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株式会社トーケントランスポート
Healing  M
マルゼン有限会社
株式会社山口商会
株式会社　夢工場　麦
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ご協賛企業

昌和商事株式会社

株式会社　三重電子計算センター

広告協賛企業：
三重電子計算センター（株）

主　催 ： 津ぅのドまんなかジャズ実行委員会

 電話 : 059-221-7000　　www.tsujazz.com　

後　援 ：  津市・津市観光協会
連絡先 ：  三重県津市乙部2017番地1トラベルラボ内

MANNAKA

開催日：201７.11. 11 （土）  前夜祭ライブ 10 （金）
第 3回 津ぅのドまんなかジャズ

58 バンド・280 名のミュージシャンが集まる。
猫も杓子もジャズが好き。

メイン会場
ストリート会場

観覧無料
同時開催

大門のお店めぐり
津ぅのドまんなかバル

今年は８会場で開催！
大門メイン・大門ストリート
大門シネマ会場（チケット）

BRAN・PARADOX・GALA
ツァラトゥストラはかく語りき
Heart ぽっぽ（５ライブハウス会場）

JAZZ STANDART BIBLE
納浩一

大井貴司＆SuperVibration　Kids Jazz/百本マイ　 MAHIZO3/長谷川英喜
Acoustic Jam/新谷卓也 　平光広太郎Trio　オービタルリンク

前夜祭ライブジャズクリニック

高橋誠６
長谷川英喜

スペシャルライブ at 津シネマ会場11日11日 10日10日

チケット
販売店

（有）近藤楽器　三重県津市大門６－１６　059-225-2755　（株）岩田楽器　三重県津市大門１８－８　059-227-5656
津市観光協会　三重県津市 羽所町700 アスト津 2F　059-246-9020　株式会社トラベルラボ（下記実行委員会住所）

ライブハウス
会場料金

ワンドリンク制
500円～

注）要予約HP参照

チケット ： 500円  ２日間通し1000円



１）大門メイン会場（無料）　
　　三華堂前（大門23－1）

２）大門シネマ会場（要チケット）
　　津・大門シネマ（大門３２－３）

３）大門ストリート会場（無料）
　　近藤楽器前（大門6－１6）

４）LIVE&SPORTS BAR　BRAN（ワンドリンク要）
      059-253-8873
　　 津市大門18-7
５）PARADOX（ワンドリンク要）
　　059-264-7877
　　津市大門6-9ゆーむビル1F
６）GALA（ワンドリンク要）
　　059-228-3820
　　津市大門32-8 サンライズビルB1
７）ツァラトゥストラはかく語りき（ワンドリンク要）
　　059-273-6777
　　津市東丸之内２６－１１ eibee ビル 2階
８）Heart ぽっぽ（ワンドリンク要）

　　津市東丸之内19-6

MAHIZO3　18：0０～

Kids Jazz　14：0０～

大井貴司SUPER VIBRATION with 松山夏子  19：３０～

老舗ジャズライブハウス intelsat 尾崎孝利氏のアイディアで、
MAHIZO3を結成。MAHIZO独自の自由な発想とワイルドな
サウンドで東海地区を拠点に活動展開中。
2016年ライブレコーディングによる1st アルバムを発売。
ベースの長谷川氏は津市出身。

百本マイ・新谷卓也を中心に地域の jazz musician やゲストプレイヤーを招いて展開
即興演奏や演奏者と観衆とが一体感を味わえる、Jazz の特徴を生かした、コドモも
オトナも一緒に楽しめるジャズライブ
百本マイ (Vo) 新谷卓也 (Pf) 飯沼真 (Bs) 小森淳 (Gt) 田中良明 (Ds) 仁田豊生 (Pf&鍵盤ハーモニカ )

１９４７年生まれ 三重県津市出身 国立音楽大学打楽器科卒業。 ＭＪＱのピアニ
スト、ジョン・ルイスが認めた最高のビブラフォン奏者である。 大人気アニメ『ルパン３世のテーマ』
ビブラフォン担当。今年は、東海地区で人気のジャズミュージシャンとの共演です。
大井貴司(Vib)  松山夏子(Vib）　杉丸太一(Pf)　飯沼真(Bs)　植村アキラ(Dr）

