
  

出演バンド 
 

 

セクシーダイナマイトジャズオーケストラ 
セクシーダイナマイトジャズオーケストラは、メンバーの過半数

が女性で編成される東京の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。 

 これまでに、トロンボーンのアンディ・マーティン、トランペッ

トのウエイン・バージロン、クレイ・ジェンキンス、サックスのエ

リック・マリエンサル、ボブ・シェパードとの共演を果たし、今後

も精力的な活動をしていくため続々イベント計画中です。 

 

 

LA GiRALDiLLA 
1998 年に結成。Latin Jazz をメインに JAZZ のスタンダードナンバー、CUBAN 

LATIN、そしてオリジナル曲をアレンジ、演奏している。 

半数が CUBA 発の Latin Sound を指向し、各人がハバナ、その他の CUBA 各地

を数回、十数回訪問。Latin Sound のビート、トロピカルなムード、 熱気を

伝えるヒートをそのステージに表現。オリジナル曲では、Cuba 人の著名ピア

ニスト Alexis Boshu 氏がアレンジを手掛ける。現在、東京 (新宿 JAZZ SPOT J )

を基点として、川崎 JAZZ ぴあにしも、ひたちなか Something、札幌 HABANA 等

でライブ活動をおこなっている。また同時に各種のパーティー、イベント、な

どにも出演。 
 
フィールド・ハラー・ジャズ・オーケストラ  
富山県砺波市を拠点に活動する社会人ジャズバンド。メンバーは富山県、石川県から計 20 人。1970 年代に砺波

で軽音楽バンドとして結成。78 年頃から、県内外の実力派プレイヤーが集まるようになり、本格的にジャズを演

奏。1992 年、94 年の２回「全日本社会人ビッグバンドジャズコンテスト」で優勝。その特典として 93 年、95 年

に「モンタレー・ジャズ・フェスティバル」に出演。95 年から毎年、海外からゲストプレイヤーを招いてコンサ

ートを開催。これまでボビー・シュー、

エリック・マリエンサル、ビル・ワトラ

スなどを招聘。さらに、99 年には、日本

の社会人ビッグバンドとして初めてス

イスの「モントルー・ジャズ・フェステ

ィバル」のオーディションに合格し、出

演した。 
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第３回ふるさとのジャズ交流祭 in 斑尾 
平成21年8月22日（土）～ 23日（日） 

新潟県・長野県 斑尾高原 特設野外ステージ 
 

8/22（土） 

 開 始 終 了 出演バンド 

   開会挨拶 

1 10:00 10:30 アンサンブル★グリーン(可知日出男) 

2 10:30 11:00 Fruit Viking 

3 11:00 11:35 大団円 

4 11:35 12:15 THE SQUALL（新潟） 

5 12:15 12:55 山口ミルコとミルコーン 

6 12:55 13:35 MistyーQ with 門馬瑠依 

 13:35 14:00 New Orleans 募金 

7 14:00 14:40 都庁 SWING BEATS BIG COMBO 

8 14:40 15:20 マイケル伊藤クインテット with 豊嶋映子 

9 15:20 16:00 Caliente 

10 16:00 16:40 エザルタード・サンバ・ブラス・バンド 

11 16:40 17:20 えりーとジャズオーケストラ 

12 17:20 18:00 Yamana Band 

 18:30 21:00 斑尾ジャズ交流パーティー（山の家） 

8/23（日） 

13 10:00 10:40 伊佐津和朗 4 (長野) 

14 10:40 11:20 Happy Jam 

15 11:20 12:00 樫山英人カルテット(長野) 

16 12:00 12:40 トライセラ・ジェット・グラフィティ 

17 12:40 13:20 Dragon Exｐress 

 13:20 13:35 New Orleans 募金 

18 13:35 14:15 神戸物怪楽団（神戸） 

19 14:15 14:55 Sexy Dynamite Jazz Orchestra 

20 14:55 15:35 La GiRALDiLLA（ラ・ヒラルディジャ） 

21 15;35 16:15 Field Holler Jazz Orchestra（富山）   

   閉会挨拶 
 

主 催 ふるさとのジャズ交流祭実行委員会 

協 賛 

ヤマハ、サッポロビール、富士ゼロックス長野 

ポーラ・オルビスホールデイングス、St.Cousair 

朝日ネット、味の素、味の素ゼネラルフーヅ 

カルピス、メルシャン、ミツエイ 

 

