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OJF2017

目  次ごあ い
さつ

　音楽の力で大津の街を元気にしたい̶̶
そんな思いで2009年から始まった大津ジャズ
フェスティバルは、おかげさまで今年第９回を
迎えます。大津祭の次の週末という開催日程も
定着し、ずっと目標にしてきた第10回も手が届く
ところとなりました。
　この間「市民が」「手作りで」という基本スタン
スは固持しつつ、手探り状態のなかで様々な
試みを積み重ねながら歩んでまいりました。
そして、そんな大津ジャズフェスティバルの背
中を押してくださったり、手をつないでくださる
仲間が年々増え、たくさんの皆さまに支えられ
ながら、開催を続けられていることに大変感謝
いたしております。
　今年も、なぎさ公園おまつり広場をメイン
ステージに、多彩な会場からJAZZをはじめとす
るいろいろなジャンルの演奏をお届けいたし
ます。秋空の下、このパンフレットをガイドに
「JAZZと一緒に街歩き」をお楽しみいただけれ
ば幸いです。
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OJFの楽しみ方

実行委員会からのお願い

このパンフレットを手にしたあなた。
さあ！もうあなたのOJFはスタートしています！
「OJFの楽しみ方」を参考に、
この音楽空間を心行くまでお楽しみください！

大津の街を歩くと、
どこからか音楽が聞こえてきませんか？
OJFでは、フェスティバルを心から
楽しめる仕掛けを数多く用意しています。
あとは、皆様と一緒に楽しむだけです。
ぜひ、一緒に楽しいフェスティバルに
していきましょう！

大津の街を歩くと、
どこからか音楽が聞こえてきませんか？
OJFでは、フェスティバルを心から
楽しめる仕掛けを数多く用意しています。
あとは、皆様と一緒に楽しむだけです。
ぜひ、一緒に楽しいフェスティバルに
していきましょう！

会場に向かおう！
OJFは2日間でのべ20もの会場にてJazzを中心と
した演奏が行われます。
会場前を通りかかったら、ぜひその会場に足を止めて
みてください。演奏途中でも構いません。
会場毎にそこでしか聴けない音楽と、その会場独自
の特色があります。
様々な会場に足を運んでみてはいかがでしょうか？

店舗会場ではフード・ドリンクメニューを楽しもう！
会場として演奏場所を提供して頂いている店舗では独自のフード・
ドリンクメニューが用意されています。
もしかしたら、OJF限定のメニューがあるかもしれません。
「来年もこの会場があればいいな」と思っていただけましたら、店舗
の売り上げにご協力くださると幸いです。
演奏と一緒に、その店舗でのフード・ドリンクメニューを楽しんでみ
てはいかがでしょうか？

◯全会場、演奏毎の入れ替えは実施致
しません。

◯当日会場の混雑状況により、各会場
内への入場を制限させていただく場
合がございます。
　（なお、入場制限の場合でも整理券等
の配布は行いません。）

◯会場によっては大変混雑いたします。
お並びいただく場合もございます。
あらかじめご了承ください。

◯実行委員会の許可を得ない写真撮影・
ビデオ撮影・録音は原則として禁止して
おります。
　撮影・録音等行う場合は必ず実行委員
会に申請の上、許可を得てください。

◯公募枠の場合は、ご自身のグループを
ご自身またはご友人等で撮影・録音等を
行う際には、その旨を会場担当者にお
申し出ください。
　カメラに掲出するパスをお渡しします。
（ご自身のグループの演奏が終わりまし
たら速やかにパスをご返却ください。）

○ゲスト枠の場合は、出演者ご自身ある
いは出演者より依頼を受けた方が撮
影・録音等される場合も必ず事前に実
行委員会の許可を得てください。
　また業者等が入る場合、対象グループ
以外のグループは撮影・録音等を行わ
ないでください。撮影・録音等のテスト
を他のグループで行うことも禁じます。
　違反のあった場合、許可を取り消し即刻
退場いただきます。

○本フェスティバルで撮影・録音等したも
のを出版する場合は別途許可が必要と
なります。

困ったことがあれば…

音楽を楽しもう！
音楽の楽しみ方は人それぞれです。
立って聴くも良し、座って聴くも良し。
しっとり聴くも良し、ノリノリで聴くも良し。
一つだけ共通している楽しみ方としては、演奏が
終わったら、演奏者に盛大な拍手をお願いします。
なぜ、拍手で楽しむことができるのか？
それは、皆様が拍手することで、演奏者が楽しくなり、
それが演奏に反映されて、より楽しめる演奏になるか
らです。
手拍子や歓声も楽しむ方法の一つです。
ぜひ、出演者と一緒に音楽を楽しみませんか？

困ったことがあれば、近くにいるOJFスタッフに何
なりと声をおかけください。
「道が分からない。」
「車椅子が通れない。」
「グッズを購入したい。」等、
どんな些細なことでも構いません。
できるだけ多くの皆様に楽しんでいただけるよう、
スタッフ一同何でもお手伝いいたします。

募金・チップをお願いいたします。
OJFの運営資金はスポンサー様からの広告収入と皆様からの
温かい募金によって成り立っています。
「いいフェスティバルだな」と思っていただけましたら、お気持ち
だけで構いませんので、募金していただけませんでしょうか？
皆様からお預かりした募金は、OJFの継続的な実施を目的とし
た運営資金として有効活用させていただきます。
また、演奏終了後に出演者からチップをお願いする場合があり
ます。出演者は基本的にノーギャラ・交通費自腹でOJFに参加し
ています。演奏に対する賞賛の意を込めて、できる範囲でチップ
を渡してあげてください。
皆様の温かいご支援・ご協力を心よりお待ちしております。