長谷川英喜 (Bs)　　佐藤正道 (Pf)        野村陽三 (Ds)

大森ひろ

出宮寛之

開催趣旨

　津ぅのドまんなかジャズフェスティバルは、ミュージシャンが自分の奏でる音楽で d、街の活性化に貢献
したいという想いから始まりました。
　ミュージシャンが直接この企画・運営にかかわり、地域の未来を考え、自由な発想で活動していくなかで、
思いがけない化学反応が起こり、地域活性の一助になれれば幸いです。
　訓練を積めば積むほど自由になれる音楽がジャズです。ミュージシャンが気持ちよく自由に奏でた音楽で、
街に楽しい賑わいをお届けしたいと考えています。

大門シネマ会場

ツァラトゥストラは
かく語りき

HEARTぽっぽ
※150m南

平光広太郎Trio　16：4０～
 名古屋のピアニスト平光広太郎を中心としたピアノトリオによる作品。スタンダードナンバーの
ほか、敬愛するジャズピアニスト、ジョージケーブルスの「Helen's song」、レオンラッセルの
「A song for you」等全6曲を収録。コンサートホールを貸し切り、ホールならではの残響を生
かしたライブ感のある、高音質1発録り作品となっている。
平光広太郎 (Pf)　出宮寛之 (Bs)　大森ひろ (Ds)

Acoustic Jam　15：2０～
東海地区を中心にそれぞれに演奏活動している実力派メンバーが集った JazzBand. インストゥル
メンタル・バンドの側面を強く持ちながら、ヴォーカル・バンド色も兼ね備え、曲毎に演奏形態を柔
軟に変化させる、「１回で２度も３度も美味しい」ライブが好評。新谷・百本氏は津市在住。
百本マイ(Vo)新谷卓也(Pf)飯沼真(Bs)小森淳(Gt)田中良明(Ds)仁田豊生(Pf&鍵盤ハーモニカ)

高橋誠６ / 長谷川英喜　  津シネマ会場19：3０～
「ヨーロッパ各地に点在するジプシー音楽、ルーツはインドと言われて
おり、トルコを越え東ヨーロッパへ、そして西はスペイン　北はロシ
アへ。クラシックでの高いテクニック、ジャズでの即興性を兼ね備え、
ジプシー音楽の情熱と悲しみ、そして希望を表現する。」
高橋誠 (vln) 林祐市 (Pf ) 山下佳孝 (Per)Tito Monte(Acc) 荒川岳大 (Gt) 長谷川英喜 (Bs)

「声あそび」LUNA &百本マイ　ツァラトゥストラはかく語りき19：3０～
ジャンルを超えた様々なミュージシャンとの共演も多く、自身の作詞作曲や他のミュージシャ
ンとの共作にも意欲的に取り組み、オリジナル楽曲の創作・演奏にも力を入れている。また、
ソリストとして歌うだけでなく、様々な楽器とのアンサンブルにおいて楽曲を構成するひとつ
の音としての歌の在り方にも強い関心を抱き、幅広い演奏活動を展開している。ダイナミック
かつ繊細、ブルージーでエモーショナルな天性の歌声に恵まれた、存在感のある vocalist。

前夜祭ライブ 11月10日（金）　シネマ会場：前夜祭・スペシャルライブ２日通し券 ： 1000円　ツァラトゥストラはかく語りき：ワンドリンク　　

大門シネマ会場スペシャルライブ
スペシャルライブチケット ： 500円  （入替あり・人数多数の場合、立ち見・入場制限の場合もございます。）　

津ぅのドまんなかジャズ FESTIVALの楽しみかた

１）津ぅのドまんなかバルと共催です。バルチケット片手に津市・大門で食べ歩きをお楽しみください。
２）シネマ会場は、有料チケットが必要です。ライブハウス会場はワンドリンクオーダーが必要です。
３）津ぅのドまんなかジャズフェスティバルは、地域のスポンサー企業のご支援、津市市民活動推進事業
　　市民セレクションの交付金、ミュージシャンの方々の御厚意、商店街皆様など様々な力をいただき、
　　実行委員会がが手作りで開催しております。ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。
４）ライブ演奏はミュージシャンとお客様と一体になって完成します。是非応援よろしくお願いします。
５）マナーを守り、ゴミや騒音などで、近隣の皆様へのご迷惑が無いよう心がけて楽しみましょう。

