鑽に励むメンバーをフィーチャーしたステー
ジです。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トジャズやボサノバをお楽しみください。

三輪まゆみ（Vo）、マコ（Vo）、神無月メイ（Vo）、タイガー太田（Vo）、
ノッキー中橋 (Pf)、松井千秋（B)、原田実（Dr）

ソラモ
23日15:30

 Soul Eyes

今年も愛知県刈谷市から来ました、Soul Eyesです。 『これを吹きたい、弾きたい、
歌いたい』メンバの誰かが主張すれば採用。 時には、ど・ジャズ、時にはフュージョ
ン、J-POPからアニソンまで。“奏りたい曲を奏りたいままに ” 是、我々のモットー。

川嶋恭子 (Vo)、難波浩一 (As)、下野信一 (Ts)、稲川毅 (G)、藤田秀基 (Pf)、亀山
吉郎 (B)、森晴哉 (Dr)

ソラモ
23日15:00

 マリテス on stage

静岡を代表する歌姫、マリテスがハママツ・ジャズ・ウィークに登場。バックには
東海地方を代表ミュージシャンが集結。極上なジャズヴォーカルをお楽しみ下さい。

マリテス (Vo)、小関信也 (Pf)、松本コウ (G)、滑川博生 (Dr)

ソラモ
23日16:00

 オモカオス＠JAZZ

スタンダードナンバーをちょっとアレンジし、より自由に展開できる遊び心いっぱ
いのラテンサウンドを目指しています。Contemporary から standard ナンバーま
で幅広い JAZZをお届けします。

鈴木章史（G）、大橋聖（Pf）、森元大樹（B）、神谷順三（Dr）、小澤千賀司（Per）

キタラ
23日14:30

 ハニーウエスト
　 ジャズオーケストラ
結成 40年以上の社会人ビックバンドで
す。二十歳代から七十歳代まで幅広い
年代の仲間が毎週月曜日あいホールで練習しており、スィング、ラテン、メンバー
のオリジナル、ボーカルナンバーまでいろんな曲を楽しめるようになりました。

伊藤宏武（As）、鈴木光男（Ts）、片桐基義（Ts）、小野健治（Ts）、宮田一希（Ts）、加藤
公章（Bs）、菊池健（Tp）、内山進（Tp）、池野浩之（Tp）、岡本嘉一（Tp）、伊藤猛（Tp）、
鈴木健史（Tb）、小栗成哲（Tb）、嘉山啓（Tb）、村松昌美（Tb）、原山重信（G）、原田
実（Dr）、亀山修己（Dr）、松井千秋（B）

キタラ
23日15:00

 浜松スイングバンド
結成 60年目を迎える老舗のバンドです。
メンバーは、40代から 70代、平均
年齢 64歳と少々高めですが、結成当時
のメンバーも健在で、毎週土曜日に集
まって音楽を楽しんでいます。若い方々の団員も募集中です！まだ開催時期は決まっ
ていませんが、60周年コンサートも実現したいと考えています。

高橋妙（Vo）、吉田治郎七（G）、杉原貫司（Pf）、伊藤道也（B）、高柳史江（B）、内藤英彦（Dr）、
堀内秀晃（Per）、内山竜二（Per）、原田励（As）、渭原康温（As）、高林工（Ts）、浜名秀敏（Ts）、
森部和則（Bs）、木下元邦（Tp）、渡辺賢二（Tp）、太田初男（Tp）、美和充（Tp）、
稲葉洋史（Tp）、橋本高明（Tb）内山俊宏（Tb）、古澤進也（Tb）、田邊晴康（Tb）

キタラ
23日13:30
⓴ Sound Manipulator 
　 Jazz Project
1999年に静岡大学 Jazz Phenomena、
SSHメンバーでバンド結成。浜松ストリー
トジャズフェスティバル出場を目標に毎
年 6月～ 10月の期間活動。主な練習場所は浜松、刈谷。メンバーは静岡県、愛知県、
岐阜県、滋賀県在住。コンテンポラリージャズ、ラテン、ポップス系の曲を中心に演奏。

藤田秀基（Pf）、亀山吉朗（B）、若杉佳功（Dr）、影山恵子（Per）、曽根康信（As）、冨田善明（As）、
岡崎雅（Ts）、辻田裕樹（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 (Tp)、井村紘子 (Tp)、中島信幸 (Tp)、山田浩司 (Tp)