会場について 撮影・録音について

実行委員会または実行委員会が許可した担当者が、本フェスティバルの広報および記録
の目的で撮影・録音等を行う場合があります。
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（株）ワイシー企画滋賀
大津市瀬田５丁目３１－７

Tel  077-545-7194

（株）ホ ー プ 物 流
草津市馬場町１１00

Tel  077-566-2121

（株） ア ス リ ー ト
大津市瀬田大江町55－１

Tel  077-545-6215

大津市瀬田大江町１3－22
Tel  077-545-2340

http://www.c-logico.co.jp

福井トナミ運輸（株）大津営業所

大津市大平１－１0－4
Tel  077-534-8057



‒4‒

ゲスト紹介

■西村有香里プロフィール
大阪府堺市出身。３歳よりピアノを始め
る。大阪府立泉陽高校の軽音楽部で
テナーサックスとジャズに出会う。滋賀
県立大学に入学後、仲間と共に音楽
サークルを設立し、様々なジャンルの音
楽を経験するうちに音楽の道を志すよ
うになる。卒業後は楽器店に就職し専
属サックスインストラクターとして勤務。
その後独立し本格的に演奏活動を始
める。二度にわたり渡米し、ニューヨーク
にてルー・タバキン氏、タッド・シャル氏
のサックスレッスンを受ける。現在は関
西を中心に精力的に演奏活動を行
なっている。外見からは想像できない男
性的な音色とパワフルな演奏にはファ
ンも多い。女性では数少ないテナーサッ
クス奏者。
2013年９月に1stアルバム「Dearly 
Beloved」を発売。
2017年５月に2ndアルバム「Naturally」を
発売。
平成23年度 大津市文化奨励賞受賞
平成23年度より「ＪＡバンク滋賀」のイ
メージキャラクターとしてＴＶＣＭやイベント等に出演中
ホームページhttp://www.yukarinsax.com/
■大野綾子プロフィール
幼少のころよりクラシックピアノを学ぶ。大学卒業後、銀行に就職。同時に
ジャズに出会い、ジャズピアノを藤井貞泰氏に師事。どんどん夢中になり銀
行を退職。２００１年頃より演奏活動を始める。以降、さまざまなバンドでの演
奏を経験。演奏活動とともに作曲、編曲も手掛けており、ボーカリスト阪井楊
子１st、2ndアルバムにて数々のアレンジを提供。テナーサックス奏者西村
有香里カルテットのメンバーとしてアルバムに参加。ボーカリスト木原鮎子と
のユニット「音織」ではジャズを土台にしたオリジナルソングを中心に活動し
ている。現在も研鑽を重ねるべく、京阪神を中心に、ライブハウスやバー、レ
ストラン、ホテル等で活動中。
■山本久生プロフィール
幼少時からエレクトーン、ピアノ、学生時代よりコントラバスを始める。蓑輪裕
之氏に音楽理論とコントラバス奏法を師事し、ニューヨークで、マルコパナシ
ア氏に師事する。寺井豊グループ、中嶋俊夫多田恵美子トリオ、高橋俊男
トリオ等の伝統あるグループや、菊池康生サックスマシーンズ、岩瀬立飛ク
インテット等の国内外の実力派ミュージシャンのバンドに参加し、各地のライ
ブやコンサートで演奏している。また、2013年はシャンソン歌手の佐々木秀
実の全国劇場ツアーにも参加し、ジャズ以外のフィールドでも活動している。
■齋藤洋平プロフィール
島根県出身、京都アンミュージックスクールにてドラムを池長一美氏、坂東
等氏に師事。2010年高橋知道、大友孝彰らとニューオリンズフレンチク
ウォーターフェスティバルに出演。ジンジャーブレッドボーイズ、ＭＹＭトリオ、京
都コンポーザーズジャズオーケストラ、トーティーシェル、篠崎雅史、等のバン
ドで活動。ドラムショップアポロ講師、池本楽器講師。

西村 有香里（ts）、大野 綾子（pf）、山本 久生（b）（10/14（土））、
齋藤 洋平（dr）　※10/15（日）のみ衛藤修治（b）へ 

■Vermilion fieldプロフィール
2005年結成。朱（piano）・栗田（sax）
がアメリカで行っていたセッションを
母体にジャズ・ファンク・ラテン・ゴ
スペル・プログレやアフリカ音楽等
幅広い音楽性を持つメンバーで活
動を開始。メンバー全員が作曲を
手掛ける作品群により、7～80年
代クロスオーバー・ジャズを現代の
感覚で再現、「胸が熱くなる」「景色
が見える」ステージはさながらお祭りの様相を呈する。
2010年６月にフルアルバム“Vermilion Field”を、2011年11月に“West-side 
Hill”を、そして2015年３月にビクター・エンターテイメントより“Feira”をメ
ジャーリリース、各紙より賞賛を受ける。2016年には東京・すみだストリート
ジャズフェスティバルの公式テーマソング「太陽の樹」を手掛ける。そして
2017年９月には最新となる４枚目のアルバム“Twelf”をリリース。