大門シネマ会場スペシャルライブ
スペシャルライブチケット ： 500円  （入替あり・人数多数の場合、立ち見・入場制限の場合もございます。）　

平光広太郎トリオ
 ”The Trio vol.1”

会場案内



11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大門メイン・大門ストリート・大門シネマ・ノンジャズナイト
大門メイン会場 大門ストリート会場 大門シネマ会場 GALA

かわもっち４
【15:30～16:20】

AVOID NOTE  【18:00～18:40】

アカノイクタDUO
【18:00～18:40】
アカノシバト (As) 生田隆明（和太鼓） 新田みかんの見世物小屋

【20:20～21:00】

新田みかん（ホーン etc..）　
歌雩太風 (utautaihu-)（Vo）
鷲見雅生 (Bs)
ちひろ (Dr)　
スティーブン (Gt)

OUT SIDE HELP
【22:40-23:20】

結成35年、津まつり・おやじバンド合戦・津の街音楽祭など多数出演の地
元有名バンド。 長年の活動に裏打ちされたライブパフォーマンスでご機嫌な
サウンドを届けてくれます♪”ブルースをルーツに、Black Music を楽し
んでいます。
太刀川学（Gt.Vo）、三好孝幸（Gt）伊藤伸（Ba）、野呂尚好（Dr）

NANCOH MOONLIGHT 
JAZZ ORCHESTRA【16:00-16:40】

The Salts and Sugars
【17:00-17:40】

平成9年に「全国に通用するビッグバンドを」を合言葉
に鈴鹿・津・四日市からビッグバンド愛好家が集まり結
成されました。結成20周年となり、7月には20周年
コンサートも三重県総合文化センターで開催、多くのお
客様にお越し頂きました。

津市の社会人ビッグバンドです。平成元年、津
高校・津西高校吹奏楽部OBを中心に結成しま
したが、現在では出身校にかかわらず様々なメ
ンバーが在籍しています。夏の単独コンサート
（今年で第23回）と津市民文化祭を中心に活
動しています

津市立東橋内中学校吹奏楽部
HIGASHI KYONAI JAZZ ORCHESTRA

【14:00-14:40】

ファーストサンデーオーケストラ
【18:00-18:40】

Light Mind feat. Murphy Ohta
【20:00-20:40】

JAZZBAND HAKUSAN
【11:00-11:40】

nuevo viento 木村彰人
【12:00-12:40】

越智巌＆スワンダフルトリオ
【13:00-13:40】

MAHIZO3
【15:00-15:40】

NANCOH MOONLIGHT 
JAZZ ORCHESTRA
【16:00-16:40】

The Salts and Sugars
【17:00-17:40】

Mayumi Blues Band &
チャンプ山田

【19:00-19:40】

小塩達也トリオ
【13:40-14:20】

オルガン大王トリオ
【17:10-17:50】

Kanon with her friends
【20:00-20:40】

マコブーカルテット
【11:00-11:40】

日本の唄
【12:00-12:30】

すが４
【12:40-13:20】

サックス・コラージュ
【14:30-15:00】

BJ TAKA BAND
【15:20-16:00】

Jazz Zero
【16:20-17:00】

Avoid Note
【18:00-18:40】

第２カズヤーンズ
【19:00-19:40】

オービタル・リンク
【11:30-13:20】

Kids Jazz
【14:00-14:50】

Acoustic Jam
【15:20-16:10】

平光広太郎Trio
【16:40-17:30】

MAHIZO3
【18:00-18:50】

大井貴司SUPER VIBRATION
with 松山夏子

【19:30-20:40】

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

NON JAZZ NIGHT

アカノイクタDUO
【18:00-18:40】

やちり長田と満塁ホームラン
【19:10-19:50】

ジモクジ
【21:30-22:10】

OUT SIDE HELP
【22:40-23:20】

新田みかんの見世物小屋
【20:20-21:00】

MAHIZO3
【18:00-18:50】
長谷川英喜 (Bs)
佐藤正道 (Pf)   
野村陽三 (Ds)

