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ツァラトゥストラはかく語りき
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入場料無料

ミュージックチャージ無料
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ミュージックチャージ無料

ミュージックチャージ無料

ミュージックチャージ無料

観覧無料
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要ワンドリクオーダー￥500〜

要ワンドリクオーダー￥500〜

要ワンドリクオーダー￥500〜

要ワンドリクオーダー￥500〜

要ワンドリクオーダー￥500〜

この会場は雨天中止になります。

要ワンドリクオーダー￥500〜

Suzuki Jazz Trio
【1200-12:40】

サックス・コラージュ
【12:00-12:40】

12：00

ぴあのむら UTA 子
【12:00-12:40】

津市立東橋内中学校吹奏楽部
HIGASHI KYONAI JAZZ ORCHESTRA
【13:00-13:40】

Goodtime クインテット
【13:00-13:40】

Y TRIO
【13:00-13:40】

13：00

Blue Curacao
【13:00-13:40】

14：00

NANCOH MOONLIGHT
JAZZ ORCHESTRA
【14:00-14:40】

タミーズ・バンド
【14:00-14:40】

The pain winder XI
【14:00-14:40】

花崎カルテット
【14:00-14:40】

14：00

山田貴子と日比野光高
【14:00-14:40】

A Swing Boy - be ambitious
【14:00-14:40】

中川茂＆空知堂
【14:00-14:40】

15：00

The Salts and Sugars
【15:00-15:40】

Adams Family
【15:00-15:40】

KATO-WAKA
【1500-15:40】

TRIO PRSAD
【1500-15:40】

15：00

平光広太郎
【15:00-15:40】

The Tropical Jazz Band
【1500-15:40】

FLOWERS
【15:00-15:40】

JAZZBAND HAKUSAN
【16:00-16:40】

中川茂＆空知堂
【16:00-16:40】

小塩達也トリオ
【16:00-16:40】

ぴあのむら UTA 子
【16:00-16:40】

16：00

PORT JAZZ
【16:00-16:40】

Blue Curacao
【16:00-16:40】

Y TRIO
【16:00-16:40】

会場入れ替え・プレミアムライブ準備

K s JAZZ
【17:00-17:40】

Avoid Note
【17:00-17:40】

17：00

FLOWERS
【17:00-17:40】

Janet & クレージーバンド
【17:00-17:40】

かゆばん
【18:00-18:40】

すが４
【18:00-18:40】

18：00

さかとう
【18:00-18:40】

BJ-F
【18:00-18:40】

マコブーカルテット
【19:00-19:40】

Do Jazz with Coo
【19:00-19:40】

19：00

プレミアムライブ

￥2000

12：00

13：00

16：00

17：00

18：00

19：00

開場 18：00
平光広太郎 Trio
【18:30-19:20】

GALA

NON JAZZ NIGHT
18:00

19:00

大井貴司 SUPER VIBRATION
with 瀬川順子
【19:50-21:00】

ゲストバンド
JAM JAZZ
セッション・タイム
【20:00-】

新田みかんの見世物小屋
【19:10-19:50】

20:00
SHIGEO HENDRIX 気来
【20:20-21:00】
21:00

Murphy Ohta & friendship
【19:00-19:40】

一般参加バンド

20：00

管打打（かんだだ）
【18:00-18:40】

22:00

20：00

OUT SIDE HELP
【21:30-22:10】

セッション
ノンジャズバンド

21：00

大門シネマ会場スペシャルライブ

23:00

21：00

大井貴司 SUPER VIBRATION with 瀬川順子

19：5０〜

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

スペシャルライブチケット：2000円

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。

平光広太郎 Trio

大井貴司(Vib) 瀬川順子(Vib） 田窪寛之(Pf)

18：3０〜

ピアニスト平光広太郎を中心とした、新進気鋭のピア
ノトリオ。ベース出宮寛之、ドラム浅井翔太と共に絡
み合う三位一体のインタープレイが聴衆を魅了する。
ジャズスタンダードを中心に、時には激しく、時には
叙情的に演奏する。2017 年にはコンサートホールを
貸し切りレコーディングを敢行。2017、2018 年
に立て続けに発表した The Trio Vol.1＆2 は高評
を博し、様々なジャズフェスティバル、イベントに出
演を果たす。2018 年 5 月には自主コンサート「平
光広太郎トリオ・ザ・ジャズコンサート at ちくさ座」
を成功させ、その勢いはとどまることを知らない。

田窪寛之(Pf)

