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8/23［土］    

1 10:00 伊佐津和朗クインテット（vib） plays Sonny Clark 長野 Combo

2 10:35 TMジャズ＆ラテングループ （Produced by 福井ともみ＆佐々木慧） 東京 Combo

3 11:10 KMBバンド 長野 Combo

4 11:45 横山達治withオルケスタ・ドラゴーン 東京 Combo

5 12:20 Bandeira Bandeira 東京 Combo

6 13:05 Caliente 東京 Combo

7 13:40 みんすいデキシーバンド 東京 Dixie

8 14:15 Misty-Q with 門馬瑠依(Vo) 東京 Combo

9 14:50 江戸前ブルース亀若 東京 Combo

10 15:25 Rare Sounds Jazz Orchestra 名古屋 BIG BAND

11 16:00 えりいとじゃずおーけすとら 東京 BIG BAND

特別枠 16:35 SMILE! (本多俊之夫妻&彦坂眞一郎ユニット) 東京 Combo

 18:00 交流パーティー（山の家）  

8/24［日］    

12 10:00 J.O.Y. Gospel 新潟 Combo

13 10:35 百人サックス（with渡辺てつ） 神奈川 Sax Ensemble

14 11:10 SPIRIT OF JUBILEE 東京 Gospel

15 11:45 SMILE! (本多俊之夫妻&彦坂眞一郎ユニット) 東京 Combo

16 12:20 Liberty of Music 東京 BIG BAND

17 13:05 M.Y.N. George Bigband 東京 BIG BAND

18 13:40 A Little Beats Jazz Orchestra 東京 BIG BAND

19 14:15 Project D.D.T. 東京 BIG BAND

20 14:50 坂根(Bass)グループ with 中村早智（Vo) 東京 Combo

21 15:25 ARt-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男 東京 Combo

22 16:00 Sparkle 長野 Combo

8/23［土］
1 10:00 伊佐津クインテット
2 12:35 Four Leaf Clover 
3 13:15 坂根バンドwith中村早智（VO）

4 13:50 Skoty
5 14:30 Bandeira Bandeira
6 15:05 みんすいデキシーバンド
8/24［日］ 
1 11:00 TMジャズ＆ラテングループ
2 11:35 f lair
3 12:05 上智大学ジャズ研究会OB＆現役生バンド
4 12:35 実家でお祭りジャズ！！
5 13:05 ARt-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男

8/23［土］
17:30 開場

18:00 開演～挨拶・乾杯

18:10 歓談

18:45 スタッフ紹介／料理紹介 他

18:50 バンド演奏
Bandeira Bandeira　J.O.Y GOSPEL　Four Brothers　

 セッションタイム

19:35 歓談

20:00 Zumba Dance

20:15 記念オーケストラ

20:45 表彰（土曜出演バンドのみ）

20:50 集合写真

21:00 閉会

斑尾JAZZ 2014 交流パーティー ［まだらお山の家］テラスライブ ［斑尾高原ホテル 屋外テラス］

斑尾ジャズ2014 ［斑尾高原 野外特設ステージ］
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全国から300名以上の演奏家が集結して「斑尾ジャズ2014」の開幕です。練習を重ねた