「奏者と観客が一体となり楽しめるバンド」として全国各地の幅広い層より
支持を集めている。

朱 恵仁（pf）、栗田 洋輔（ts）、湯田 大道（g）、長谷川 晃（b）、松田“GORI”広士（dr）

■纐纈歩美プロフィール
1988年岐阜県生まれ。３歳よりピアノを
習い、中学でサックスへ転向。高校から本
格的にジャズを始める。
2010年ポニーキャオンより、1stアルバム

「Struttin’」にてメジャーデビューを果たす。
2011年2ndアルバム「DayBreak」、2012
年ノルウェーでレコーディングした３rdアル
バム「Rainbow Tales」を発表。
北欧のミュージシャンとの融合で生まれた
新鮮なサウンドが評価される。
2013年2014年とニューヨークでレコーディングした4thアルバム「Brooklyn 
Purple」「Balladist」を発表。
2016年敬愛するアートペッパーをトリビュートした最新アルバム「Art」を
発表。
落ち着いた柔らかな音色と時にダイナミックなアプローチで、多くのファンの
支持を得ている。
■松本茜プロフィール
鳥取県米子市出身。ジャズピアニスト。幼少時代、クラリネット奏者北村英
治氏のコンサートでジャズと遭遇。独学で日 ジ々ャズ演奏の模倣を続ける。
2002年、MALTA（sax）プロデュースの第１回倉吉天女音楽祭出場、グラ
ンプリ受賞。
2004年、バークリー音楽大学の奨学金オーディション学費全額免除試験
に合格。同年に第23回浅草ジャズコンテスト・ソロプレーヤー部門にて金賞
受賞。このとき共演した植松良高氏（dr）に将来性を買われ、度々上京しジャ
ズクラブで定期的にライブ活動を行う。NHK広島放送局制作の情報番組
で高校生ジャズプレイヤーとして紹介される。
2006年4月、日本大学芸術学部進学と同時に上京。放送業界のノウハウ
を学ぶ傍ら、都内での本格的なライブ活動を始める。
2008年5月、日本コロムビアレコードより、1stアルバム「フィニアスに恋して」
でデビュー。
2009年10月初渡米、NYにてNatReeves（b）、JoeFarnsworth（ds）の両
氏とレコーディング。翌年1月、2ndアルバム「Playing NewYork」発表。地元
鳥取県米子市文化ホールにて凱旋トリオコンサートを行い、成功をおさめる。
2010年1月、出光音楽賞ノミネート
2011年1月、サッポロビール「麦とホップ」テレビCM音楽担当
2013年2月、パリで開催されたJazzInJapanにトロンボーン奏者の中川英
二郎氏のグループで出演。
2013年6月、浜崎航（ts）氏とのユニット、浜崎航（ts）meets松本茜trio“BIG
CATCH”より1stアルバム“BIG CATCH”をリリース。
コアなジャズファンもジャズ初心者も笑顔になるライブは、全国各地で大きな
支持を得る。同バンドでNHKセッション2014に出演。
2015年４月、NYに渡り、世界の第一線で活躍するPeterWashington（b）、Gene 
Jackson（ds）の両氏と５年ぶり３枚目となる自身のアルバム“Memories of 
you”を制作。同年の夏にコンセプトレコードよりリリースを果たす。
2016年６月、自身の出身地である鳥取県米子市の首都圏観光大使に任
命される。
2017年４月、３作目と同じメンバーで自身４枚目となるアルバム“Night&Day”
をリリース。
ビバップを信条とし、ストレートアヘッドな自身のピアノトリオで活動する他、山
田穣（as）、中村健吾（b）、佐藤達哉（ts）、多田誠司（as）、太田朱美（fl）、
中村恵介（tp）、浜崎航（ts）各氏らと共演を重ねる。（敬称略）

纐纈 歩美（as）、松本 茜（pf）

14日（土） 13：00～ 大津市民会館（大ホール）
15日（日） 17：00～ おまつり広場

14日（土） 16：00～ 大津市民会館（大ホール）
14日（土） 18：00～ おまつり広場

西村有香里カルテット 纐纈歩美＆松本茜 Duo

Vermilion field TONE BASS TRIO

■刀祢直和プロフィール
刀祢直和“TONE”
Jive/Swing/Dixe/Blues/Jump blues/R’N’R/
等のアメリカミッドセンチュリーの音楽に影
響されウッドベースを始める。数しれず渡米
しセッションを重ね20代前半からプロとし
ての活動を開始。色んな音楽に参加し英
国No hit Recordに誘われ渡英し、世界
的有名な“TOERUG STUDIO”でのレコーデン
グも経験し多数CDに参加。“TONE QUARTET”
結成。３枚のアルバムを発売。楽曲がTV
CM、ラジオ等に使われ、関東～沖縄まで
のツアー数々のジャズフェス、アメリカ SXSW国際音楽フェステバル出演等
も経験する。インプロ、フリージャズと出会い、演奏スタイルはより自由な方向
に向かう３枚目のアルバム「TRIO AND QUARTET」発売。精力的なツ
アーやジャズフェスに出演。JAZZ全国紙にレビューやライブレポートも掲載
され、ただいま新メンバーを加え４枚目のアルバム製作活動中。色んな意味
で全く何処に行くのか想定出来ないベーシストである。

刀祢 直和（b）、水上ダンヒル洋（dr）、渚 真以子（pf）

14日（土） 15：00～ 大津市民会館（大ホール）
14日（土） 17：00～ おまつり広場

15日（日） 14：00～ 大津市旧大津公会堂
15日（日） 16：00～ スカイプラザ浜大津 響
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滋賀銀行は、環境省認定の
「エコ・ファースト企業」として、
「環境経営」に取り組んでいます。

『しがぎん』
お友だち募集中！

【登録方法】
『しがぎん』公式アカウント
@shigaginで検索

Facebook
配信中!!