平光広太郎(Pf) 出宮寛之(Bs) 浅井翔太(Dr）

TICKET
INFORMATION
The Trio Vol.2

スペシャルライブチケット販売店

瀬川順子(Vib）

（有）近藤楽器

金森もとい(Bs)

金森もとい(Bs)

津市大門６−１６ 059-225-2755

橋詰大智(Dr）

橋詰大智(Dr）

津市観光協会

津市 羽所町 700 アスト津 2F 059-246-9020

（株）トラベルラボ

津市 乙部 2017 番地 1 059-221-7000

BRAN・ツァラトゥストラはかく語りき・和院でも販売しております。当日はシネマ会場・受付ブースで販売しています。

ツァラトゥストラはかく語りき

DAIMON-CINEMA
津市立東橋内中学校吹奏楽部

【1３:00-1３:40】

HIGASHI KYONAI JAZZ ORCHESTRA
ここ大門商店街を校区に持つ、
東橋内中学校の吹奏楽部です。
大人に負けない本物のジャズを
お聴きください！！

The Salts and Sugars

【15:00-15:40】

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 24 回）と津市
民文化祭を中心に活動しています。

NANCOH MOONLIGHT JAZZ ORCHESTRA
【14:00-14:40】

JAZZ BAND HAKUSAN

The pain winder XI【14:00-14:40】

KATO-WAKA【15:00〜15:40】

渡邉 泰曉 (Ds)
橋口 高明 (Gt)
宮下 友秀 (Bs)

若山 顕 (Vocal & Harmonica)
加藤 友巳 (Gt)

【16:00〜16:40】

『音楽が創る、豊かな人と繋がる地域』
をテーマに揚げ、津市白山町を拠点
に活動しています。
愛のある楽しい音楽をお届けします。

Goodtime クインテット【13:00〜13:40】

鈴木健司 (Ds) 鈴村恵理 (Pf) 畑和彦 (Bs)

岡本雅至 (Ts) 坂本隆 (Gt)
伊藤君代 (Pf) 原尚道 (Bs)
久保洋介 (Ds)

タミーズバンド【14:00-14:40】
トロンボーン
倉口民央 中田ひろ子 民秋道子 生越潤子 作田久臣 土岐章
谷川 智美井坂喜久子 玉置真菜 松井玲奈 松原柚
リズム隊
藤井由佳 中村徹明 松井千瑛 鈴木幸子 板倉重雄
ゲスト
山口綾子 牧原ひとみ KINAKO
タミーズバンドはデキシーランドジャズのバンドです。
吹奏楽の編成を小さくしたようなバンドです。
皆さんがよく知っている曲をデキシーのアレンジで聞いていただきます！
先ずは演奏をお楽しみ下さい。

中川茂＆空知堂【16:00〜16:40】
中川茂（Sax）
森真人 (Pf)
板倉義尚 (Gt)
福井秀樹 (Bs)
八谷健治 (Ds)
岡本けい (Vo)
昨年、当ジャズフェスに中川ワールドとして演奏させていただきました。
今回はバックに人気上昇中のユニット・空知堂（ソラシド）と供に、
アダルト＆ゴージャスなパフォーマンスをお届けします。

粥川明莉 (Ｔｐ&Fh) 西田龍馬 (A.Sax＆Ｔ.Sax)
久野香織 (Ｐｆ) 荒川拓也 (Ｇｔ) 伊藤大宗 (Ba) 篠原康 (Dr)

ピアノトリオで現代的なジャズ、
モダンジャズを演奏致します。

スタンダードジャズナンバーを DUO で演奏
しています。ジャズのスウィング感、高揚感
そしてブルースをお客様に感じていただける
ことを目標にしています。

小塩達也トリオ【16:00-16:40】

AVOID NOTE 【17:00〜17:40】
ジャズスタンダートや、色々な
アーチストの曲をアレンジして
演奏しています。

結成 4 年目のラテンユニット。
野村を軸とするラテンリズムの上に
小塩・田中が繰り広げるインタープレイをお楽しみください。

すが 4【18:00〜18:40】

Adams Family【15:00-15:40】

菅田 雅人 (Gt) 吉川 晃司 (Pf)
揚妻 大地 (Bs) 若林 雅樹 (Ds)