自慢の楽曲を引っさげ、思い思いのスタイルでステージに登場する。このステージは、演奏

家のみならず参加する全ての人々に未来に向けて希望と夢を与え、ゆったりと流れる時間と

安らぎの空間を創造してきた。斑尾の緑のランドスケープはジャズの季節の到来と共に、そ

の音と賑わいによって輝きを放つ。センターステージで躍るジャズメンの動きに心豊かな観

客の皆さんの喝采と拍手が相俟って新たなレジェンドが生まれることだろう。夏逝く空に、

大地に、斑尾ジャズの響きが消えてゆく。 今年もご参加いただき深く感謝申し上げます。

来春の新幹線「飯山駅」開業で「斑尾」が本当に近くなりますね。マスメディアでも沢山採

り上げられていて、これから周辺がどのような変化を遂げて行くのかとても興味深いものが

あります。

そのような歴史的な環境の変化の中、今年も「斑尾ジャズ」に参加出来ることをとても光

栄に思います。8年前のスタート時から着々と前進、今年もまた参加バンド数とお客様が最

高規模となるようですね。更に永く続きますよう心より祈念いたします。

「斑尾ジャズ」も8回目、今回はゲストに「本多俊之」さんを迎えるとのこと。「本多」さん

には昔、＂タモリのオールナイトニッポン”の生放送を新宿「Ｊ」から行った時にゲストバン

ドで来てもらったのを覚えています。

＂いいとも”ではあの「ＭＪＱ（モダンジャズカルテット）」を招いて一緒にトランペットを演

奏したこともあり、昨年はヴォーカルのレジェンド＂ジョン・ヘンドリック”に出てもらいました。

というわけでジャズ大好き人間としては「斑尾ジャズ」が末永く続きますよう心から祈念す

る次第です。

「斑尾ジャズ2014」の開催がいよいよ迫ってきました。本年もまた、全国北から南から集まっ

てこられるバンドや合唱団の皆さんのすばらしいステージを拝見することを楽しみにしてい

ます。ジャズを愛好し日頃から練習に励むという精神で志を一つにする、いわば全国のジャ

ズの同志達の大集合です。初日夜のパーティーも含めて思う存分楽しんで親睦の輪を広げま

しょう！

■主催 ふるさとのジャズ交流祭実行委員会

■協賛 サッポロビール、ポーラ、ロッテ、味の素、味の素ゼネラルフーヅ、ヤマキ、メルシャン、サンクゼール、讃陽食品工業、田中屋酒造店、黒姫和漢薬研究所、ハッ

ピー・パスポート、FUJIKO ART FOUNDATION　※広告協賛のみはHPに掲載

■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､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､斑尾高原リゾートゆめクラ

ブ、斑尾国際音楽村､i-net飯山、長野インターネット放送局、ジールアソシエイツ、音楽堂平林、K's Dream、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）、Black Sun（新宿）、妙高高原観光バス、アートいっぽ、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、日本旅セラピー協会、雑誌Jazzlife、雑誌Jazz Japan、雑誌ジャズ批評、Jazz World、雑誌BIGBAND!、新潟日報社、読売新聞社、毎日

新聞社、東京新聞社、中日新聞東京本社、東京スポーツ新聞社、北信エルシーネット、長野情報

■後援 斑尾高原観光協会、朝日新聞社、信濃毎日新聞社、SBC信越放送、FM長野、週刊長野新聞社、（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、飯山市、飯山市教育委員会、信州いいやま観光局、中野市、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）、妙高市豊葦地区協議会

■司会　 バードマン幸田 （Live House 新宿 「Ｊ」 店主）

  山口義憲 （日本ルイアームストロング協会）

  深代直子 （ヴォーカリスト）

  中村早智 （ヴォーカリスト）

  佐藤真衣 （リトミック講師）

■実行委員会 

 委員長     新山 敏

 顧問     幸田 稔　神藤隆良　高橋 武　福井ともみ

 事務局長 坂根 格

 委員     豊村泰彦  可知日出男  田副葉子  小林和広  中山智之  吉村和之  

  内ヶ崎民和子  深代直子  佐藤真衣  藤原功治  武田 徹  佐々木 慧

■斑尾協力委員会

 委員長 南雲 徹

 副委員長 武藤 茂

 委員　 石岡惠博　中川さつき　斉藤昌一　

  小川 彰  門田紘一  細倉ジェイク基裕　

  佐藤 寛　市村 勝　高澤広一　

  坂東栄造　田中隆治　飛沢由美　

  上倉千恵　丸山さゆり　佐々木 勉　

  松山参冶　小川紀子　杉木修一　

  北川友弥　本間 均　柳生光祐　

  丸山 勝　森 二郎

■会場スタッフ

 舞台監督     猪谷静雄

 助監督     佐藤朋有子　

 舞台装飾     丸山浩樹

 音響・照明    平林克哉  小林和広

 出演者管理   中山智之  田副葉子

 楽屋調整     斑尾協力委員

 会場リーダー  南雲 徹 

 補佐      武藤 茂

新山 敏
斑尾ジャズ実行委員長

幸田 稔
斑尾実行委員会顧問（総合司会）

森田一義
「J」取締役宣伝部長

瀬川昌久
ジャズ評論家
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株式会社ジールアソシエイツ
空間に「人を集めること」を最大のミッションとし、総合的な空間プロ
デュースをご提案致します。「おもろーいアイディアで、一生忘れられな
い空間を」。空間には必ずコミュニケーションが存在します。
そのすべてのコミュニケーションを大胆不敵にデザインし、その空間に
笑顔を生み出す。それがジールアソシエイツの最大のミッションです。