キタラ
23日14:00

 Toyohashi Majestic 
　 Jazz Orchestra
私たちは地域の音楽家と愛好家との音
楽を通じた交流の場として生まれた、
豊橋市を拠点に活動する社会人ビッグバンドです! 現在、一緒に音楽活動ができる仲
間を募集中です！（募集パート：トランペット、トロンボーン）音楽活動の再開・機
会を求める方ならどなたでも申し込み可能です。本日は楽しんでいってください♪

水鳥絵理 (Vo)、冨田善明 (As)、丹羽誠司 (Ts)、長谷川将俊 (Ts)、福原徹也 (Bs)、
西村幸彦 (Tb)、桑原寛至 (Tb)、鈴木隆司 (tb)、岡澤貴之 (Tp)、辻脇聡志 (Tp)、
磯谷祐介 (B)、井保呂麻衣美 (Kb)、西村俊祐 (Dr)

キタラ
23日16:00

 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過ぎまで幅広い年
齢層、ジャズに限らずポップス・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。http://jazz-rebirth.org

小嶌 裕之 (As)、鶴田翔平 (Ts)、笹木孝訓 (Ts)、大熊康彦 (Bs)、木村太一 (Tp)、
関根聡 (Tp)、大庭康生 (Tp)、松井克宜 (Tp)、朝岡亮 (Tp)、原武 (Tb)、駒田立汰 (Tb)、
芹澤まみ(Tb)、嘉山啓(Tb)、遠藤幸夫(Pf)、清水啓司(G)、宮野栞里(B)、内田悠希(Dr)
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ステージONE
23日13:30

  east notes

静岡県立清水東高校の同級
生 4人組です。スタンダードジャズ、私達が子供の頃に流れていた 80’S～ 90’Sのポッ
プスを中心に、高校生だった当時のように、部活の後に集まって何となく始まるセッ
ションノリを懐かしんで演奏しています。ユーフォニウムからボーカルマイクに、
タクトからギターに、テニスラケットから鍵盤に、ドラムからカホンに持ち替えて、
とりあえず一曲いきます！

平井貴正（Vo）、久保田浩之（G）、山本裕一朗（Kb,Pianica）、千葉晋也（Per）

ステージONE
23日14:30

 bjd

ステージONE
23日15:00

 Mika

ハスキーで癒し系のボーカル NORIKO
と、変幻自在にメロディを奏でる YOICHIとの、Vocal & Guitar Duo。2021年 10
月に結成して以来、月に１回のペースで浜松市内でライブ活動を行っています。ボ
サノバやジャズを中心に、ジャンルにこだわらず、自分たちの好きな音楽を演奏し
てます。スリリングなひとときをお楽しみください。

坪井則子（Vo）、近藤洋一（G）

こどもジャズの演奏。子どもも親御さんもジャズが初めての人も楽しめる童謡をア
レンジしたこどもジャズをお聴きください。
Instagram【mika_kikaku】検索お願いします。

芦田美歌（Vo,G)、Teru(G)

ステージONE
23日16:30

  志央

大人がくつろいで楽しめる、懐かしくオシャレな楽曲
をお届け予定。普段はバンド Torcidoで主に活動中ですが、今回はソロの弾き語り
シンガーとして出場。Jazzや R&Bのテイストを感じつつも、歌モノらしい聴きやす
く綺麗なメロディーで、音楽の街浜松を華やかに彩ることができれば幸いです。
http://sound.jp/shio/

志央（Vo,Pf）

かじまちヤマハホール
23日12:00

 Tiny Tail

トランペット /フリューゲルホルンとギ
ターによるジャズデュオユニット。
2人のオリジナル曲やコンテンポラリージャズをお楽しみください。

松本真智子 ：https://tp115259790.wordpress.com/
原田和利 ：https://www.facebook.com/kazutoshi.harada.guitar/

松本真智子 (Tp,Flh)、原田和利 (G)

ステージ ONEの特別企画！浜松でジャムセッションホストをされている方々を招
いての一期一会、4つのスペシャルステージです。

松本真智子（Tp）、八重樫典子（Pf）、吉田昭嗣（B）

ステージONE
23日14:00

  ONE select
　 session 2

ステージONE
23日16:00

  Castles

名古屋で 30年以上ジャズギターで活躍
中のお城や歴史をこよなく愛する高橋秀司と、お城に興味はあるもののそれより美
味しい食べ物を愛するジャズボーカリスﾄみちよの 2人で結成されたギターデュオ。
1回のライブで１つのお城をテーマにギターで即興のオリジナルインストを演奏した
り、ジャズやポップス・ボサノバなど、どこかで聞いたことのある親しみやすい音
楽を演奏しています。