四日市の老舗フルハウスで開始、ライブ活動３０年
以上。歌謡曲からジャズまで、いろんなジャンルの
演奏を楽しんでください。

三重の若手ジャズマン達によるバンド。
レポートがなんだ、単位がなんだ、
青春は JAZZ だ！！（１名アラサーのため
あらかじめご了承ください）

アダムス前田 (Pf) 畑 和彦 (Bs) 耕介 (Ds)
半田 カーイオ (Gt) さゆみ・彩 (Vo)

サックスコラージュ

【12:00〜12:40】

☆★☆
痛風バンドです
☆★☆

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

スタンダードジャズを演奏します。
ノリノリで演奏しますのでよろしく
お願いいたします。

三重の若手ジャズマン達によるバンド。
レポートがなんだ、単位がなんだ、青春は JAZZ だ！！
（１名アラサーのためあらかじめご了承ください）

前田 浩司 (Gt) 北浦 直樹 (Bs)
足立 拓郎 (Ds) 辻本 義幸 (Gt)

Do Jazz with Coo
【19:00〜19:40】

松阪市を中心に活動するジャズグループ、
Do Jazz with Coo です。３本のブラスを
中心とした迫力あるサウンドから、ボーカル
との Duo まで多様な演奏スタイルでステージ
を構成しています。
毎月第１土曜日に、松阪の Serai（サライ）
というライブハウスでライブ＆セッションの
ホストバンドをしていますので、
ぜひ一度お越しください。

松崎 雅彦 (Sax) 田中 美貴 (Sax)
土岐 章 (Tb) 高橋 一雄 (Gt)
門田 敬 (Pf) 佐々木 小次郎 (Bs)
野崎 久美子 (Vo)

GALA
K

s JAZZ【17:00〜17:40】

管打打（カンダダ）

阿竹 篤 (Ts) 上田 協子 (Vo)
佐々木 小次郎 (Bs)
高橋 一雄 (Gt) 小堀 清登 (Pf)
阪井田 和奈 (Ds)

【18:00〜18:40】

K＇s JAZZ【17:00〜17:40】

某所に居合わせたメンバー
により結成されたユニット。
インスト、ヴォーカル様々な
構成でＪＡＺＺをお届けします。

マコブーカルテット
【19:00〜19:40】

かゆばん【18:00〜18:40】

吉村 英介 (Bs)
山北 知貴 (Pf)
梁井 海洋 (Ds)

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

Suzuki Jazz Trio

80 歳のオールドドラマーとそれを支える、
pf&bs のコンビネーションをお楽しみ下さい。

Y TRIO【13:00-13:40】

高校や仕事は忙しくなったけど、
ジャズを演奏してリフレッシュ！
南郊ムーンライト、
今年もやります！！

BRAN
【12:00〜12:40】

サックスコラージュ
【12:00-12:40】

マコブー (Ds) ササやン (Ts)
西村ヒロ (Bs) SUMIYO(Pf)

アカノシバト (As)
生田隆明（和太鼓）
Dee(Ds)

SHIGEO HENDRIX
気来（ケライ）

【20:20-21:00】

SHIGEO HENDRIX NAKANO（Gt. Vo）
Tocoji(Bs)
Kozue - cocopari (Dr)

新田みかんの見世物小屋
【19:10〜19:50】

新田みかん（ホーン etc..）
新田亜紀（Vo）
鷲見雅生 (Bs)
近坂祐吾 (Dr)

OUT SIDE HELP【21:30-22:10】
太刀川学（Gt.Vo） 三好孝幸（Gt）
伊藤伸（Ba） 野呂尚好（Dr）
本田ゆうすけ (Perc)
結成 36 年の地元有名バンド。
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。

WINE
山田貴子と日比野光高【14:00-14:40】

PORT

JAZZ【16:00-16:40】

Sumiyo(Pf)

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。

西村ヒロ (Bs)

今年から鈴鹿市で開催されているジャズフェス
『PORT JAZZ』からの出演です。

FLOWERS【17:00-17:40】

さかとう【18:00-18:40】

南 まどか (Vo) 伊藤 君代 (Pf)
櫻井 理 (Bs)

加藤友巳 (Gt)

坂口修平 (Bs)

ジャズスタンダード中心のギターと
ベースのデュオです。
シンプルで奥行のある演奏ができれば
いいなと思っています。

メンバー全員、名前に花がついているので、
FLOWERS です。櫻、藤、薔薇です。
華のある演奏にしたいと思っています。

CRAZY ONE
The Tropical Jazz Band【15:00-15:40】

A Swing Boy - be ambitious

マーヒー太田（Sax) シャオマオ穂奈美 (Sax) パステラダ堤 (Sax) パンチョス大塚 (Tp)
アミーゴ昭治 (Tp) マトリックス小山 (Tp) セーリオ徹 (Bs) ダンディモッチ (Gt)
マンボ仁志 (Per) ヨッシーコウジ（Key）ムッシュシゲオ（Ds）