 

 

 

 

 

協 力 

斑尾高原スキー場、斑尾高原ホテル、サンパテ

イックホテルズ、高原観光バス、中野市・都市と

農村の交流実行委員会、斑尾高原ペンション

村、TCM 技研、システム展、山和組、ヒロキスタ

ジオ、ジャズスポットＪ（新宿）、ななかまど（代々

木）、日本ルイ アームストロング協会、東京都

社会人ビッグバンド連盟、関東アマチュア ビッ

グバンドジャズ連絡会、「楽器族」ブラストライ

ブ、リットーミュージック、あ・える倶楽部、日本

旅セラピー協会、雑誌スウィングジャーナル、雑

誌 Jazz Life、Jazz World、雑誌ジャズ批評、

ENSEMBLE★ GREEN ”SP”、アートいっぽ 

 

 

 

 

 

 

後 援 

斑尾高原観光協会、妙高市豊葦地区協議会、

朝日新聞社、信濃毎日新聞社、週刊長野新聞

社、SBC 信越放送、FM 長野、（財）八十二文化

財団、長野県、長野県教育委員会、信州・長野

県観光協会、長野市、長野市教育委員会、飯

山市、飯山市教育委員会、飯山市観光協会、

中野市、信州なかの観光協会、妙高市、妙高

市教育委員会、妙高市観光協会、都市農山漁

村交流活性化機構（まちむら交流機構）、都市

と農山漁村共生・対流推進会議（オーライ日

本）、日本学校ジャズ教育協会、教育新聞社 

 
妙高市地域の元気づくり活動助成事業



  

あいさつ 
「斑尾ジャズ０９」にようこそ。3 年目を迎えるこの市民ジャ

ズの祭典は全国から大勢のジャズファンが集結する特異な

イベントとして注目されています。それは自分たちの力で企

画・運営し、参加する人々が何がしかの貢献をすることによ

って、すべてが総合化され、作品に仕上がっているからで

す。これは所謂「斑尾方式」と呼ばれ、そこにインプットされ

る無償の持続的努力は「斑尾ジャズ」という地域の文化を支

え、次代に継承されてゆきます。聖地にジャズが戻り、本日 

 参加いただいた皆様と一緒にジャズを

演奏し、聴き、楽しめることを誇りに思い

ます。ジャズを通じて心をひとつにできる

からであります。お好きなスタイルで、自

由に、ジャズをお楽しみ下さい。時はゆ

ったりと流れてゆきます。 

実行委員長  新山 敏 
司 会                      

「斑尾ジャズ」３回目となりましたね。演奏者の参加型とい

う従来にない方式の催しが定着してきた

ようで何よりです。昨年よりもさらに多くの

皆さん（企業、団体）に協賛、協力、後援

をいただいているのも大変心強い限りで

す。今年も２日間、標高 1000ｍの高原で

皆さんと一緒にたっぷりジャズを楽しみま

しょう。 

実行委員会顧問  幸田 稔 
 

森田一義（「Ｊ」取締役宣伝部長）さんからのメッセージ！ 

昨今の経済情勢などを考えると大き 

いジャズのイヴェントを持続させるのは 

とても大変なことと思います。 

こうした状況の中で「斑尾ジャズ」が 

新しい催し物のあり方を世に問うている 

のではないでしょうか。この“社会人バン 

ドの祭典”が末永く続くことを願ってやみ 

ません。新宿「Ｊ」にもぜひお立ち寄り下さい。 

 