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-4-14 KDX人形町ビル3F
Tel:03-5652-6219（代） Fax:03-5652-6218

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

伊佐津和朗（Vib）クインテット 横山達治 with オルケスタ・ドラゴーン

TMジャズ＆ラテングループ（produced by 福井ともみ＆佐々木 慧） Bandeira Bandeira

KMBバンド Caliente

伊佐津和朗 ……………………… (vibraphone) 

樫山英人 ………………………… (guitar)

藤原　尚 ………………………… (piano)

中島　仁 ………………………… (bass)

名取和麿 ………………………… (drums)

横山達治率いる、コンガ・アンサンブル・バ

ンド、オルケスタ ドラゴーンは斑尾ジャズ初出

演。ラテンジャズのスタンタードナンバー『マ

ンボイン』。テナーサックス奏者チャックリオが

メキシコの酒を題材に作曲。グラミー賞を獲得

した『テキーラ』。プエルトリコ系コンガ奏者

ＴＭジャズチームは４回目の出場となり、本

年度はＴＭジャズ・スペシャル10（ギターカ

ルテット＆５ホーン）＆ラテンコーラスの14

人大所帯（ビックバンド並スケールです）で

の出演となりました！ 吉森 崇アレンジによる

5ホーンメンバーはＴＭチームを支え、社会人

鈴木厚志 ………………………………（p・vo）

石井幸枝 ………………………………（fl ）　

坪根剛介 ………………………………（per）

ブラジル音楽のエキスパートが集まって

2011年に結成。サンバ、ショーロ、オリジ

ナルを中心にボサノヴァ、MPBなど幅広く演奏

Yoshizawa "KeMBoo" Kenichi（tp）  Kiyotaki 

"K" Kei（b）  Maejima "M" Hiroshi（pf）  Mita 

"B" BUNTA（ds）

名前に『K.M.B.』が入る3名と、司会者の

KeMBooのトランペットJAZZ風カルテットで

す。スタンダードジャズを始め、映画音楽、歌

「７年連続７回目の今年も参加いたします

Jazz ～ Fusionバンド『Caliente』。昨年は光

栄にも念願の最優秀バンド賞を頂き感謝して

おります。さあ斑尾2014も是非カリエンテ

ショーをお楽しみ下さい！　

［ＨＰ］http://music.geocities.jp/calientejazz/

昨年のホレスシルバー特集に続いて今年の

斑尾では、やはりブルーノートの看板アーティス

トSonny Clarkを取り上げます。皆様お馴染み

のあの曲はもちろん、隠れた名曲を掘り出しま

す。例によってマニアックなリーダーがあれこ

れと発掘してお届けします。どうぞお楽しみに！

クレアフィッシャーが作曲した『モーニング』。

そして、ベネズエラのヒットナンバー『コーヒー

ルンバ』（モリエンドカフェ）や、カウントベー

シーのスウィングジャズ『キュート』を、ボーカ

ル&タップ田中美帆と共にお送りします。キュー

バのラテンミュージックをお楽しみ下さい！

ビックバンド他方からも超人気の若手から中

堅の面々をキャステイング。バップからモダン

ジャズを、そしてスタンダードを軽快でハッピー

ラテンにアレンジした歌声で皆様とともに楽

しく盛り上がりたいと思います！

［HP］ http://www.fukuitomomi.com

活動を行う。

もとはクラシックから音楽をスタートした三

人が、様々な音楽に出会い自由に音を紡いで

いく。弾けるとどこまで行ってしまうかわから

ないこのユニット。熱く、激しく、笑い満載の

ステージをお楽しみください。

謡曲、さらにはルパン三世などのアニメソン

グなどをジャズ風にアレンジし、幅広い選曲

で好評を得ております。普段はレストランバー

などで静かに演奏していますが今日は久々の

野外ということで大変張り切っております。不

慣れですが、暖かい目で見てやってください！

　

［長野・Combo］ ［東京・Combo］

［東京・Combo］ ［東京・Brazilian Music］

［長野・Combo］ ［東京・Combo］
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ヤマキ株式会社
〒799-3194 愛媛県伊予市米湊 1698-6