Kids Jazz
【14:00-14:50】
新谷卓也 (P)  百本マイ (Vo)
飯沼真 (B) 小森淳 (G) 田中良 (Ds)
仁田豊生 (Pf&鍵盤ハーモニカ )

大井貴司SUPER VIBRATION with 松山夏子
【19:30-20:40】

大井貴司(Vib)  松山夏子(Vib)
杉丸太一(Pf)  飯沼真(Bs)  植村アキラ(Ds）

平光広太郎Trio
【16:40-17:30】

平光広太郎 (Pf)
出宮寛之 (Bs)
大森ひろ (Ds)

マコブーカルテット  【11:00～11:40】

マコブー (Ds)　ササやン (Ts)
西村ヒロ (Bs)　野田亜季 (Pf)

JAZZ BAND HAKUSAN
【11:00～11:40】

津市立東橋内中学校吹奏楽部　【14:00-14:40】
HIGASHI KYONAI JAZZ ORCHESTRA

Light Mind feat. Murphy Ohta
【20:00～20:40】
12名の大構成バンドで、通常のジャズスタンダードか
ら少し離れた耳馴染みのある曲をジャズアレンジをして
お届け致します。

日本の唄
【12:00～12:30】

すが 4 【12:40～13:20】

オルガン大王トリオ
【17:10～17:50】
ファンキーな「成瀬オルガン大王」　JAZZ＆ブルー
スギタリスト「トビー前田」二人の型破りパフォー
マンスは予測不可能。長い息をして人生を生きる
JAZZボーカル　古立りょうこ、真剣に不真面目を
追及し、体当たりで臨みます。サックスコラージュ

【14:00～14:30】
星野一夫　A.T.sax
廣田貴美子 A sax
米川美幸　T sax
永井嗣基    B sax

JAZZ ZERO
【16:20～17:00】

BJ TAKA BAND【14:30～15:10】
第２カズヤーンズ
【19:00～19:40】

ジモクジ
【21:30-22:10】

Acoustic Jam
【15:20-16:10】

ファーストサンデーオーケストラ
【18:00～18:40】

小塩達也トリオ
【13:40-14:20】

やちり長田と
満塁ホームランズ
【19:10-19:50】

松田和彦（Gt）
東内原章人（Bs）
近坂祐吾（Dr）

津市立南郊中学校の卒業生を中心に結成さた15
歳～19歳の若さあふれるバンドです。
「年齢は若くても音楽は大人に負けない本物の
ジャズを」をモットーに、今年もはじける演奏を
お届けします！！

ここ大門のお膝元、東橋内中学校のバンドです。
普通の吹奏楽部からビッグバンドの形に変わって
2年目です。本日は聴いていただく皆様にジャズ
の楽しさが伝わるよう精一杯演奏させていただき
ますので、応援よろしくお願いいたします！

『～音楽が創る、豊かな人と繋がる地域～』
をコンセプトに2014年に設立のバンド。
現在ではメンバーが60人近くになり、
大変賑やかに活動しております。
経験も年齢も異なる大人数での演奏を
どうぞお楽しみください。

西岡　智美 (Vo)
阪井田　和奈 (Ds)
小堀　清登 (Pf)
櫻井　理 (Bs)

土岐　章 (Tb)
門田　敬 (Pf /Vo)

小塩達也 (Pf＆鍵盤ハーモニカ )
野村寿哉 (Bs)
田中なつえ (Congas)

福島　立盛 (Ds)　串原　光星 (Bs)
菅田　雅人 (Gt)　高橋えり沙 (Tb)

前田　浩司 (Gt)  北浦　直樹 (Bs)
安達　知也 (Ds)  高井　宏明 (Perc)
辻本　義幸 (Gt)

もっち (Gt)
小久保よしじ (As)
Aki(Pf)
福井 厚則 (Bs)
阪井田 和奈 (Ds)

大山　孝男 (Gt)
西口　昌毅 (Bs)
西森　正弘 (Ds)
馬場　美由紀 (Pf)