バードマン幸田（Live House 新宿「Ｊ」の店主） 

山口 義憲（日本ルイアームストロング協会） 

門馬 瑠依（ボーカリスト） 

林  紗智（P.ぶーわんオーナー） 会場スタッフ 
実行委員会 ｽﾃｰｼﾞﾘｰﾀﾞｰ 

舞台監督 

猪谷静雄 

山田和彦 委 員 長  

副委員長 
顧   問  
事務局長

委   員  

新山  敏 
林  靖夫 
幸田  稔 高橋  武 
坂根  格 
豊村泰彦 可知日出男 河田為雄 
新木貴治 武田  徹 

斑尾協力委員会  

助 監 督 

舞台制作 

舞台装飾 

音   響 

照   明 

出演者管理 

楽屋調整 

会場ﾘｰﾀﾞｰ 

補   佐 

原田真理 

猪谷静雄 松村  潤 

丸山浩樹 

宍戸  實 

宍戸  實 

可知日出男 

斑尾協力委員会 

林  靖夫 

丸山和彦 山田輝男 佐藤  寛 

南雲  徹     

総合司会   

委 員 長 
副委員長 
 
顧   問 
委   員 

 
 
 

林 靖夫 
丸山和彦 山田輝男 佐藤  寛  
南雲  徹 
門田紘一 
北原俊雄 中川さつき 福井栄二 
斉藤昌一 小川  彰 藤村昭彦 
石岡恵博 武藤  茂 川崎  豊 
市村  勝 朝倉久夫  高田  弘 
広部  睦 松山参冶 増田敏納        

小林和広 杉木修一 

バードマン幸田（幸田  稔） 

早大モダンジャズ研究会ＯＢ、Live House 新宿「Ｊ」のオー

ナー、各地の JAZZ 祭､コンサートの司会者として活躍中！ 
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出演バンド 
 

樫山英人カルテット 

長野県佐久市生まれで、同在住です。地元を中心に目立たないように活動しています。フ

ェイバリットミュージシャンはウェス・モンゴメリー、グラント・グリーンなど。 

今回の斑尾のステージは、ギター、アルトサックス、ベース、ドラムスのカルテットで演奏

します。 

. 

 
 

 

トライセラ・ジェット・グラフィティ 
ジャズ・コンボによくある話で、バンドと称していてもメンバーは 常に流

動的。今回のメンバー内では、バンドの起源としては 1993 年 まで遡るこ

とが可能。バンド名は 2001 年より使用している。活動は それほど積極的

ではなかったが、最近は横浜ジャズ・プロムナード や池袋ジャズ・フェス

ティバルなどに出演するなど、それなりの実 績を出している。トリオかカ

ルテットでの活動が主だが、今回は Lee-Sarah Special Bigband よりテナ

ー・サックス奏者を迎え、クインテットにて演奏します。 

DRAGON EXPRESS 
2004 年結成。法政・中央・早稲田・創価などの学生ビッグバンド出身者

に、リーダー中山が直接声をかけてメンバーを集め、同年秋に行われた創価

大学の学園祭で初のステージを行う。2005 年３月下旬以降一時解散状態に

なっていたが、2008 年３月下旬のライブで復活公演を果たし、以後は年２

回ほどのペースでステージを行っている。バンドのコンセプトは、「ビッグ

バンドでしか表現できないパワー・サウンド・ドライブ感を余すところなく

表現し、とにかく楽しいステージを創る」。得意とする Fast Swing を軸に

Samba・Waltz・Slow などを交えた選曲で、毎回ステージに臨んでいる。 
 

 

 

 
神戸物怪楽団 

音に聞こえた神の戸に四つの怪あり。関西を中心に圧倒的存在感を有する身

体表現者、「デカルコ・マリィ」率いる、曲者音楽家の集まり。淀川河畔 は

北河内 随一の異彩。物の怪、其処の怪、御楚々の怪を唱え、神出鬼没、八

面六臂の活躍。知る人ぞ知るアングラダンサー「デカルコ・マリィ」の美し

くも奇怪な舞は斑尾の野に如何に谺するか。演奏者も関西から外国まで数多

の地に蠢く奇才ぞろい。刹那に発生した音を紡ぎ上げ、音と舞を縫い合わせ

る。はたして斑尾の夏空に怪しの影法師は浮かぶのか！メンバーは、デカル

コ・マリィ（dance）、有本羅人（trumpet,bass,clarinet,etc.）、野津昌太

郎（guitar,etc.）、田中康之（percussion）。 
 

 

 

斑尾ジャズ’０９交流パーティー at まだらお山の家   8 月 22 日（土） 18:30～21:00 

 

