【取手市民会館：メイン会場】有料公演

Open16:30 Start17:00

17:00

東京藝術大学ビッグバンド

MANTO VIVO（マント ビボ）

宮越悠貴、スティーブ・チェイ
宮越アツシ、
楠瀬 亮、
千野哲太（Sax）
藏持智明、
蓬田奈津美、
森田小百合
飛田遥香（Tp）、松永 遼、
西ノ園美弥
鈴木崇弘、
伊藤大智（Tb）
浜口大弥（Ds）、松本佳子（Pf）
阿部剛也（B）、津本幸司（Gt）

18:00

荒山 諒カルテット
荒山 諒（Ds） 安藤康平（Sax）
後藤沙紀（Pf） 山本 連（B）

出演！
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料公 演

19:30

H ZETTRIO

H ZETT M（Pf） H ZETT NIRE（B）
H ZETT KOU（Ds）

マント ビボ

➙䎃׃תְתגװ匌❨诿遭㣐㷕#JH#BOE."/507*70
07*70
【予定演奏曲目】
僴䎃״刿ػחٙ٦،ׅתג׃فح
UP THE BAND
诿㣐ؐ؟ְזׇ⳿ַ׃חٝسծ
ג׃،ٝ؟ٕٝـկ
ٕկ STRIKE
I can't stop loving you
CHAMELEON 他
ذأזٍٕءلأ٦ֶآ嚂ְֻׁ׃

18:00

国府弘子スペシャルトリオ
with 小松亮太
国府弘子（Pf） 八尋洋一（B）
岩瀬立飛（Ds） 小松亮太（バンドネオン）

取手市民会館 大ホール

メイン会場
プロステージのみ有料

Open17:30 Start18:00

茨城県取手市東1-1-5（取手駅より徒歩約13分）
特設会場

Panda☆デッキ、中庭特設ステージ

無料
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・藤澤商店
・ハリオン
・岩沢酒店
・コンフリ

ハートランドビール
カレー
からあげ
豚バラ煮込み 他

長禅寺

市民会館
会館
入口バス停

■主催：

取手市

取手市商工会館
取手図書館
館

八坂神
坂神社

ステ
ステージ

アマチュアステージ入場無料
ジ
プロステージ要チケット

福祉会館
取手福祉会館

利 根 川

取手緑地運動公園

河川敷駐車場

佐山雅弘トリオ Vintage
with 石田泰尚
佐山雅弘（Pf） 井上陽介（B）
大坂昌彦（Ds） 石田泰尚（Vln）

公益財団法人 取手市文化事業団
■協賛：

メイン会場
取手市民会館（大ホール）

19:30

（株）とりで旅行センター
（有）小沼新聞舗
パペエテ
Panda☆cafe
（株）藤澤商店
※出演時間・メンバーはやむを得ない理由により、変更になる場合があります。

【メイン会場】プロステージのみ有料

2,500

全席指定￥

当日券500円増し
取手市文化事業団友の会会員は300円割引
■プレイガイド：

チケット発売中！
取手市民会館
☎0297-73-3251・72-2258
（株）とりで旅行センター ☎0297-74-1681
（有）小沼新聞舗
☎0297-73-0925
パペエテ
☎0297-73-0565
龍ケ崎市文化会館
☎0297-64 -1411
イープラス
http://eplus.jp/

■お問い合わせ：公益財団法人 取手市文化事業団

☎0297-73-3251 http://733251.o.oo7.jp/

有 料公 演

市民会館 大ホール

16:30 Open

無 料公 演

中庭 特 設 ※

17:00- 東京藝術大学ビッグバンド

MANTO VIVO

18:00- 荒山 諒カルテット
プロステージ

リーダーの荒山諒はジャズヴァイオリニスト・寺井
尚子バンドでも活躍する新進気鋭のジャズドラマー。
着実に活躍の場を拡げる彼が今回率いる、若い才能
あふれるメンバーの演奏にご注目を！