みちよ（Vo）、高橋秀司（G）

ステージONE
23日17:00

  ONE select
　 session 4

ステージ ONEの特別企画！浜松でジャムセッションホストをされている方々を招い
ての一期一会、4つのスペシャルステージです。

眞田桂子（Vo）、大軒聖子（Pf）、稲垣薫（B）

かじまちヤマハホール
23日11:00

 ブギ・ウギ・ピアニスト
　 高瀬啓伍

1998年 11月 15日生まれ。ブギ・ウギ・ピアノをライフ
ワークに、ピアノ・ブルースやラグタイムなど幅広いピ
アノ・プレイ・スタイルを展開する。また、コンポーザー・ピアニストとして楽曲制
作にも力を入れ、ジャンルにとらわれることなく多彩な音楽活動に取り組んでいる。
2022年 5月 26日に「Barrelhouse Brats」、同年 7月 16日に「Piano Palette」をリリー
ス。ジャパン・ブギ・ウギ・アカデミー 第１期生。

高瀬啓伍（Pf）

かじまちヤマハホール
23日11:30

 Jazz Trio 
　「音戯衆」

2005年、静岡県袋井市在住のサックス、クラリネット奏者 岡崎資夫氏の声掛けで集
まった 3人。これを切っ掛けに交流が深まり、個々に演奏活動しながら '17年より『音
戯衆ならでは』を模索しているピアノトリオです。

武田隆子 (Pf)、岩間 学 (B)、日内地貴則 (Dr)

かじまちヤマハホール
23日13:00

 236 Strings

コロナ禍にネットセッション「SYNCROOM」で知り合い、意気投合し、2020年 11
月にはリアルでも初共演を果たす。スイング感と歌心を重視するスタイルが極めて
近く、ナチュラルでしっとりした雰囲気の中にもジャズへの熱い想いが感じられる
コード楽器だけのデュオ。

小関信也 (Pf)、松本コウ (G)

かじまちヤマハホール
23日12:30

 Ground5

浜松周辺のライブハウスで出会
い、セッション等で切磋琢磨し
てきた県内のメンバーで今年度新たに結成したバンドです。通常のコンボジャズを
ベースにしつつも、最新のジャズが好きなメンバーも多く、そちらの要素等も積極
的に組み込み、より良く印象に残るサウンドを目指します。今回は、オリジナル曲、
ジャズ曲、ジャズアレンジ等を演奏する予定です。

酒井駿 (Tp)、小椋裕太 (As,Fl)、渡邉大地 (Pf)、吉田アマゾン昭嗣 (B)、君塚晃一 (Dr)

かじまちヤマハホール
23日13:30

 近岡英明と
　ダウンローズ

アルトサックスの近岡英明率いるカル
テットです。通常は東京で活動してい
ますが、今回は音楽の街である浜松まで足を運んでみました。60s～ 80sのビバップ、
ハードバップを中心とした演奏をお楽しみください。
昨年はクインテットで参加させていただきましたが、今年はカルテットでジャズの
街浜松を盛り上げたいと思います。

近岡英明（As）、ダウンローズ：岩野麻衣（Pf）、中村竜二（B）、榎戸勇人（Dr）

かじまちヤマハホール
23日14:00

 HarmonobleBand

浜松発 !!  HarmonobleBand (ハーモノーブルバンド ) 浜松必須のギタリスト !谷口
順哉。グルヴィーベーシスト !マイク ·ハマ。スーパードラマー !滑川博生。k-mix
ラジオ等にも出演 !のぶみ @鍵盤ハーモニカのオリジナル曲、4人のジャジーでブ
ルージーな演奏をお楽しみください 。

のぶみ (鍵盤ハーモニカ melodica,Pf)、谷口順哉 (G)、マイク・ハマ (B)、
滑川博生 (Dr)