時間(午後）     内 容 出演者 

6:30 6:40 開会～挨拶/乾杯 新山委員長/妙高市長/飯山副市長 

6:40 7:40 演奏～第１セッション ①Field Holler Jazz Orchestra（富山） 

      ②山口ミルコとミルコーン 

      ③Happy Jam 

      ④Yamana Band 

      ⑤トライセラ・ジェット・グラフィティー 

      ⑥ラ・ヒラルディジャ 

7:40 7:50 スタッフ紹介/料理紹介   

7:50 8:50 演奏～第２セッション ⑦THE SQUALL（新潟） 

      ⑧The Fruit Viking 

      ⑨Sexy Dynamite Jazz Orchestra 

      ⑩マイケル伊藤クインテット with 豊嶋映子

      ⑪都庁 SWNG BEATS BIG COMBO 

      ⑫斑尾 JAZZ 記念オーケストラ 

8:50 9:00 集合写真／閉会    
７ 

誰でも参加できます。参加される

方は下記へお電話下さい。 
実行委員会事務局：0269-64-3505
(斑尾エルムペンション) 
参加料は 4,000 円（中学生以下は

1,000 円）です。 
「斑尾ジャズ記念オーケストラ」の

紹介・演奏が計画されています。 



  

出演バンド 
  

Yamana Band 
ジャズ･ヴォーカルをこよなく愛すアマチュア・プレイヤーにより、約 20

年前に結成されたヴォーカル中心のビッグ・コンボです。現在は、アラサー

の女性ヴォーカル、アラフォーの男性ヴォーカル＆ドラマー、そしてアラカ

ンの管楽器＆リズム・セクション・プレイヤーが集う、二世代バンドです。

レパートリーは、ジャズ・スタンダード、ブラジル音楽、ロック、R&B とメ

ロディが美しければ「何でもあり」。オリジナル・メンバーは、1982 年に開

催された「第 1 回 Newport Jazz Festival」で、斑尾高原ホテルのラウンジ

で演奏させてもらいました。約四半世紀ぶりの斑尾を楽しみたいと思います。 
  

伊佐津和朗クインテット 
伊佐津氏は、東京歯科大学在学中から早大ジャズ研に参加、都内ライブハウスな

どに出演。安曇野市にて歯科医院を開業する傍ら、日本ビブラフォン協会の会長（２

代目）を勤め、ホテルの営業からストリートライブまで幅広く活躍中。結婚当初は

夫婦でカルテットを組んでいた時期もありましたが、今はそれぞれに自己のグルー

プを結成して活動。二人の子供にそれぞれ幼稚園、小学校の頃からビブラフォンと

ヴォーカルの調教を開始。現在、夫婦それぞれこのファミリーグループを結成して

活動しています。 
 

シニアジャズバンド Happy Jam  
仕事や子育てが終わり、これからの永い人生を有意義に過ごすため、聴くことで満足していた音楽を演奏して

みたいと思うことから始まりました。「人前で楽器を演奏できたらどんなにいいだろうと思った若い時代の夢と憧

れを実現したい」「以前少しやっては止めた楽器をもう一度やりたい」の想いがそうさせました。横浜市都筑区近

隣の音楽好きのシニアでジャズバンドを組み、童謡～演歌～JAZZ まで楽しく練習しています。男女混成メンバー

20 名、平均年齢 60 歳台、2002 年にバンドを結成してから７年目です。私達が Jazz を演奏するということは、音

楽を楽しむと同時に、万病予防の健康体操でもあります。 
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出演バンド 
 
 アンサンブル★グリーン"Special" 

 リーダー可知日出男は、１９９０年１月に音楽関係の仕事から独立して、グ

ループを立ち上げ、プロとしての演奏活動を始めました。長野・千葉・神奈川

など、各地の学校に、教えに来ていたこともあります。「人の心に届く音楽」「一

緒に喜び合える音楽」が信条。イベント演出やパーティーなど＜実用音楽＞の

世界で活躍してきました。湾岸イベント、人権フェステイバル、川崎市の成人

式でも歌唱。東京都ヘブンアーティスト本選出場。最近は、Belly や Street な

どの舞踊ともコラボし、より深い世界を追求中。 

今回は、可知日出男（Fl,Sax,Cl,Vo）と、新藤美緒（Ｐ，Ｖｏ）、ＪＡＣＫ

ＳＯＮ尚太郎（G/Fruit -Viking）、紺野将敬（Ds/大団円）の４名を中心に演

奏します。 
 

 