19:30- H ZETTRIO
プロステージ

2014年、世界3大ジャズ・フェスティバル
「モントルー・ジャズ・フェスティバル」への出演を
キッカケに、
国内外の大型フェスに多数出演。
ユニーク
且つ“無重力奏法”と形容されるテクニカルなピアノ
と、H ZETT NIRE（bass／赤鼻）、H ZETT KOU
（dr／銀鼻）が支えるキレのあるリズムセクションを
武器に、
独自のアンサンブルを響かせる。
即興演奏の
面白さ、
オンリーワンのパフォーマンスは必見！

ؙٕؔؕٓ؟
サックスとフルートの木管楽 器をフロントにし、
ピアノとベースのリズム楽器を加えたジャズバンド
です。スタンダードなジャズを中心に演奏します
ので、
皆さんお気軽に聞きに来てください。

13:30- ػػيةية
ピアノジャック大好き!!親子でコピーしています。
6月には「ならデキ」ゴールデンスペシャルで新垣隆
さんとピアノアレンジ対決し、見事勝利しました。
ぜひ生のタムタムのピアノを見に来てください！

14:30- New New（ニューニュー）
社会人ビッグバンドメンバーが中心となり結成した
コンボバンド。
フルート、
サックス、
トロンボーンの3管で、
ラテン、4ビート、クロスオーバー系まで幅広くお届け
したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

15:30- 㣐㿊٥歊⚥ Band
茨城県南の取手、土浦、守谷を中心に活動している
ギターとピアノのD U Oです。取手のジャズ 喫 茶
「ミスティ」でも平日ライブを演っていますので、
こちらにもお越しください。

無 料公 演
無 料公 演

中庭 特 設 ※

13:20-

ًٗؐؐ؟ٝؤ

1980年に結成したのでSwingʼ80。37年続くフルバンド
です。ジャズデイズは毎回参加して楽しく演奏し、楽しく
聴かせて頂いています。今日も楽しいひとときをみなさん
と一緒に過ごしたいと思います。

取手市（桜ケ丘、宮和田）周辺の楽器経験者が集まって
できた小規模な吹奏楽スタイルのアマチュアバンド
です。サラリーマン、主 婦、学生など職 業や年齢は
様々で、自由気ままに幅広い音楽を楽しんでいます。

12:30- 㕂甧갈㣐ُص٦ؔس؎ة٦ٓزأ؛

ストーン
)
14:00- Stone project (プロジェクト

国立音楽大学の学生を中心に作られた伝統あるビッグ
バンド。
『学生ビッグバンドの甲子園』とも言われる、山野
楽器主催の『山野ビッグバンドジャズコンテスト』に出場
し6年連続優 勝など、多数の受賞歴を持つ。小曽根真、
渡辺貞夫、Yellowjackets、本田雅人らと共演するなど、
学内外問わず精力的に活動中。

17:30 Open

ゲストステージ（ 有 料公 演 ）

鹿嶋市を中心に、
各地で演奏しております。
オファーがあればどこにでも演奏しに伺います。
本日はよろしくお願いします。

14:40- T&S（ティーアンドエス）
初めてのライブに心弾んでおります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

18:00- 㕂䏍䒽㶨ؔٔزٍٕءلأ
プロステージ

խխխխխwith 㼭匟❬㣕

多くの聴衆を魅了してやまない、オンリーワンのピア
ニスト国府弘子。今回はʻあうんʼの呼吸を誇る「国府
弘子スペシャルトリオ」での登場。さらに、日本が
世界に誇るバンドネオン奏者・小松亮太をゲストに
迎えて、熱く情熱的なステージを繰り広げます！

19:30- ⡟㿊꧇䒽 ؔٔزVintage
プロステージ

խխխխխ with 瀖歊岱㼿

ジャンルを横断するセッションを得意とする佐山雅弘
が自己のトリオV i n t a g eに招く今回のゲストは、
カリスマヴァイオリニストとして絶大な人気を誇る
石田泰尚。ジャズ〜クラシック〜タンゴと縦横無尽
に駆け巡る4人の演奏は聴き逃せません！


խ ⠓

【市民会館大ホール担当】

水野 直美
Naomi Mizuno

【Panda☆デッキ・中庭特設担当】

岩田 丸
Gan Iwata

JAZZのスタンダードを中心に、粋なアレンジでグ
ルーブするバンドを目指しています。昨年に引き続
き皆様と大いに楽しめる曲をやってみたいと思い
ます。
どうぞよろしくお願いいたします。