「QRコード」または「『しがぎん』ホーム
ページ」からアクセスしてください！
滋賀銀行 検 索

『しがぎん』
オリジナルキャラクター
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ゲスト紹介

■高原かなプロフィール
３歳からエレクトーン奏法を、９歳からドラム奏法
を学び、ポピュラー音楽の基礎を習得。大阪府
立清水谷高校にてバスケットボール部で活躍
するかたわら合唱部で声楽の基礎を学ぶ。同
時にアメリカンミュージック、特にブラックミュー
ジックに傾倒し強い憧れを抱く。その後、大阪音
楽大学短期大学部声楽専攻修了。声楽、音
楽理論、ピアノ奏法を習得。卒業後ジャズを歌
い始める。
2008年より関西を拠点にプロ活動を始め、

「高原かなカルテット」を結成。2010年12月に
は初アルバム『FOUR!!』を自主レーベルより発表。２０１２年９月、金沢ジャズ
ストリートバンドコンペティションにて「高原かなカルテット」が準グランプリ受
賞。同年12月、タイムマシンレコードよりライブレコーディングCD『カナカルラ
イブ！』を発表。従来のジャズ作品のイメージを覆したと全国で高い評価を得
る。２０１３年、セロニアスモンクコンペティション初のアジア版であるOsaka 
Asian Dreams Jazz Competitionのセミファイナリストの一人に高原かな
が選出される。（※セロニアスモンクコンペティションとは、世界で最も権威
のあるジャズのコンペティションである。）２０１５年11月、念願だったクリスマ
スアルバム『カナカルクリスマス！』をリリース。
JAZZの伝統的なスタイルに強いこだわりを持ちながらも新しいジャズの表
現も積極的に取り入れ、そのスウィング感あふれる歌唱とエンターテイメント
たっぷりのパフォーマンスには定評がある。すいかをこよなく愛し、その思いは

『カナカルライブ！』『カナカルクリスマス！』の２枚のCDデザインにも反映され
ている。2015年秋に上京し、活動拠点を全国各地へと広げている。
■むねたけまさひろプロフィール
1967年生まれ。15歳よりエレクトリックベースを始めるがほどなくJohn 
Coltrane、Tommy Flanagan、Paul Chambers等の影響を受けジャズに
傾倒、18歳の頃からコントラバスを弾きはじめる。大学在学中より大阪の
ジャズクラブで演奏活動を始め、ジャズピアニスト寺井尚之氏のトリオでは
長年レギュラーベーシストとして演奏を行う。
オテロ・モリノー、ジョシュア・ブレイクストーン、大塚善章、藤井貞泰、唐口一
之、各氏と共演。ジャズベースを寺井尚之氏、竹田康友氏、北川潔氏に、ク
ラシックを三好哲郎氏に師事。近年は自己のタンゴアンサンブル“ガラピ
ニャーダ”での演奏活動やジャズの他幅広いジャンルにて関西を中心にジャ
ズクラブ、コンサート等に出演中。
■棟允嗣プロフィール
1981年6月19日奈良県生まれ。高校生で独学でドラムを始めライブ活動を
始める。2000年に同志社大学軽音楽部に入部後、ジャズに目覚め、部内
外において活動を始める。03、04年には同部内のThe Third Herd Orchestra
に入団。多くの経験を積む。その後、大坂昌彦、小松尚人、松田“GORI”広
志らに師事。Berklee College of Musicの奨学金試験を受け、7000ドル
を獲得。2011年には7インチレコード、kyoto's coolest trioの「大人になれ
ば」がJET SETのJAZZ部門で一位に。
現在関東に拠点を移し活動中。

高原 かな（vo）、中山 瞳（pf）、むねたけ まさひろ（b）、棟 允嗣（dr）

■jaja（ジャジャ）プロフィール
2004年10月ホリプロよりデビュー。HMVの
JAZZ部門・ネット予約1位・発売2週間セール
ス1位を獲得。2005年マレーシア・インドネシ
ア・シンガポール・タイ・韓国・フィリピン・台湾
にてCDデビュー。マレーシア「ペナン島ジャズ
フェスティバル」参加。2006年WHDエンター
テイメント&ビクターよりメジャーデビュー。同年
2ndアルバム発売、アドリブアワード国内
ニュースター賞を受賞。2007年、アドリブア
ワード国内ベスト・ジャズ・フュージョン賞を受賞。2008年、独立しセルフマ
ネージメントオフィスを設立。アルバム2枚「MADE IN jaja」「MADE IN 
jaja Ⅱ」初のDVDをリリース。2009年にはリーダーでもある秋山幸男がアド
リブアワード（スイングジャーナル社）国内SAXプレイヤー人気投票で10位
に入る。2011年、初のヨーロッパ（ドイツ）コンサートを行い大絶賛を受ける。
2012年、アルバム「MADE IN jaja Ⅲ」リリース。2013年、二度目のヨー
ロッパ公演（ドイツ・ルクセンブルグ）も大成功を収める。同年、「MADE IN 
jaja Ⅳ」をリリース。2014年、年 間ライブ数250回を超える。2015年、