TEL:089-982-1231　FAX:089-983-3212

みんすいデキシーバンド Rare Sounds Jazz Orchestra

Misty-Q with 門馬瑠依（Vo） えりいとじゃずおーけすとら

江戸前ブルース亀若 SMILE! （本多俊之夫妻&彦坂眞一郎ユニット）

『みんすいデキシ―バンド』は、ＮＨＫ-ＢＳ２

の「みんなの吹奏楽」という番組のスペシャ

ルバンド企画に応募し、出演を果たしたメン

バーで2007年に結成した『みんなの吹奏楽

団』のスピンオフバンドです。昨年は、新宿Ｊ

でのプレイベントを始め、当日も本ステージ

本年結成40周年を迎えた名古屋を中心に

活動をするアマチュア社会人ビッグバンドです。

毎年2回、海外からゲストを招きコンサートを

開催するようになり約15年、加えて2度のア

メリカ遠征や香港でのライブ開催など、精力

的な活動を進めています。毎年テーマを掲げ

2006年に結成し、JAZZ歴9年目になりま

す。東京で活躍中の美人ジャズシンガーをゲス

トに年に15回ほどライブをしてます。主なメ

ンバーはへーベルハウスでお馴染みの旭化成

関係で、日夜住宅産業で汗をかいてます。

今回もジャズシンガー門馬瑠依さん、テナー

リーダー いとえり 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♪

口上～♪ 

月も朧に斑尾の　宴も霞むニューポート

浜の真砂と 五右衛門が

歌に残せし 音賊（※）の

ネタは尽きねぇ 神楽坂 ♪

～ 小粋な 江戸前ブルース 亀若、参上！

日本を代表するサックス奏者、本多俊之と

ピアニスト尚美夫妻、クラシックサックス界の

重鎮、彦坂眞一郎によるハイパー室内楽ユニッ

ト「SMILE!」。スリリングでポップでクールな

音楽は、ジャズ、クラシック、ポップスといっ

たジャンルの垣根を超え、十数年前から活動

だけでなくテラスライブでも演奏し、夜の交

流会でもデキシ―ライブ＋特別ビックバンド

参加という、とても初参加とは思えないディー

プな斑尾を経験させていただきました。デキ

シ―ランドジャズを、陽気にお届けしますので

楽しい音楽の時間を一緒に楽しみましょう♪

活動している我々ですが、40年の節目の今年

はズバリ「感謝」。演奏させて頂ける場が有る

ことに感謝をし、聴いて頂ける全てのお客様

に感謝をして、本日の斑尾のステージに立ち

たいと思います。平均年齢47歳、まだまだ若

いつもりです！ よろしくお願いいたします！

サックスの仙土祐希ちゃん、ギターのスティー

ブ関を率いて、１年ぶりに斑尾に戻ってきまし

た。今年もラテン系ジャズではじけます。

［HP］http://www.geocities.jp/h_a_company/

HP21.htm

※音賊：享楽にうつつを抜かす楽隊稼業の輩のこと

［HP］http://www.kamewaka.com/

を開始。「SMILE!」としてのアルバムもリリー

スしている。

［ＨＰ(本多俊之 オフィシャルWEBサイト)］

http://amo.cc/t-honda/Information.php

［東京・Dixie］ ［名古屋・Big Band］

［東京・Combo］ ［東京・Big Band］

［東京・Combo］ ［東京・Combo］

ヤマキは自然の味を大切にします。
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「アクセントフーズカンパニー」として80年の