長田やちり (As,Dr)
佐藤シゲル (Bs)
吉田 崇 (Perc)オービタルリンク【11:30-13:20】

Ray Nakazawa を仕掛人として1998年に名
古屋から始まり、東京、大阪、京都、フランス、
タイにて、実験と出会いの場として機能してきた
ジャンルを越えた即興の会。

nuevo viento 木村彰人【12:00-12:40】

Mayumi Blues Band & チャンプ山田
【19:00-19:40】

越智巌&スワンダフルトリオ
【13:00-13:40】

越智巌 (Gt)      Sumiyo(Pf)
西村ヒロ (Bs)   荒木ジュンジ (Ds)

かわもっち４
【15:30～16:20】

Kanon with her friends
 【20:00～20:40】
Kanon (Pf/Vo)
Teruyuki Iwawaki（Bs）
Mutty (Gt)
Richyno Alto Puente (Ds)

MAIN STAGE

STREET STAGE

SPECIAL & GUEST

木村彰人 (Gt)  
大田ゆうこ (Dance)  
福島陽子 (Vo) 
佐々木典子 (Perc/Dance)

小倉真由美 (Vo)  工藤亮一 (Gt)
森正雄 (Bs)  山田直之 (Harp)
ダーリンたかい (Perc)

NON JAZZ NIGHT



11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

BRAN PARADOX ツァラトゥストラはかく語りき Heart ぽっぽ

田中渉 yuki U Duo
【18:00～18:40】
田中　渉 （Gt）
Yuki U   （Vo）

M-2  【16:00-16:40】

オリジナル、JAZZスタンダード 、J-POP（JAZZ・ブルース）、洋
楽 などをシンプルに 最大限に聞かせる挑戦して います。
村田幸一 (Gt/Vo) 村田光代 (Pf)  Richyno Alto Puente (Perc)

Adams Family 【15:00-15:40】
四日市で月１回ライブ活動をしています。奇数月の第１土
曜日はSixtySix，偶数月の第2土曜日はVEEJAYです。

Hot O' 馬橋トリオ
【17:00～17:40】

リーダー 馬橋 清が織りなす、軽やかかつ力強いピ
アノトリオをお楽しみ下さい。
馬橋　清 (Pf)　西村ヒロ (Bs)
阪井田和奈 (Ds) 岩下元紀 (Tp)

Blue　Curaçao
【18:00-18:40】

津・亀山・四日市の5人組です。高中正義さんのコピーを
しています。
渡井康二 (Gt) 河田誠一 (Ds) 村上慶文 (Perc)
伊藤陽介 (Bs) 大西有紀 (Pf)

1

KAY JAZZ MUSIC  【14:00-15:40】
作曲家KAY with 7 名の女性ジャズボーカルライブ
結里花・伊藤リカ・優・マリリン・MIMI・KINAKO・Chris・Liz
KAY(pf)  中村巧 (Perc)

Suzuki Jazz Trio
【14:00-14:40】

中川ワールド
【12:00-12:40】

花崎カルテット
【13:00-13:40】

Adams Family
【15:00-15:40】

納浩一・トロンボーン村長
新谷卓也・榎本吉高
【19:00-20:00】

THE MJK
【14:00-14:40】

Blue Curacao
【18:00-18:40】

A Swing Boy - be ambitious
【12:00-12:40】

YOU & the Rose with S
【13:00-13:40】

佐々木　松弘
【15:00-15:40】

Daisuke Ishibashi 5
【16:00-16:40】

Hot O’馬橋トリオ
【17:00-17:40】

Eclat
【19:00-20:00】

田中渉　yuki U Duo
【18:00-18:40】

平光広太郎Trio
【20:00-20:40】

山田貴子と日比野光高
【13:00-13:40】

M-2
【16:00-16:40】

4men’s with coo
【17:00-17:40】

SUNBELTS+
【19:00-19:40】

KAY MUSIC
【14:00-15:40】

Bトレイン
【14:00-15:00】

キャプテンブルース
【15:30-16:10】

nuevo viento 木村彰人
【16:40-17:40】

木村　義行
【18:10-19:10】

かたぎ家
【19:40-20:20】

納浩一
ジャズ・クリニック
【16:00-18:40】

参加費　1000円（予約制）

JAM JAZZ
セッション・タイム
【20:00-】

ECLAT
【19:00-19:40】
Eclat とはフランス語で 輝き 喝采 、語源は
突然のどよめき。繊細さと力強さを楽しめる
女性ユニット東海地方を中心に活躍中
Sumiyo  (Pf)  林かな  (Bs)  上野智子  (Ds)