「MADE IN jaja Ⅴ」をリリース。2016年、名古屋フィルハーモニー交響楽
団とのコラボコンサートを実施し大絶賛を受ける。
横浜から世界へ。Japanese jazzを認めさせるオンリーワンバンドです。

秋山 幸男（ss）、市村 浩（b）、西沢 譲（g）、高島 基博（dr）、木村 香恵（pf）

高原 かな（vo）、小野 みどり（オルガン）、福島 修二（g）、棟 允嗣（dr）
14日（土） 15：00～ スカイプラザ浜大津 響
14日（土） 17：00～ 大津市民会館（大ホール）

15日（日） 12：00～ スカイプラザ浜大津 響
15日（日） 16：00～ おまつり広場

高原かなカルテット 高原かな with 小野みどりオルガントリオ

jaja

中山瞳Trio

■中山瞳プロフィール
1988年10月10日徳島県生まれ。
5歳からエレクトーン、7歳でピアノ、15歳でハモ
ンドオルガンを習う。小学生の時父に連れられ地
元に来たソニーロリンズを見て音楽というものに
衝撃を受ける。
そして高校生の頃にRay Bryant.Oscar Peterson
等ブルージーでハッピーな音楽に出会いジャズ
に興味を持ち始める。
クラシックを習う傍ら、ジャズを学び色々な人との
出会いを通じて大阪に修行へ向かうことに。
ヤマハ音楽院コンテンポラリーピアノ科卒業。
在学中より数々のセッション、ライブに参加し音
楽活動に励む。
2014年1月に1stアルバム、中山瞳Trio「Perdido」
が全国発売になる。そして前作に続き、2ndアルバム「DEAR」が2017年3
月2日全国発売となる。現在は関西を中心として自己のTrioを始め数々の
セッションに参加し自分の音楽を追究する為勢力的に活動中。
■光岡尚紀プロフィール
1981年10月17日生まれ。大阪府出身。
14歳の時に兄の影響によりエレキベースをはじめる。
その後2003年より本格的に音楽の勉強をはじめ、2004年からウッドベース
を始める。BASSを藤岡靖博氏、魚谷のぶまさ氏に師事。関西を本拠地に
国内外のミュージシャンと数々のセッションを重ね、多数のライブやレコーディ
ングに参加。演奏活動はJAZZだけでなく、ブライダルやホテルでの演奏、ま
たJ-POPやClassicなど幅広いジャンルで展開。
■引田裕路プロフィール
JAZZの街、神戸に生まれ、神戸で育つ。13歳のときにドラムに出会いプロ
を志す。その後甲陽音楽学院へ進学。卒業後、プロ活動を開始。この頃より
ジャズに傾倒し始める。2010年にN.Yへ。数々のセッションに参加し同年帰
国。2013年Ray BrownやDiana Krallとの共演で知られるJeff Hamilton 
にスイング感覚を認められ弟子入り。2014年７月ベーシストのJohn 
Claytonがアーティストディレクターを務めるSeattle Centrum jazz workshop
に参加。同年9月Jeff Hamilton TrioのレギュラーピアニストTamir Hendelman
と地元神戸で共演。2015年２月世界的ピアニストの小曽根真氏と共演。
現在は神戸、北野のソネにレギュラーで出演する他、近秀樹トリオ等、京阪
神間で鋭意活動中。

中山 瞳（pf）、光岡 尚紀（b）、引田 裕路（dr）

15日（日） 13：00～ 大津市旧大津公会堂
15日（日） 15：00～ スカイプラザ浜大津 響

15日（日） 13：00～ スカイプラザ浜大津 響
15日（日） 15：00～ おまつり広場

■小野みどりプロフィール
1971年8月15日熊本県生まれ。滋賀県志賀
町（今の大津市）で育つ。幼少のころよりヤマ
ハのエレクトーンとピアノを習い、11才でハモン
ドオルガンを習い始める。
17才の時に日本でのハモンドオルガンコンクー
ル、シニアの部で最優秀賞を獲得。副賞として
初めてロサンゼルスに行き、現地のオルガンプ
レイヤーの演奏を聴いて衝撃を受け、ジャズオ
ルガンプレイヤーを志す。
同志社大学商学部に入り、同大学の軽音楽
部でジャズのバンドを始め、ビッグバンド「The 
Third Herd Orchestra」のピアノ、キーボードを担当した。
卒業してから本格的にオルガンプレイヤーとして演奏活動を始め、関西のラ
イブハウスを中心に全国各地で活動。来日したオルガンプレイヤーDr.Lonnie 
Smith, Jack McDuffらと共演。大きな影響を受ける。また、サンフランシスコ
ジャズフェスティバル、サンノゼジャズフェスティバル、スタンフォードジャズフェ
スティバル等アメリカでの演奏も経験し、研鑽を積んだ。
1999年に初アルバム「Green’s Blues」、2000年にオルガンプレイヤー橋
本有津子とのカップリングアルバム「Jazz Organ Tribute」、2014年、ドラ
マー Akira Tnanaと、日本の民謡を織り交ぜて録音した「In my own way」
をリリース。
現在は奈良県在住。3人の子育ての経験を生かして、リトミックを取り入れた
子どもたちのためのジャズオルガンライブも日本各地で行っている。
■福島修二プロフィール
大阪府河内長野市出身。
府立富田林高校卒業後、ヤマハ音楽院大阪に入学。
竹田一彦、小川逸史、大野こうじ各氏に師事。
在学中よりレストラン、ホテル等で演奏を開始する。
同校卒業後は講師としても活躍。
現在はジャズを中心に関西で活動中。
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エ ネ ル ギ ー ＆ エ コ ロ ジ ー 技 術 で