ステージONE
23日15:30

  ONE select
　 session 3

ステージ ONEの特別企画！浜松でジャムセッションホストをされている方々を招い
ての一期一会、4つのスペシャルステージです。

Uncle Jhonny（Ts）、林耕平（Pf）、稲垣薫（B）

ステージONE
23日12:30

  Yona Yona 
　 in SYNCROOM

SYNCROOMは、オンラインで離れた
場所にいる人たちが、リアルタイムに音楽演奏ができる YAMAHAの音楽合奏アプ
リ。全国のミュージシャンと繋がり、新しい音楽仲間の輪が広がる夢のようなアプリ。
毎夜開かれるジャズセッション部屋で知り合った私たち 3人は東京、愛知、三重と
離れていて今回初めて会って、初めてリアルで一緒に演奏します。どうなりますか？
楽しみです。

Chico(Vo)、Panda Okazaki（Pf）、BLUESTONE（B)

ステージONE
23日12:00

  ONE select
　 session 1

ステージ ONEの特別企画！浜松でジャムセッションホストをされている方々を招い
ての一期一会、4つのスペシャルステージです。

高橋たえ（Vo）、林耕平（Pf）、西脇良典（B）

ソラモ
23日17:30

 HJA Nonet

浜松ジャズ協会がセレクトしたメンバーによる本日限りの 9重奏（Nonet)です。
L.A.在住のサックス奏者、グレン・キャッシュマンの作編曲による９重奏の刺激的
なサウンドをお楽しみください。

小野沢直行（As）、影山宣延（Ts）、堀孔明（Bs）、蒔田忠則（Tp）、吉田傑（Tp）、
白井宏司（Tb）、藤森潤一（Pf）、西脇良典（B）、下川亮介（Dr）

ステージONE
23日13:00

  Tears of Pop  
   

サックスとギターのデュオです。主にジャズのスタンダードをレパートリーとして
います。よろしくお願いします！！

CHIE（Ts,Sax)、林圭一（G）

ソラモ
23日17:00

 Kaku Conga

サックス、コンガ、ピアノ、ベースという構成でルンバ、マンボ、タンゴ、フラメ
ンコなどを独自のアレンジでお届けする南米音楽のタペストリー。
スタンダードジャズやオリジナル曲も含めた独創的なラテンジャズトリオ。

平岡格（Sax）、阿部順子（Pf）、高柳圭佑（B）、鈴木拓馬（Per）
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かじまちヤマハホール
23日17:30

 Piano & Guitar Duo 
　 Al dente
ジャズピアニスト・作曲家として長い活
動暦を持ち、今までに７枚のリーダー
アルバムをリリースしている藤田ゆかりと、シンガー・ソング・ライターとしての活
動も行う岡田アツシ。ギターとピアノだけの音色を紡いでジャンルや時代を超えて調
和した音楽は繊細で情熱的、ノスタルジックな音の風景を感じさせる。2021年 CD

「ニュー・シネマ・パラダイス」をリリースし、オリジナル楽曲も多く発表した。県内
はもとより東京・名古屋間でのライブ活動でファンを増やしている。結成６年になる。

藤田ゆかり（Pf）、岡田アツシ（G）

DUO1125 ピアノとヴァイオリン、
チェロのデュオ。昨年に引き継ぎ、
この歴史ある浜松ジャズウィーク
に出演致します。私たちは、普段ジャズを中心に、クラシック、ポップス、ラテン、オリ
ジナルなど様々なジャンルを演奏しております。「ジャズヴァイオリン」は昨今、日本で
も市民権を得られつつありますが、「ジャズチェロ」は、まだ日本では数人しか手をつけ
られておりません。本日は是非、この珍しい編成での『ジャズ』をお楽しみ下されば幸い
です。尚、本年 3月に NewAlbumをリリース致しました。チェロは 10年程前から始め、
メロディからベースライン、コード伴奏、弾き歌いまで、チェロのあらゆる可能性を模索中。

嶋岡聖子（Pf）、佐渡文彦（Vln,Vc）

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。

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

かじまちヤマハホール
23日19:00

 Seiko Project

色々なジャンルの音楽を jazz player が演ると こんな感じっていうサウンドをお届
けしています今回は上原ひろみさんナンバーを混ぜて演奏します。

神田敬子 (Acc)、小椋 裕太 (As, Ss,Fl)、momo(Vo,dance)、星合厚 (Dr)、
笠井雄真 (B)、大軒聖子 (Pf)

ザザシティ中央広場
23日16:00

 ICE CREAM CAKE

1990年代半ばより活動を続けるジャズ
ファンクバンドです。インコグニート、ブランニューヘビーズ、カウントベイシッ
ク等を演っています。近年はコロナ禍で演奏する機会が減っていますが、今日は数
少ないライブを楽しみたいと思います。一緒に踊りましょう。動き回るベーシスト
に要注意！ Let's groove!

