URBAN NOTES Big Band

Jackとまごの気Band
2008年に結成、昨年10周年を迎えたばかりの益々若さ溢れるビッグバン
ド
「JACK とまごの気バンド」
です。
月２回の練習と6月の長野県白樺湖での夏季合宿と現地ライブ、12月のク
リスマスライブをメインに、地域イベントでの演奏や施設訪問など多くの
方々から親しまれるバンドを目指して活動してきましたが、昨今のコロナ禍
の影響で十分な活動も出来ない中での久しぶりコンサートでもあり、不安
もありますが、一生懸命演奏しますのでどうぞよろしくお願いしいたします。
■バンドメンバー
Sax：髙橋／西村 陽／森塚／植村
Tp：長澤／木村 聡／兼井
Tb：大河内／守作／木村美／西村宏
Gt：平松 Bs：冨田 Pf：篠原 Dr：内藤

アーバンノーツビッグバンド

URBAN NOTES Big Band は、2013(平成25)年8月4日大阪市にて結成。
楽しい仲間 と共に CoolなSound をめざし、 多彩な活動 に取り組んでい
ます。
ジャズはときめき 皆様にそんなメッセージがお届けできれば、こんな嬉しいこ
とはありません。Now, Let's Enjoy Big Band!!

Per：阪本

New Wave Academy Jazz Orchestra

ニューウェイブアカデミージャズオーケストラ

大阪大学のOBで構成され、20代から70代までの幅広い年代のメンバーで活動し
ています。結成10年目、
この秋に２回目の福岡遠征を予定、
ビッグバンドの灯を消さ
ないようこれからも演奏を続けて行きます。
バンド演奏に加え、大学生の女性ボーカルと、ベテラン男性ボーカルの２人にもご注
目ください。

Mid-Sounds Jazz Orchestra

ミッドサウンズジャズオーケストラ

平成４年
（１９９２年）
にジャズが大好き者が集まってできたBIGBANDです。
年齢・性別を問わずジャズが好きで、BIGBANDを楽しみたい社会人で構
成されています。
バリトンサックス・トロンボーン募集中です。

8バンドが繰り広げる魅惑のスイング、誘惑のラテン、
妖惑のポップスのjazzアレンジから
蠱惑のジャズロックまで
幅広い年代が楽しめるBIGBANDの祭典

■バンドメンバー
バンドリーダー Ts：市川 肇
Tp：外池 誠基／山本 聖／絹原 一寛／城崎 潔
Tb：川北 康雄／垣之内 雅子／青塚 皓平／西村 重徳
As：佐藤 直之／細井 理恵 Ts：和泉 知佳子 Bs：家垣 吉孝
B：大澤 善樹 Ds：市橋 隆／石橋 裕基 P：小磯 潮
Vo：森 妃名／武田 雅宏

■バンドメンバー
Sax：杉上 光廣／大野 孝幸／四方田 多真美／吉田 昇／長谷川 雅樹
Tb：堀田 茂樹／田中 典子／吉田 一彦／仲村 学
Tp：高橋 是友／藤野 修／金原 誠／谷口 英世
リズム B：中島 茂 G：梶利 文 D：高橋 育大 P：西田 直美 Vo：麻生 優佳

2022

7.30

土

開場12:30／開演13:00／終演20:20
茨木市クリエイトセンターセンターホール
入場料 499円 ※当日受付、再入場可
※演奏団体・演奏順・演奏時間は予告なく変更する場合
があります。
あらかじめご了承下さい。
※新型コロナ蔓延防止対策のため当日はスタッフの指示
にしたがって頂きますようお願いします。

主催：茨木オークライオンズクラブ／BBJF実行委員会
後援：公益財団法人 茨木市文化振興財団
協力：茨木フェスティバル協会

BBJF事業資金募金活動実施

主催：茨木オークライオンズクラブ／BBJF実行委員会
後援：公益財団法人 茨木市文化振興財団
協力：茨木フェスティバル協会
http://www.iba-fes.jp/ TEL 072-626-1431（10:00〜17：00 月〜金）
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出演者紹介

GREETING

本日は「ビッグバンドジャズフェスタin茨木｣にお越し下さいまして

INTRODUCTION

Blue Dog Jazz Orchestra

ブルードッグジャズオーケストラ

ありがとうございます。
茨木オークLC30周年記念事業として開催から第11回を数えること
になりました。
昨年は、新型コロナウイルス蔓延により茨木フェスティバルが中止に
なりましたが、単独で開催させていただきました。
本年は3年ぶりに茨木フェスティバルも開催され、ジャズフェスは
８バンドが集結しました。