The Fruit Viking 
ボーカルの千秋とギターのショータローによる 
アコースティックデュオ。オリジナル曲を中心にボサノバや洋楽曲のカバーも

取り入れ福島県新白河近辺で活動してます。 
千秋の透き通る声とショータローの優しいギターの音色をお楽しみください。

 
大団円 
2005 年夏、京都で何らかの表現活動に関わる者たちによって動き出し

た。経験や分野を問わず様々な人が出入りする半オープン半クローズの

環境の中で、日常の会話、付合い、遊びなどを作品に結んでいくワーク

ショップを形成。公演では即興演奏を軸に、うた、朗読、舞踏、ペイン

ティング、編み物などさまざまな行為が交錯するライブを発表。その後

活動の拠点を東京に移し、音楽と舞踊を中心としたセッションプロジェ

クトとしての性格を強めていく。瞬間に生まれる音や踊りを通じて観客

の方々や斑尾の地霊たちと対話してみたい。  
 

ＴＨＥ SQUALL 
これまでは、あまり出演のなかったバンド形態（ウィンドシンセなど）や新

潟からの参加という事で、是非がんばりたいと思います。 

THE SQUARE ひとすじ！ 

メンバーは、岡崎孝一（Asax&WX7）、古島健（EB）、穴澤正巳（EG）、番勝徳（Dr）、

星野実（Key）     
 

 
 

平成 19 年開催の全国新酒鑑評会で金賞受賞！ 
奥信濃に良酒あり。 

醸造元 明治初年創業 
 株式会社 田中屋酒造店 

長野県飯山市大字飯山 2227／

TEL0269-62-2057FAX0269-62-1203 http://www.mizuo.co.jp 

 

ゲーム機械のことなら何でも 

お気軽にお問い合わせください 

テーブルゲーム機の修理解体廃棄も承ります 

三井ゲーム 
 

TEL 0269-62-0731  FAX 0269-62-1839 

爽やかな暮らしを創造し、清潔・安心・快適な暮らしのパートナー  ミツエイ株式会社 
  

地球環境を意識してさらなるビジネスステージにアプローチ 
◇塩素系漂白・殺菌剤（キッチン用、衣料用、業務用）◇除菌漂白剤         

◇液体酸素系漂白剤◇液体洗濯洗剤◇ソフター（柔軟仕上げ剤）          

◇塩素系カビ取り剤◇食器洗剤◇お風呂の洗剤◇パイプクリーナー        

◇クレンザー◇トイレクリーナー（酸性、アルカリ性）◇アルコール製品 

 
ミツエイ株式会社 http://mitsuei.jp/ 
〒972-8338 福島県いわき市中部工業団地 6-5 Tel0246-72-1218 Fax.0246-72-1235 
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出演バンド 
 

 山口ミルコとミルコーン 
1995 年、千葉県で結成したオリジナル・フュージョンバンドです。メンバー

それぞれが作曲を担当し、きわめて「公平な」レパートリーの拡大をしている

のが特徴のひとつです。当初はイベント･バンドでしたが 3年目から東京、千葉 

 

埼玉でライブ活動を展開してきました。今回が初の「ジャ

ズフェス」参加となります。昨年から久しぶりにオリジナル

メンバーの山口ミルコが再加入。よりパワフルな演奏を目指し

ます。メンバーは、山口ミルコ(sax.&reeds)、児玉信一郎

(sax.&fl.)、柚木茂(g.)、村松直政(b.)、岡部太郎(ds.)。 
 

 

 