地球温暖化防止に貢献します
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ゲスト紹介

■小野麻美プロフィール
京都生まれ。
三歳からクラシックピア
ノ、ヤマハ音楽教室にも
通う。京都華頂女子高
校 音楽科へ入学、相愛
大学 音楽学部 に入学
す るも、AN music school
でJazzを学び、同 時に
YAMAHAピアノ科講師
となり、Westin Miyako 
Hotel kyotoレギュラー演奏を数年間務める。
2014年1st album 「Deep blue」
2017年５月待望の2nd album 「IYELLOW」も、オリジナル中心に制
作。MBSテレビ『ちちんぷいぷい』などメディアにも出演。美容家IKKO
さんの歌伴なども経験する。
クラシックを基盤にJAZZサウンドの心地よく、心踊るオリジナル楽曲、ス
タンダードまでお楽しみください。
■多喜弘文プロフィール
1982年京都生まれ。同志社大学入学と同時に軽音楽部に入部。
ジャズやフュージョンのコンボで活動するとともに、
デュークエリントンを演奏する京都大学Dark Blue New Sounds 
Orchestraのベースをつとめる。
卒業後は、ジャズクラブ等での演奏やライブハウスでジャムセッションの
ホストを務めるなど京阪神を中心に活動する。現在は東京在住。
■西野滉平プロフィール
中学三年よりドラムを始め、ロックやJPOPを演奏する。
大学に入学後、神戸大学のサークルに所属し、プログレ、メタル、現代
音楽など様々なジャンルを嗜む。その後、田井中福司氏、池長一美氏に
師事し、ジャズを始める。2015年ローランドミュージックフェスティバル、
アンサンブル部門でパフォーマンス賞を受賞。
現在は関西のライブハウスを中心に活動中。

小野 麻美（pf）、多喜 弘文（b）、西野 滉平（dr）

■今井晴萌プロフィール
３歳よりエレクトーン、13歳よりサックス
を始める。高校在学中から地元滋賀・
京都を中心に演奏活動を始め、栗田
洋輔氏に師事。高校卒業と同時に上
京。現在首都圏、関西圏を中心に、
ジャズ、ファンク、R&B、ソウル、ロック、
フュージョン等幅広いスタイルのバンド
で活動している。
2016年夏、単身渡米。ベーシストVictor 
Wootenよりスピリットを学ぶ。
■飯田一樹プロフィール
幅広いレパートリーを持つ、マルチジャ
ンルの音楽家として、関西を拠点に国
内外で活動。
演奏家として、高度な技術と洗練され
た音楽の造詣力が高く評価されている。
これまで、桑名正博ﾊﾞﾝﾄﾞなどロックバンドからジャズやシャンソン、ポッ
プス、プログレなどあらゆるジャンルで活動をしてきた。
変幻自在にピアノを操り『七色のピアニスト』と表現され、フランス、フィ
ンランド、ドイツ、オーストラリアや中国、等、海外での演奏活動も豊富で
ある。
現在は、ジャズ、ポップス、クラシック、 邦楽の数多くのアーチストと競演
しており、ライフワークとしてのピアノソロコンサートや歌手である妻の
「楠元なおこ」とのコンサートやライブ活動をしている。
また、邦楽への強い興味から、和太鼓、三味線、笛などの和楽器とのア
ンサンブルを、独創的なプログラムにて確立し斬新かつ神秘的で情緒
あふれる世界も構築してきた。
作編曲家としては、オリジナルCD8枚をリリース。
桑名正博のＣＤアルバム「マハロ」の プロデュース、関ジャニ∞主演Ｔ
Ｖ「複体」の編曲、数々のミュージカルやショーの作曲やソニー生命等
大手企業のイメージソングも手がけ、ドラマ「ハート・オブ・ゴールド」は芸
術祭大賞を受賞した。
長年、ＴＶＣＭやトヨタ、住友不動産等の商品コンセプトムービーの音楽
制作を行っている。
コンテンポラリー・ジャズや新解釈によるクラシック・ブルース、ジャパ
ニーズ・ポップス、 情感豊かな邦楽などの様々な音楽との融合により、
芸術的深みを追求した作品を次々に発表している。
■磯部直樹プロフィール
１歳からリトミック、４歳でピアノを始める。８歳でサックス、１３歳でギター
を始め、その後ベースに転向する。 2013年、2014年、2015年、2016
年ビクターウッテン主催Vixcamps参加。 兄磯部寛樹と共にInto the 
nightを結成、2016年4月には手数王として名を馳せるドラマー菅沼孝
三氏を迎え、ファーストアルバム「Into the night」をリリース。 2016年
度リーリトナー 6string theoryコンペティション、ベース世界6位。ベー
スのソロ演奏も行なっている。
■Von Baronプロフィール
ボン・バロンは、カンザスシティ育ちで、ドラム歴30年以上。
最近ハワイから大阪に移り、ホノルル・ジャズ・カルテット、オタ・サン、ベ
ニー・ゴルソン、スタンリー・ジョーダン、フィリップ・ストレンジ、アラタマテ
ツロウ、ユキモトセイキ、エディ・ヘンダーソン、カサイヨシマサ、ヘンリー・
カポノ、ドン・ホーなど国際的に多くのミュージシャンやグループと、演奏
やレコーディングを行っている。