私たちBlue Dog Jazz Orchestra は、
ジャズをはじめ音楽をこよなく愛するメン
バーが集まり、2013年6月に結成。
主に関西圏で活動しているビッグバンドです。
音楽と仲間とお客様の笑顔が大好きな私たちの演奏を、
どうぞお楽しみください。
■バンドメンバー
西村 陽弘／川口 正春／石田 暁生／久村 英嗣／口井 孝至／今井 紫織／松尾 勉
王 仁成／階堂 善弘／高橋 美稔子／木村 美枝子／寺内 裕美／山岸 慈久
臣川 悦子／古賀 晃／石橋 潤一郎／今岡 稜太／高橋 育大

暑い夏に、さらに熱く魅惑のスイング、誘惑のラテン、妖惑のポップ
スのjazzアレンジから蠱惑のジャズロックまでさまざまな年代の方々
に楽しんでいただける、ビッグバンドによるビッグバンドでなければ
できない、
ビッグバンドの祭典をお贈りいたします。

サウスユニオン
みなさんこんにちは。
「 大阪南の熱い風」サウスユニオンです。私たちサウスユ
ニオンは、
１９８６年４月に大阪南部地域で働く音楽好きが集まって発足した社会
人ジャズビッグバンドで、今年で結成37年目を迎えます。
おもな活動としては、地域イベントをはじめ、ジャズイベントなどへも出演させ
ていただいており、20代から70代までの幅広い年代で構成され、
「 楽しく演奏
する」
をモットーに活動しています。初めてビッグバンドJAZZフェスタin茨木に
出演させていただくとともに久しぶりのステージです。今日は、
「 サウスサウンド
＆ヴォーカル」
をお楽しみいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
■バンドメンバー
Sax：中嶌 英和／森塚 正人／魚野 政広／菅 顕大／前中 信義
Tp：児玉 哲夫／小谷 一豊／長澤 宏之
Tb：久保 浩／勝野 吉男／akane／加地 正
P：篠原 義人／kayoko
B：細川 隆二／中島 信治
G：柳 忠 D：松尾 卓 Vo：yuka

真夏の一日をビッグバンドでお楽しみ下さい。
また、
ご自愛のほどお祈り申し上げます。

主催：茨木オークライオンズクラブ
運営：BBJF実行委員会

Bluesin Jazz Orchestra

プログラム

ブルージンジャズオーケストラ
PROGRAM

1

13:00

Blue Dog Jazz Orchestra

2

13:55

Bluesin Jazz Orchestra

3

14:50

サウスユニオン

4

15:45

Maple Sounds Jazz Orchestra

5

16:40

Jackとまごの気Band

6

17:35

Mid-Sounds Jazz Orchestra

7

18:30

URBAN NOTES Big Band

8

19:25

New Wave Academy Jazz Orchestra

周りのお客様のご迷惑となりますので、携帯電話はマナーモードに設定してください。
会場内でのフラッシュを使った撮影は禁止しています。
※演奏時間及び出演者、曲目は予告なく変更される場合があります。
※コロナ蔓延対策のためスタッフの指示に従っていただきますようお願いします。

Bluesin' Jazz Orchestraは創設37周年目を迎えた社会人ビッグバンドです。長
年取り組んでいるカウント・ベイシーに加えバディ・リッチやサドメル、ネス
ティコなど幅広いナンバーにチャレンジしています。
コロナ禍の中活動には苦労しておりますが５月に久しぶりの自主ライブを敢行致し
ました。新たなメンバーも加わり、更にパワーアップのBluesin' Jazz Orchestraを
お楽しみください。
■バンドメンバー
Tp：池上 弘倫／岩本 敦／田澤 良介／福冨 奏人／内山 由美
Tb：藤井 雄太／大原 義一／的場 治市朗
Sax：清川 英峰／照井 規夫／柳澤 崇嗣／大西 丈／安藤 芳郎
G：北村 明紀 P：石原 康成 B：阪口 典右 D：藤田 洋

Maple Sounds Jazz Orchestra

メイプルサウンズジャズオーケストラ

結成２７年の箕面出身ビッグバンド。ビッグバンドJAZZフェスタin茨木には毎年
欠かさず果敢に無謀にエントリー！
老若男女、プロアマ、楽器暦のすべてが大きく違う僕らに共通しているのは
「音
楽が 三度の飯の・
・
・次に大好き 」
と言うこと。
来るもの拒まず、去るもの追わず。ときに笑い、
ときに泣き、そしてちょいちょい
喧嘩しながらも毎週毎週練習しまくる、いつでも青春まっただなかの音楽大好
きオタク集団なのです。
今年は僕たちの独特な体当たりサウンドで
「魅惑のリズム」
に挑戦。スイングや
ラテン、イージーリスニング風からロック風なものまで、
ビッグバンドだからでき
る、
ビッグバンドにしかできない音圧を楽しみます。
１２月１８日
（日）
箕面市立メイプル大ホールでの単独コンサートもお楽しみに！
ただいまギターさんとトランペットさん募集中だよ！ 詳しくはブログやHPで！