和田（Vo）、内村（Vo）、末永（Vo）、福士（G）、足立（Kb）、宮平（B）、平鍋（Dr）、
森藤（Per）、篠田（Tp）、森口（Tb）、伊藤（Ts）

ザザシティ中央広場
23日17:00

 青山ばんど

今年で結成 20年、パワーあふれる Funkyさに加え、枯れた味わいも帯び円熟味を
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(Org)、
Mike Hama(B)、Datetch(Dr)

かじまちヤマハホール
23日18:30

 VSOP
25年ぶりにストリートジヤ
ズに VSOP参加させて頂きま
す、今回はコロナに翻弄され
たジャズフェスを盛り上げる
ためジャズとヒップホップの
融合を先駆的に開拓したロイ
ハーグローブのホーンとボー
カルのハーモニーを観客と共に盛り上げていくステージをお送りしたいと思います。

大庭豊（As)、広岡成一（Pf）、清水武朋（B)、山崎大介（Dr)、村松菜緒子（Ss,Vo)、
澄田桃子 (Vo）

ザザシティ中央広場
23日14:00

 TK3

浜松の実力派ボーカリスト、高橋たえ、
眞田桂子の２人と、独自スタイルのプ
レイを得意とする三田しょうじによるアコースティックユニット。Jazzや R&Bな
ど各方面で活躍する３人はあえてこのユニットでは 2000年代以降のジャンルを超
えた名曲カバーにこだわって演奏しています。またライブのみならずハイクオリ
ティーな配信も TK3の特徴的な活動のひとつです。３人が織りなす歌と演奏としゃ
べくりをお楽しみ頂けたらうれしいです！

高橋たえ（Vo）、眞田桂子（Vo）、三田しょうじ（G）

ザザシティ中央広場
23日13:00

 Orz

Street Jazz Festivalに、5回目の出演をさせて頂きます。
最近は、練習の時の話題が不健康自慢とエロ話になっています。
一昨年からいろいろありましたね。今日も一生懸命頑張るもんで、よろしくお願い
します。

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

ザザシティ中央広場
23日15:00

 Vega

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
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
23日12:30

 なさまさ Ver.2.1

フュージョンバンドです。「昔クロスオーバーやってたよねぇ！」というおっちゃん
達５人のバンド。永く楽器から離れていてまだまだリハビリ中のメンバーも居ます。
特に「誰の曲」とは拘らず、古い曲から最近の曲まで、気に入った曲をコピーする「スー
パーオムニバスごった煮バンド」です！　大したことはできませんが、暖かい目で
一緒に楽しんで頂けると嬉しいです！！ ̂ o^v

酒井義文 (G)、大杉幸生 (As)、脇田悟 (B)、丸山昇 (Dr)、長渡真 (Kb)

ザザシティ中央広場
23日15:30

 Groovin' High

ハママツ・ジャズ・ウィーク
オリジナルTシャツ

各イベント会場・ヤマハ浜松店にて販売しています。

1994年結成のフュージョンバンドです。CASIOPEAのカバーを約 28年間やり続け
ています。

杉田敏員 (B) 、杉田祐子 (Kb) 、平山和孝 (G) 、野村浩司 (Dr)

ザザシティ中央広場
23日13:30

 トシちゃんブラザーズ

70/80年代のフュージョン曲や Jazz-Funk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
23日16:30

 The Moody 
　 (K) nights

Street Jazz Festival初登場です。
1999年結成。Kb/Vo、G/Vo、B、Dr の４人組。実は Jazzテイストが隠し味の (?)
R&B系、FUNK系が得意です。ピアノマン青野の歌声、ギターが楽しくて仕方ない
小僧ひゃー、そんなフロントをベースひがしとドラム浩一郎の息が合ったコンビで
屋台骨を支えます。見て楽しい聴いて楽しい演奏をお送りします。