平澤賢悟 (Pf)　
ザイマカズノリ (Bs)
おちひろし (Ds)
井上琴絵 (Tb)
石川武雅 (As)

中川ワールド【12:00～12:40】

花崎カルテット
【13:00～13:40】

YOU & the Rose with S
【13:00-13:40】

佐々木　松弘　【15:00-15:40】

Daisuke Ishibashi 5
【16:00-16:40】

山田貴子と日比野光高
【13:00-13:40】

4men’s with coo
【17:00-17:40】

SUNBELTS+
【19:00-19:40】

納浩一ジャズクリニック
&セッションライブ
【クリニック16:00-18:40 参加費￥1000】
【ライブ　　 19:00-20:00】

キャプテンブルース【15:30-16:10】

木村　義行
【18:10-19:10】

かたぎ家
【19:40-20:20】

Bトレイン
【14:00-15:00】

ライブハウス会場

セッションライブ
納　浩一 （Bs）
村　　長  (Tb)
榎本吉高（Dr）
新谷卓也（Pf）

京都大学卒業後バークリー音楽大学に留学。
'85、'86年度のバークリー・エディ・ゴメス・
アウォード受賞。 '87年に同大学作曲編曲科を
卒業。JAZZ STANDART BIBLE、JAZZ 
STANDART THEORYなど数々のジャズ理
論書を  シンコーミュージックより出版。

山田直之2001年 F・I・Hジャパン主
催ハーモニカコンテストブルースハープ部門
1位入賞2002年 アジア太平洋ハーモ
ニカ大会　銀賞受賞

チャンプ山田（Hp）
TOBY前田 （Gt）

Suzuki Jazz Trio
【14:00～14:40】

鈴木健司 (Ds)
鈴村恵理 (Pf) 
畑和彦 (Bs)

A Swing Boy - be ambitious
【12:00-12:40】

THE MJK
【14:00-14:40】

趣味のボッサノヴァ
弾き語りで音楽の
自給自足をしています。

24の幸甚（柴田晃志）（Gt. Vo.）　中川茂 （Ss. As.）

花崎　理 (Gt)
阿竹　篤 (Ts) 
鵜飼　仁 (Bs)
阪井田和奈 (Ds)

吉田淳子 (Vo)
高橋一雄 (Gt)
櫻井理 (Bs)

さゆみ・彩 (Vo) アダムス前田 (Pf)
ウッディー坂倉 (Bs) 鬼頭一生 (Perc) 藤木昌紀 (Ds)

村井　浩也 (Tp)

minami madoka(Vo)
itou kimiyo(Pf)
sakurai makoto(Bs)

石橋大輔 (Pf) 岡田全史 (Ts)
伊藤靖雄 (Bs) 川合利幸 (Gt)
福島立盛 (Ds)

ジャズシンガー山田貴子と、
ジャズピアニスト日比野光高が
お送りするわかりやすくて楽しい
ジャズをお楽しみください。

間島　宏 (Pf)　田中　渉 (Gt)
鵜飼　仁 (Bs)　荒木　ジュンジ (Ds)
coo (Vo)

「黒人音楽を軸にアコース
ティックギターでグルーヴ
のある演奏を追求するも近
年、日本の
フォークソングからインス
パイアされ言葉を大切にし
た曲作りをしている。

2006年　津を拠点にするバンドとして
結成。その後幾度ものメンバーチェンジ
を経て現在はアルフィースタイルの編成
で動く『昭和で歌謡なぶるーすバンド』
ただ今パーカッション募集中

BRAN

PARADOX

ツァラトゥストラはかく語りき

HEART POPO

SPECIAL & GUEST

ボサノバ
ギター弾き語り