今井 晴萌（ts）、飯田 一樹（pf）、磯部 直樹（b）、Von Baron（dr）

14日（土） 14：00～ 大津市民会館（大ホール）
14日（土） 16：00～ スカイプラザ浜大津 響

14日（土） 14：00～ 大津市旧大津公会堂
14日（土） 16：00～ baar musica tio

小野麻美Piano Trio 今井晴萌Group

市川 純也

５歳からクラシックピアノを始め、
12歳からジャズやロックに傾倒す
ると共に作曲活動を開始。
高校を卒業と同時にプロ活動を
スタートし、京阪神のライブハウス
を中心に活動中。
ジャズ、フュージョンに加えオリジ
ナル曲では高い評価を得ている。
また全国各地でソロピア二ストと
して様々なイベントに出演し、活
動の幅を広げている。
自身のリーダーバンドNaked Boys with 飯田かな子でオリジナルアル
バムを2017年2月16日に発売した。

市川 純也（pf）

15日（日） スカイプラザ 響 11：00～

■上坂悠真プロフィール
1991年 イギリス、ロンドン生まれ。
８歳で父親の仕事の都合で渡米。
ミシガン州デトロイトで育つ。10歳
でサックスを始め、ミドルスクールで
ジャズに出会い、本場のジャズに魅
了される。ミドルスクール、ハイスクー
ルを通してジャズバンド、マーチング
バンドなどに没頭。ハイスクール在
籍中にはスカラシップを得てバークリー音楽院のサマープログラムに参
加。またデトロイトのシビックジャズバンドにも所属し、ロドニー・ウィティ
カーをはじめプロの指導を受ける。ミシガン大学ではコンピューターサイエ
ンスとジャズサックスをダブルメジャーで専攻。ジェリ・アラン、ロバート・
ハースト、アンド リュー・ ビショップに師事する。大学卒業後はGoogleで
エンジニアをしていたが、ジャズへの熱い思いを捨てきれず退社。2015
年ニューヨークで音楽活動を開始、同年ファーストアルバム 「Spear 
and Shield」をリリース、現在に至る。
■笹井真紀子プロフィール
京都市出身。４歳からピアノを始める。 関西大学入学後、ジャズ研究会
に所属、在学中よりライブハウスやレストラン等で演奏活動を始める。卒
業後、AN school of musicに入学。アレンジ、理論等様々な角度から
音楽を学ぶ。卒業後講師として勤める。その後は藤井貞泰氏、Philip 
Strange氏に師事。Marcus Gilmore（ds）、Vicente Archer（b）、Tony Lakatos

（ts）らワールドワイドなミュージシャンらとセッションを重ねる。自己のバンド
MYM（マイム）でCDをレコーディングし発表、京都αステーションや、京
都新聞、ジャズライフ誌等、各メディアから好評を得ている。宮藤晃妃カ
ルテットのCDのサポート及びアレンジ、篠崎雅史カルテット、京都コン
ポーザーズオーケストラ等のCDに参加、ルクラブジャズ等、関西各地の
ライブハウスで演奏活動、およびアレンジャーとしての活動を行って
いる。

上坂 悠真（sax）、笹井 真紀子（pf）

上坂悠真＆笹井真紀子Duo

15日（日） 14：00～ スカイプラザ浜大津 響
15日（日） 16：00～ 大津市旧大津公会堂
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大津駅から徒歩三分
素材にこだわり、日本酒にこだわる居酒屋
大小個室、テーブル、カウンター席有り

宴会は最大36名様まで可能

〒520-0056  大津市末広町3-3
17:00～23：30（22：50Lo）

☎077-526-4353

ピアノを活用した貸切イベントOK!
シニアサークルやママ会等にぜひ

　大津市末広町4-2　　9:30～22：30
　ランチ／土・日・祝　バー／日・祝

☎077-548-8883

大津では珍しいピアノを使って貸切イベントが
できるカフェ。発表会やミニコンサート、歌おう会
など活用法は様々。ランチ・デザート付など要望
に応じて相談できます。

大津駅から
徒歩3分

カフェ＆バー
白いピアノ

■住 ■営
■休
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10月14日㈯ 会場MAP

会場リスト
一般会場
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そば處 やま喜
大津教会
大津聖マリア教会
平井酒造
大津祭曳山展示館前
baar musica tio
京阪浜大津駅前
大津市旧大津公会堂
スカイプラザ浜大津 スタジオ1
スカイプラザ浜大津 スタジオ2
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今年も！！大津百町館は今年も！！大津百町館は
一日中セッションだ！一日中セッションだ！

10/14㈯13：00～17：00日時

大津百町館場所

10/14㈯・15㈰11：00～17：00日時

スカイプラザ浜大津6階 交流サロン場所

音楽に溢れた2日間、さらに音楽に埋もれてみませんか？
もしかしたら掘り出し物があるかも？？

なんと、誰でもその場で登録するだけで参加できるうえに参加費
無料の太っ腹企画です。でも、募金協力お願いします。演奏曲目は
ジャズのスタンダードに限ります。表紙の色にちなんで、通称「青
本」「黒本」と呼ばれるジャズのスタンタード曲集がありますが、こ
れに載っているような曲目でお考えください。普段は人通りの少な
いこの町に、この日ばかりはミュージシャンが沢山居るんだから
セッションは成立するはずです。