青野友彦（Kb,Vo）、新村浩也（G,Vo）、東督克（B）、吉田浩一郎（Dr）

かじまちヤマハホール
23日15:30

 吉良海人トリオ
昭和音大ジャズコース 3年の吉良海人をリーダー
として今年結成されたピアノトリオです。他のメ
ンバーは同じく昭和音大 2年生の冨野孝介、そし
て近所の会社員の石田遥祐です。ジャズのスタン
ダードナンバーとオリジナル曲を中心に、メン
バーそれぞれの個性が光ることを大切にしていま
す。神奈川県と東京都内を中心に活動を拡大して
おり、今回は静岡県初進出です。よろしくお願いします。

吉良海人（B）、石田遥祐 （Pf）、冨野孝介 （Dr）

浜松を中心に勢力的に活躍するメンバーで前
身のバンドを結成したのが約５年前、紆余曲
折ありつつ今に至る。「他の誰かのような演奏
ではない、今の君たちにしか出せない演奏が
聴きたいんだ。」というのはいつか誰かに言わ
れた言葉。メンバーそれぞれの個性を最大限
に生かし、自分たちにしか出せない色合いを
求め、今日のこのステージに臨みます。

松本真智子 (Tp)、渡邉大地 (Pf)、磯谷祐介 (B)、下川亮介 (Dr)

かじまちヤマハホール
23日16:00

 てとらくろーま

かじまちヤマハホール
23日16:30

 アメリアバンド
ボーカル AMELIAを中心とするジャズ＆
ボッサユニット。ボーカル AMELIAは、
三井物産勤務時代にブラジル・リオに 3年間駐在。帰国後、OLの傍らブラジル音楽
普及ライブ活動開始。そこにリオの風を感じさせてしまえる希有なシンガー。ジャ
ズを 5年間ケイコリーに師事。ジャズとボサノヴァを融合したライブ（1つの曲、例
えば All of Me、Tea for Two、Fly Me to the Moonなど、ボサノヴァ（ポルトガル
語）⇔ジャズ（英語）で演奏）など、お客様にジャズとボサノヴァのリズムの違いを
楽しんで頂けるスタイルのライブでジャズフェス、各音楽祭に積極的に参加してい
る。今回はお客様参加型の楽しめる内容で参加する予定。

AMELIA(Vo)、寺澤誠（G)、渥美尚志（Pf,Kb)、西村ヒロ（B)、川口大明（Per)

かじまちヤマハホール
23日15:00

 JazzDialogue

結成 25年、独自の世界観の創出を志し
活動。Jazzの手法を取り入れたオリジナ
ル曲を創作、2015年 ”Jazzy”リリース。2021年 ”中也 COVER”リリース。中原中也
の詩の朗読とオリジナルピアノ曲を融合させた意欲作。アマゾン、iTunes他で販売中。
視聴は https://wacooky.com/JazzDialogue/CDhttps://wacooky.com/
JazzDialogue/CD

鈴木麻美 (Vo)、藤森潤一 (Pf)

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。HJW
への出演に向けバンドを結成し、今回で 4回
目の出演です。これまで以上の演奏をお届けしに浜松に乗り込みます！！

大川拓人 (G)、松田匠真 (Pf)、笠井雄真 (B)、内田行紀 (Dr)

かじまちヤマハホール
23日17:00

 関西代表

かじまちヤマハホール
23日14:30

 浜松 Jazz Machine 4

1940年代、演奏を終えたミュージシャンが夜な
夜な集まり、ニューヨークの 52番街で切磋琢磨
して熱いセッションを繰り広げたあの時代！あ
の雰囲気をお届けします！ジャンル：モダンジャ
ズ（4Beat Jazz）メンバー：浜松・静岡・愛知を中
心に活動中のジャズを愛するミュージシャンで
構成。

森山瑞樹（As）、大軒聖子（Pf）、西脇良典（B）、山田裕朔（Dr)

かじまちヤマハホール
23日18:00

 DUO1125



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

※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。
※表記の開場・開演・終演時間は予定です。

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

今後の感染状況により、公演内容に変更が生じたり、開催中止となる場合もございます。 あらかじめご了承ください。 ホームページにて最新情報をご確認ください。

10.23 SUN

ライブ配信あり

会場：アクトシティ浜松・大ホール　開場：12:00　開演：13:00　終演：17:15(予定)

サラ・オレイン 

曽根麻央 
“Brightness of the Lives” 
 with スペシャル・ゲスト 馬場智章

サラ・オレイン (Vo)

中林万里子 (Pf)
金子健太郎 (G)
竹下欣伸 (B)
高橋信之介 (Dr)