【14:00-14:40】

村井 浩也 (Tp)

当バンドは、当初ビッグバンドスタイルでラテンを中心に演奏して来ました。
近年メンバーの高齢化が進み現在のようなスタイルに変更しました。
熱帯 JAZZ 楽団に影響されてラテン JAZZ を頑張ってます！

昨年出演から、レベルアップは少しだけですが、
今年も津の街を少しだけ明るくできればうれしいです。

Janet & クレージーバンド【1７:00-1７:40】
小倉志乃 (Vo) 大山孝男 (Gt) 横山圭司 (Sax)
伊藤ひさよ (Key) 西森まさひろ (Dr)

ニューヨークから逆輸入の設定でアフリカンアメリカンが大好きな志乃が歌うパワフルな
R&B と、大門にオープンしたばかりのクレイジーワンバンドでのカッコイイい演奏をお
楽しみください。

Blue Curacao【1６:00-1６:40】

BJ-F【18:00-18:40】

高中正義さんのコピーをしております。昨年度からメンバーチェンジ
がありました。

BJ TAKA(Gt) くすぽん (Bs)
きみちゃん (Key) かずな (Ds)

渡井康二 (Gt)
河田誠一 (Ds)
楠 幸治 (Bs)
大西有紀 (Pf)

三重を代表するテクニカルギタリスト
BJ TAKA を中心に結成されたフュージョン
バンド。Larry Carlton の名曲をお楽しみく
ださい。

Murphy Ohta & friendship【19:00-19:40】
Murphy Ohta のオリジナルアレンジを元に東海地方を中心に活動をする
ジャズ & ファンクロックバンドメンバー構成は、流動的にイベントや
ライブの用途に応じて変動。今回は大所帯のオーケストラヴァージョンで、
Vo のいづりんをフューチャーしてお届けします。
Murphy Ohta(reed.arr.) マイルスショージ (tp) ガッツ中西 (tp)※
ガーリーホナミ (ts) キューティチナミ (ts)※ ブラザー一瀬 (Tb)※
ビリー森川 (pf.keyb) もっち (g)※ ダンディ尾崎 (b) バディ藤木 (dr)※
サンタマリア鬼頭 (perc) イズリン (vo)

TRIO PRSAD
【15:00〜15:40】

坂口 修平 (Bs)
平井 宏行 (Gt)
森木 将人 (As)
伊賀市の老舗ジャズバー
『ＰＲＳＡＤ（プラサード）』のセッション仲間によるトリオ。ジャズらしいプレ
イを追求し、スタンダードナンバーをジャズらしく奏でます。

HEART POPO
花崎カルテット【14:00〜14:40】
平日の夜不定期で、BRAN で演奏
しています。
花崎 理 (Gt) 阿竹 篤 (Ts)
鵜飼 仁 (Bs) 阪井田和奈 (Ds)

ぴあのむら UTA 子【16:00〜16:40】
中井みほ子 (Vo) 中村ひろみ (Pf)
ソウルを中心にスタンダードやエレクト
ロをデュオアレンジで演奏しています。
ハイトーンヴォーカルとメロディックな
鍵盤の美しいハーモニーが、むき出しの
ソウルで魅了します。

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、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。

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。バルの札片手に津市・大門で食べ歩きをお楽しみください。
２）スペシャルライブは、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。

会場案内
１）大門シネマ会場（入場無料・プレミアムライブは有料）
津・大門シネマ（大門３２−３）

２）LIVE&SPORTS BAR BRAN（ワンドリンク要）
059-253-8873
津市大門 18-7

３）ツァラトゥストラはかく語りき（ワンドリンク要）
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059-273-6777
津市東丸之内２６−１１ eibee ビル 2 階

和院
街角ステージ

４）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

受付ブース

５）和院（ワンドリンク要）

059-224-3605
三重県津市 22−6 前田ビル 1F

６）クレージー☆ワン（ワンドリンク要）
津市大門 33-17

７）Heart ぽっぽ（ワンドリンク要）
津市東丸之内 19-6

８）街角ステージ（観覧無料・雨天中止）

フェニ

ックス

HEART ぽっぽ
※150m 南

通り

ツァラトゥストラは
かく語りき