歴史のある地中海食材の輸入・販売会社で、

テーブルオリーブでは日本最大のシェア。今回

ブースではワイン・パスタのコーナーで、当社

のオリーブピクル等を楽しむことができます。

住所：〒102-0076 東京都千代田区五番町4－16
電話：03-3288-1181 FAX:03-3288-1048

J.O.Y. Gospel Liberty of Music

百人サックス (with 渡辺てつ) M.Y.N. George Bigband

Spirit Of Jubilee A Little Beats Jazz Orchestra

今年で8年目を迎えるゴスペルサークルで

す。新潟県上越市を拠点に代表:山﨑弘子(ソ

プラノ歌手)の指導の下、小学生～ 60代の男

女で活動しています。教会でのチャリティコン

サートや地元のイベントなどに参加していま

す。中でも斑尾JAZZは特別な気持ちで臨み

歌謡曲ファンの皆様、こんにちは！Liberty 

of Music（略してロム）です！ もちろん今年

も歌謡曲を持って参りました！ 斑尾高原に響き

渡る歌謡曲を想像して、わくわくしています。

楽しんで頂けたら幸いです。

ロムは東日本大震災以来、チャリティーに

全国的にもめずらしいサックスだけのスペ

シャル・アンサンブル・ユニットで、ピアノ、ベー

ス、ドラムを加え、総勢50人からなる一味違っ

た音をお届けしています。

昨年10月に結成した吉祥寺のビッグバン

ド、M.Y.N.George Big Bandです。ダンサー

とのショーバンドを夢見て、レパートリー作り

に励んでいます。20代から60代までの幅広

い年齢層で、様々なジャンルの出身者が集まっ

て、色気のあるサウンドづくりを研究中……。

Spirit Of Jubilee  (スピリット・オブ・ジュ

ブリー ) は、秋田県、国際教養大学ゴスペル・

クワイヤーのOB・OGによって、2013年に

東京で設立されました。ディレクターである、

同大学講師 永沼千枝の指導の下、黒人音楽

の文化・歴史を学びつつ、コンテンポラリー

2011年結成。愛称は「りとびー」。

カウント・ベイシーのナンバーを演奏する

ビッグバンドです。うきうき楽しんでいただけ

るような演奏ができるようにがんばります♪

［HP］http://albjo.blog.fc2.com/

ます。会場の雰囲気を楽しみながら歌えるこ

のステージは私たちもノリノリ♪ 自慢のチー

ムワークで心弾むハーモニーをお届けします。

お楽しみください♪

［HP(ブログ)］http://joygospel.blog.fc2.com/

力を入れています。今年は念願かなって、一

月に宮城県仙台市、五月に宮城県女川町・出

島で演奏する事ができました。九月には南三

陸町へ行く事も決まり、ますます練習に力が

入っています。これからも頑張って活動してい

くので、皆さん応援宜しくお願いします！

みんなで斑尾に来られた

ことに感謝感激です♪

バンドミストレス 佐藤真衣

＆トラディショナルゴスペル、黒人霊歌、ジャ

ズなど幅広く歌っています。ディレクターが長

野出身ということもあり、今回は夏合宿も兼

ねて斑尾ジャズフェス初参戦となりました。メ

ンバーのほぼ全員が20代の歓喜あふれる歌

声をお楽しみください。

［新潟・Gospel］ ［東京・Big Band］

［神奈川・Sax Ensemble］ ［東京・Big Band］

［東京・Gospel］ ［東京・Big Band］

酒類・米殻

有限会社 八幡屋
〒944-0016  妙高市美守3-14-2

TEL 0255（72）6645  FAX 0255（73）7720
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B A N D  P R O F I L E