Part 2
Part 1

Part 3
原信夫とシャープス＆フラッツ
～ 巨匠に捧げるオマージュ 蘇る伝説のサウンド！ ～

10.21 FRI [ 連携公演 ]  ヤマハリゾート 葛城北の丸  出演

曽根麻央 (Tp, Pf)
馬場智章 (Ts)
井上銘 (G)
山本連 (B)
木村紘 (Dr)
二階堂貴文 (Per)

佐久間勲 (Tp), 岸義和 (Tp), 菊池成浩 (Tp), 鈴木まさあき(Tp), 橋本佳明 (Tb), 髙橋朋史 (Tb), 粉川忠範 (Tb), 堂本雅樹 (Tb)
大山日出男 (As, コンサートマスター ), 土井徳浩 (As, Cl), 佐藤達哉 (Ts), 広津誠 (Ts), 丹羽康雄 (Bs), 
西直樹 (Pf), 岩見淳三 (G), 佐瀬正 (B), 稲垣貴庸 (Dr) 

ファミリーJAZZコンサート

～「ウォーターメロン・マン」誕生60周年 ： ハービー・ハンコックの足跡を振り返る音の旅～

10.16 SUN

JAZZトーク

10.22 SATネクストジェネレーション ジャズステージ

街のジャズクラブ10.15 SAT -23 SUN 

スチューデント ジャズ フェスティバル10.15 SAT
出演：浜松市内外で活動中のバンド

会場：キタラ、ソラモ 開演：13:00

会場：キタラ、ソラモ、ザザシティ浜松中央広場、かじまちヤマハホール、ヤマハ浜松店ステージONE、
          アクトシティ浜松サンクンプラザ
開演：11:00（会場により時間が異なります）

会場：浜松市内ジャズクラブ等

出演：福本純也ファミリーJAZZグループ
　　 福本純也(Pf, Arr)、坪根剛介(Dr, Per)、東野恵祐(B)、
       マヤコ(Vo)、神谷美帆(Vo)

出演：RINA(Pf)、佐藤潤一(B)、小田桐和寛 (Dr)

会場：クリエート浜松・ホール
① 開場：10:00 開演：10:30
② 開場：13:30 開演：14:00

ジャズと落語のスペシャルエンターテインメントショー
～ジャズと日本の名曲の調べ ＆ 春風亭昇太 落語～

～君も素敵なミュージシャン！ 世界にはカッコいい音楽がいっぱい！～

10.18 TUE

会場：浜松市勤労会館 Uホール開場：17:30　開演：18:30

エレクトーンスペシャル JAZZライブ

10.20 THU
会場：トゥルネラパージュ　開場：18:30　開演：19:00
講演：高木信哉 （ジャズ評論家）　予約・問い合わせ：053-455-7100

RINA Trio スペシャルコンサート10.21 FRI

会場：かじまちヤマハホール (ヤマハ浜松店 8F)
開場：18:30　開演：19:00

会場：かじまちヤマハホール (ヤマハ浜松店 8F)   開場：13:30　開演：14:00

出演：全国選抜 中・高校生ビッグバンド
講評：守屋純子（Pf, Arr）、岡崎好朗（Tp）

入替制

会場：かじまちヤマハホール　開場：18:00　開演：18:30

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）

～ジャズとクラシックのクロスオーバーを探る～

出演：倉沢大樹(El)、AYAKI(El)　予約・問い合わせ：053-454-2770

出演：ウィリアムス浩子(Vo)、  鈴木央紹(Sax)、武本和大(Pf)、 井上陽介(B)、小松伸之(Dr)
スペシャルゲスト：春風亭昇太(落語,Vo,Hca)

ストリート ジャズ フェスティバル

 10.22 SAT
 10.23 SUN

出演：静岡大学Jazz Phenomena ほか　講師：篠原正樹（Tp）

The 30th 皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

故 原信夫
 ( リーダー )

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

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

イオンモール浜松市野（1F シンフォニーコート）  ……  053-468-1880
浜松市東区天王町 字諏訪 1981-3

バー 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

オークラアクトシティホテル浜松  パガニーニ  ……  053-458-1233
浜松市中区板屋町 111-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ヤマハ浜松店  かじまちヤマハホール  ………………  053-454-4111
浜松市中区鍛冶町 321-6

ヤマハ本社  イノベーションロード  …………………  053-460-2010
浜松市中区中沢町 10-1