13:00- Lucky Birds（ラッキーバーズ）
Sax5人でアンサンブル曲を楽しんでいます。JAZZ
スタンダードからアニメ音楽、ヴォーカルカバー曲
などいろいろ演奏します。聴く人にluckyな気分を
お届けできればと思います。

14:00- N'est-ce pas?（ネスパ？）
Latin、bossa、jazz等の様々なジャンルの音楽を取
り込み、ダンサンブルでグルーヴィな音楽を展開。
日本国内に限らずアジア圏でも高い評価、ファンを
得ておりワールドワイドな活躍を期待されている。

15:00- ٕ٦زMJQ（エムジェーキュー）
スタンダードなJAZZ、ボサノバを中心に幅広い音
楽活動を行っています。毎年出演しています。

16:00- ٕآغاء
ヴォーカル、ピアノ、コントラバスのトリオ編成にてJAZZス
タンダードを中心にポップスも混ぜて都内、横浜、千葉など
のライブバー、レストラン、カフェ、ホテル、温泉旅館、ジャズ
フェスなどで活動中。http://sisobazil.sunnyday.jp/

無 料公 演

Panda☆デッキ ※

13:00- IST（アイエスティ）

市民会館 大ホール

12:00- Swing’80（スウィングエイティ）

Panda☆デッキ ※

12:00- Alumni（アルムナイ）

ゲストステージ（ 有 料公 演 ）

今年もやってまいりました！東京藝術大学Big Band
"MANTO VIVO"昨年よりも更にパワーアップしてます！！
藝大にしか出せないサウンド、そしてアンサンブル。
スペシャルなステージをお楽しみください！！

無 料公 演

15:20-

؟ؙٕٝزحإ٦غؤٍآؤٝس

つくば 市で活動しているバンドです。以前はBig
bandをやっていましたが、6年前頃からコンボで
活動しています。マイルスやキャノンボールの曲が
レパートリーです。
リョーズ
)
16:00- Ryo's session ( セッション

取手市出身のドラマー、
井上瞭による若手セッション
バンドです。今回は記念すべき第１回となります！
若者パワー全開で演奏したいと思います。よろしく
お願いいたします。

16:40- ءٝؔؑؿؕ؝٦ٓزأ؛
牛久市猪子町を中心にやっているグループです。
初めてですがどうぞよろしくお願いいたします。
温かくお見守りください
（笑）

２回目の参加となります。メンバーも増え今年も
楽しく演奏させていただきます。

13:40- ُثٔغٔغٔغ٦غ
取手交響吹奏楽団のメーンバーを中心に活動して
いる団体です。今年もよろしくお願いします。

スウィング
14:20- Swing Potage ( ポタージュ
)

土 浦を中心に活動している大 所 帯コンボジャズ
バンド。
JAZZをベースに洋楽、
邦楽、
ポップスなどを
様々なアレンジで演奏しています。

15:00- NY SQUARE（エヌワイスクウェア）
結成して今年で19年目。ボーカルとギターという
シンプルな編成で、
独特なサウンドツクリの可能性を
追求しています。

15:40- Musicista（ムジシスタ）
ジャズスタンダード、ボサノバを中心に演奏する
サックス、ギター、コントラバスのトリオ。アコース
ティックな響きで心地の良い空間を創りあげる。
茨城県、
千葉県などで活動中。
ストック
)
16:20- Wood Stock Jam (ウッドジャム

昨年に続きの出演です。
メンバーは都内近郊で活動
するJAZZミュージシャンをバックに、地元取手の
vocal、chorusを加えます。スタンダードJAZZや
ユーミンの作品をJAZZテイストでお送りします。

17:00- ꈿ加ثىwithֶהԒֺא
取手市在住のシンガーソングライター鈴木ミチと取手市で
活躍中の音楽ユニット「おと♪つむぎ」による、この日
限りのスペシャルステージ！鈴木ミチの迫力ある歌声と、
琴、フルート、ピアノのハーモニーがJAZZを奏でます。

※雨天時は、福祉会館2階小ホールと、1階レクレーション室に変更になります。演奏時間も1団体15分になります。