Project D.D.T. Four Leaf Clover

Skoty

flair

上智大学ジャズ研究会OB＆現役生バンド

実家でお祭りジャズ！！

坂根（Bass）グループ with 中村早智（Vo）

ARt-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男

Sparkle

斑尾ジャズの実行委員を務める中山をリー

ダーとして、19人の大所帯で活動しています。

DDTとしては3年連続3回目の出場になりま

す。(前身のバンド時代からの通算では5回

目)ラテンパーカッションを擁する編成で、当

然ながらラテン系の曲を中心に、ファンク系、

長野県松本市を中心に活動中のJAZZバンド

『Four Leaf clover』です。

スタンダードジャズ・ボサノヴァなど、一度

は聴いたことのあるアノ曲を皆さんにお届けし

ています。ライブ情報はホームページ、『Live 

某メーカーとは無縁です。メンバーのイニ

シャルを組み合わせてみました。セッション仲

間であるフロント2管・篠田耕造&菅幸次郎が、

LIVEに出よう！と斑尾を目指すことに。ピアノ

はFunk系「おのゆみ」、ベースはJazzから「吉

都内で活動するピアノトリオ「flair」です。斑尾

ジャズフェスティバルには初の参加となります。

flairという英語を辞書で引くと「ひらめき」とい

う意味が出てきますが、美味しい料理、綺麗な

自然、斑尾での出会い、そんな皆さまとの体験

上智大学のジャズ研究会OBと現役生から成

る若手ジャズバンド。リーダーの大西さんから

斑尾ジャズに参加する心意気を一言。

「ジャズのスタンダードナンバーを気心しれた

仲間と織り成す一体感。僕らがジャズの楽しみ

都内のセッション等で出会ったお祭り好き

ジャズバンドです。 それぞれが自己のバンド

等で活動しておりますが、実家の長野県でジャ

ズの演奏をしたいという柳沢の声かけからは

じまり、メンバーの長野県の観光も 兼ねて今

斑尾JAZZ事務局のベーシスト坂根 格を

リーダーにマイケル“伊藤”晃（ts）、前田正

秀（pf)厚地 暁（ds）のカルテット。

メンバーを多少変えながらも今年で8回連

続出場！ マイケル・ブレッカー命のテナーサッ

クスとレッド・ガーランド信奉者のピアノとの

昨今、音楽家の活動は大変厳しい状況です。

そんな中、このフェスティバルに出て、交流する

ことは、新しい勇気をもらっており、感謝を申

し上げます。大震災以降、東北ボランティア訪

問に14回、その間東京でも、27回定期演奏

会を続けました。展覧会をしたり、多くの舞踊

夏の斑尾！避暑の斑尾！JAZZの斑尾！！ 熱く

（暑く）Coolに過ごせるこの二日間。

斑尾JAZZも早4回目の出演になりました。

皆様のご協力のもと毎回楽しく参加させて頂

いてます。

『T-Square』トリビュートバンド「Sparkle」

フュージョン系、バラード系、時には4ビート

なども織り交ぜ、緩急つけたステージングをウ

リにしておりますので、その辺もお楽しみ頂け

ればと思っています。そして、他のどのバンド

よりも「見て楽しいバンド」である、と皆さん

に認知されるのが目標です。

Schedule』よりご確認下さい。

出演のご依頼 は随時募集中です。

ご連絡お待ちしています。

［ＨＰ］http://www2.hp-ez.com/hp/four-

leaf-clover

川大介」、ドラムはブラジル音楽の「坪根剛介」、

御三方の協力を得て本日演奏します。

の中から生まれる「ひらめき」を、みんなの知っ

ているジャズスタンダードに乗せてお届けでき

ればと思います。夏の高原に、爽やかなメロディー

が響きますよう頑張ります。斑尾で皆さまとご一

緒させていただけることを楽しみにしています。

を知ったのはそんなところからでした。今回久々

に集まったメンバーでそんなジャズの楽しみの

原点に戻って演奏しようと結成しました。斑尾

の涼しげな夏の中で弾いてて楽しい聞いてて楽

しい、そんなジャズを届けれたらと思います。」

回の斑尾ジャズに参加します。 スタンダード

やオリジナル曲など斑尾ジャズが盛り上がる

ような素敵な 曲をお送りできればと思います。

中西秀斗（sax）、又賀純一郎（pf）、森田哲朗

（b）、柳沢康仁（ds）

異種格闘技バトルが凶と出るか吉となるか？

乞うご期待。このカルテットに今年も斑尾

JAZZの司会でおなじみもボーカリスト中村早

智が参加。コーラスグループ「a・i」のメンバー

としても都内・横浜のライブハウスで活躍中。

高原に響く実力派の歌声をお楽しみください。

手と共演する中で、オリジナル作品を育ててき

ました。人々の平和と幸福のために、音楽や芸

術を育てる心が、大切になる時代と確信します。

「ベルリン祈りのコンサート2012.3.11」にお

持ちしたCD作品や、現在進行中の JapanJazz、

AsianJazz のCDアルバムも好評です。ご支援よ