MistyーQ with 門馬瑠依 
プログレキーボードをバンマスに、ロックンローラーベース、ボサ

ノバギター、オールマイティドラマーの 4 人で 2005 年末に結成し、

果敢にもスタンダードジャズを始めて 3年半になります。ライブは美

人女性ボーカルを必ずゲストに呼んでいます。自主制作 CD も２枚作

りました。主なメンバーがへーベルハウスでお馴染みの旭化成関係な

ので、観客も住宅業界のジャズファンが多く集まり、新宿 Jazz Spot J

でのライブは業界のたまり場にもなっています。これからも様々な美

人ボーカルと絡んでいきます。 
 

 都庁スイングビーツ  

終戦後の昭和 23（1948 年）年に私たちの大先輩が設立し、今年で創立

61 年。1974 年から日本産業音楽祭に毎年出演し、最優秀賞受賞多数。1996

年第 15 回浅草アマチュア・ジャズ・コンテストでグランプリを受賞、初

の海外遠征としてオーストラリアの「マンリージャズフェスティバル」出

演。2000 年以降毎年阿佐ヶ谷ジャズストリート出演。04 年、05 年、09 年

と 3 回のニューヨーク 演奏旅行を行い、バードランド出演やフランクフ

ォスタービッグバンドとの共演 を果たしています。斑尾 3 回目となる今

年は、ビッグコンボとしてステ ージに上がります。 

内装工事、テント、舶来雑貨 
ヨガ教室 マルヤマ サキ RYT 

（有）丸山商会 
 

飯山市本町中央 TEL0269-62-2052 

 

酒類・米殻 

有限会社 八幡屋 
 

〒944-0016 妙高市美守 3-14-2 
TEL0255(72)6645 FAX0255(73)7720 

日本の民家を次代に引き継ぐ 
古来の技を今の住宅に活かす 

有限会社 勝山建設 
http://katuyamakensetu.com/ 
info@katuyamakensetu.com 

〒383-0053 長野県中野市草間 874 
TEL 0269-23-2266 FAX 0269-23-2267 

 
プロパンガス ・ 灯油 ・ ガス器具 ・ 配管工事一式 

（有） 斉 藤 商 会 
 

飯山市大字飯山本町 1171 

TEL 0269-62-3267 FAX 0269-67-2933 
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出演バンド 
 
マイケル伊藤クインテット with 豊嶋映子 
 新宿の老舗ジャズバーブラックサンで出会い結成、今回で 3回連続出場のジャズコ

ンボ。ブレッカー命のテナー、マイケル伊藤を初めとして端正なトランペッター、木

谷賢一、各地のコンテストでグランプリを受賞している強力なピアニス

ト寺島優樹、斑尾実行委員の巨体ベーシスト坂根格、ドライブ感抜群の

ドラマー鈴木しげる以上のクインテットに加え今年は女性ボーカリト豊

嶋映子が参加。学生時代、日テレ「恋から」に出演、美形とはうらはら

の迫力の歌声をお聞きください。現在は都内、横浜の有名ジャズクラブ

に好評出演中！舞浜でも時々会えます。  
 

Caliente（カリエンテ） 
昨年も「斑尾 JAZZ 祭」に参加させていただいた Funky Jazz Band

『Caliente』です。The Crusaders, The Brecker Brothers, Candy 

Dulfer,The Boston Horns 等のダンサブルでファンキーなナンバーをフ

ロントに Tp,T-Sax,A-Sax の３管を擁してノリノリに演奏します。今回

はオリジナル曲もご披露いたしますのでどうぞ「Caliente Show」をお

楽しみ下さい。 
 

 

 

エザルタード・サンバ・ブラスバンド 
エザルタード・サンバ・ブラスバンドは、ブラジル在住 10 年の経歴

をもつトロン ボーン奏者、山下定英氏の呼び掛けで、2002 年、浅草サ

ンバカーニバルに参加す る目的でサンバ好きや、お祭り好きの人達が

集まり創立されたバンドです。サンバを 演奏するだけでなく、サンバ

を踊れる吹奏楽団を目指し日夜励んでいます。EXALTADO とはポルトガ

ル語で＜熱狂的な＞と言う意味。Samba Exaltacao (サンバ エザルタ

サォン)―サンバの中でも特に華やかで管楽器がよく使われるサンバに

ちなんで名前が付けられました。サンバをメインに演奏するちょっと変

わった吹奏楽団です。 

 

えりーとジャズオーケストラ 
リーダーいとうえりを愛して止まない仲間が集まったビッ

クバンド。練習よりも親睦会(飲み会)の出席率が良いのが特徴

 

です。親睦会で深めた

絆がノリノリの音楽を

生み出します！最後ま

で一緒に楽しみましょ

う♪ 
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