ろしくお願いいたします！！本日共演の現代舞踏：

久世龍五郎氏にも特別の感謝を申し上げます。

今年もどうか、黄色い声援のもと応援をよろ

しくお願いします。

［東京・Big Band］ ［長野・Combo］

［東京・Combo］

［東京・Combo］

［東京・Combo］

［東京・Combo］

［東京・Combo］

［東京・Combo］

［長野・Combo］

B A N D  P R O F I L E B A N D  P R O F I L E  ［ T e r r a c e  L i v e ］

冬のステージ



斑尾ジャズが
インターネットで見られます！

  検索   長野インターネット放送局 斑尾ジャズ
UStre.am/vt5Eにて同時配信します。
＊8月27日以降はYouTubeでも見られます。

JAZZ
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総合司会：もはや斑尾ジャズになくてはなら

ない存在。ライブスポット新宿「J」店主でも

あり、日本各地でのJAZZフェスティバルの司

会やプロデュースと大忙し。JAZZ界での豊富

な経験に裏づけされた軽妙洒脱なトークで演

奏者と会場を結び付けます。

司会も今年で6年目。司会の傍ら、実行委員

としての運営業務にカメラ小僧にと、1年で

1番忙しいのがこの2日間だという。現在ボー

カル奮闘中のジャグ系バンドでも、斑尾に出

演したいと計画中。「今年も全力で、みなさん

と熱い2日間を楽しみたいです♪」

昨年の斑尾ジャズ以来、MCのお声かけを多

数いただき、うれしい悲鳴。グラスワイン１杯

でしゃべり続けます。今年は、M.Y.N.George 

Bigbandのバンドミストレスとしても、ステージ

に上がります。斑尾ジャズがなければ、このバ

ンドはなかった！！ 感謝の気持ちいっぱいで、MC

とピアノを務めさせていただきます。「夢はジョー

ジと一緒にミュージカルショーのステージをプロ

デュースすること！！」　好きな食べ物はすいか！！

ジャズボーカリスト：都内近郊を中心にライ

ブハウスや各地イベント等で活動中。また混

声ボーカルユニット「ａ・i」を結成しこちら

も各地で活動中。斑尾ジャズは、ボーカル、

MC共に2010年から3回目の参加！

日本ルイ・アームストロング協会・理事、会

報編集長：協会を通じてサッチモの精神の啓

蒙に努めている。バンジョープレイヤー。6月、

瀬川昌久さんの「Jazz I Love」コンサートで

初期のジャズに大感激。

斑尾ジャズに出演するのは殆ど30年振りでしょうか。現在

の斑尾は、スポンサーに頼らず、主催者・実行委員会の皆さ

んが作り上げた理想的な形だと思います。大変な努力とご苦

労も有った事でしょう。 今回は、クラシックサックス界の重鎮！

彦坂眞一郎氏、そしてピアノの本多尚美とのユニット「SMILE！」

で参加させて頂きます。ジャズとクラシックの狭間をいくよう

な、ハイパー室内楽トリオです。精一杯演奏させて頂きます！ 

そして斑尾の空気を共に満喫しようではあ～りませんか！！

今年も斑尾ジャズ開催おめでとうございます。1980年

代に世界のジャズジャイアンツが演奏をした斑尾ジャズ

フェスティバルのステージを2007年から再現化を実ら

せ、早8年目を迎えた斑尾ジャズ。新山実行委員長始

め、参加ペンションのオーナー皆様の美味しいお料理と

お力添え、そして東京の坂根さん、中山さんをはじめと

する事務局方々の推進力。Jの幸田さん瀬川先生の賛同

とお力添えにより、今年もジャズ凝縮の２日間を300人

近い演奏者と迎えられる運びになりましたことを心より

お喜び申し上げます。TMチームは４年目連続参加となり

ます。大所帯のTMチームと一緒に日本の巨匠であり'80

年代に世界トップクラスの海外ミュージシャンと、このス

テージ上で共演してきた横山達治氏（ｐer）と彼の生徒コ

ンガチームが参加下さる何とも嬉しい運びの年となりました。

また来年の北陸新幹線開通に向けて生ジャズを通じて斑尾

高原がまた一段と活気を増し、熱く深く繁栄されますよう

ご祈念申し上げます。TMチームは毎月第３日曜開催する

TMstudio JAMでのピックアップ豪華メンバーです。コーチ

ング＆お世話係は佐々木 慧（g）福井ともみ（p)です。

斑尾ジャズ開催おめでとうございます。今回は私のリハビリ

を手伝い、見守ってくれている私の生徒さん達との共演を、

ピアニスト福井ともみさんの図らいで叶いました！ 

前回、僕が斑尾ジャズで共演したメンバーは本多俊之、マッ

コイ・タイナー、フレディ・ハバード、アル・フォスター、エディ・

ゴメス。超一流のメンバー！ 桜井超一流、桜井長一郎（笑）。

ジャズの魔法でハリケーンになった僕は幸せでした！ 舞台に

上がるのを楽しみにしております。

斑尾ジャズの司会者たち斑尾ジャズによせて

本多俊之

福井ともみ

佐 木々 慧

横山達治
中村早智

バードマン幸田

佐藤真衣

深代直子

山口義憲

（写真右から）