参加費
無料！

出演応募しても当選しなかったアナタ、ゴメンナサイ！
今回は応募を見送ったアナタ、是非イラッシャイ！
ワンステージの演奏では物足りないあなたに！

今年もやります！

だれでも
参加OK！

ジャズの
スタンダードの
セッション

OJFスタンプラリー
昨年に引き続き、今年も『ＯＪＦスタンプラリー』をやってます。
各演奏会場で『ＯＪＦスタンプラリーシート』をゲットしてくだ
さいね！！各日、先着200名様にプレゼント！！
（スタンプラリーシートは数に限りがありますので、ご了承くだ
さい）

OJFスタンプラリー
まずはシートを
手に入れよう！！ Musicフリーマーケット

Mフリ
大津ジャズフェスティバル× コラボ企画スカイプラザ浜大津
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鹿三匹 ザ・ブラスグラス 奥平ともあき×
小島季代子×Eriko M4&ドラゴンY 滋賀県高等学校

軽音楽部会：Ａ
中央小学校金管バンドクラブ

FJB FUJIMI Jr. Band

デュオ・セルペンテ 香奏（kanade） TOT Witty Quartet the Soul to Ask Stella と男前カルテット アンティーズ ALLTone WhoS DOPE☆STARS

數田雅也 高寺和美 
デュオ belle epoque parDeux UPTOWN JAZZ UNIT 川上弦太バンド 幸 バンド Unnamed JAZZ Babies

～名もなきジャズの子たち 十字軍 That's on K.G SKY WING JAZZ ORCHESTRA 西村有香里カルテット

スキャット・カンパニー Street No Chaser CRADLE TO GRAVE 風流亭六弦じゅん EB-4
（EXTRA BROTHERS QUARTET） jam まちこばんど 今井晴萌Group Groovin' Cats Swing Orch. The Sun Clover TKF 小野麻美Piano Trio

金井 聖宜 kiyoko&Eriko Piano 
Flamenco Lab さわら めだか・安藤佳子・

ZAZOU Y's band あっちゃん和ちゃん菅ちゃん AYS Cream FOUR－LINE HORN BAND 
えんぶらす Acid Funk 高原かなカルテット なみもりドロップス TONE BASS TRIO

伊太芸 Mina with 西村やすひろ 19弦 Duo ♪ Shin-nan ♭３ 今井晴萌Group chicken souL Sweet&Bitter. S.S.J.B 隣人+ポゼッション 小野麻美Piano Trio PONTEDURO Vermilion field

髙田真梨子×
荻野壮輔DUO 中西剛士 trio TONE BASS TRIO 高原かなカルテット

ユカ☆＆Friends Vermilion field

ダンディーデュークス
ジャズオーケストラ

コラボ
会場
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大津教会

14：00~ スキャット・カンパニー Jazz

フジモト（vo）、ヘンド（b）、リクス（pf）
ジャズボーカルの名曲を入れ替わり、時間の限りたくさん聴いて頂きます。
スキャットもコンテンポラリーもスタンダードもみな同じ、楽しいジャズライブを届け 
ます。

15：00~ 金井 聖宜 Jazz

金井 聖宜（g）
Jazzスタンダードを中心にギター１本で演奏します。

16：00~ 伊太芸 Jazz

パウロ増山（g）、ニコラス小出（g）
同じギター教室に通っていた二人組です。
ジャズのスタンダードやポップスをギター二本で演奏します。
まったりやっていますのでよろしければお越しください。

17：00~ 髙田真梨子×荻野壮輔DUO Jazz

髙田 真梨子（vo）、荻野 壮輔（pf）
優しく包み込む歌声のVocal 髙田真梨子と、京都のJazzシーンで活躍中のPf 
荻野壮輔によるデュオ。ジャズスタンダードをはじめ、懐かしの名曲までjazzyに奏
でます。

11：00~ 鹿三匹 Pops

小野崎 司（g）、小松 美香（vo）、中村 圭祐（perc）
アコーステック鹿バンドの『鹿三匹』です。去年に引き続き今年も楽しく演奏しま
すので宜しくお願いします。

12：00~ デュオ・セルペンテ クロスオーバー

しんちゃん（fl）、いっこちゃん（pf）
フルートとピアノのデュオです。ジャズ、ポップス、タンゴなど幅広いジャンルの音楽
を楽しく演奏します。

13：00~ 數田雅也 高寺和美 デュオ Jazz

數田 雅也（tb）、高寺 和美（pf）
京都で定期的に活動しているトロンボーンとピアノのデュオです。ゆったりとした
感じでジャズを楽しんでいただければと思います。

14：00~ Street No Chaser Traditional Jazz

岩岡 眞弘（g）、松原 あおい（cor）、佐藤 大輔（ss）、杉 美奈子（vo）、安河内 大介（b）
Street No Chaserは、電気を使わず、ジャズが生まれた頃の魔法を目指します。私たちは、古くから
あるニューオリンズの小唄や民謡、宗教歌やラグタイム、ブルーズを、おしゃべりを楽しむかのように
演奏します。そして新しい何かを発見し、出会い、ワクワクする何かをはじめます。さぁ楽しみましょう。

15：00~ kiyoko&Eriko Piano Flamenco Lab Flamenco Jazz

小島 季代子（pf）、Eriko（perc）
フラメンコの独特なリズムとメロディーをベースにJazzやLatinの要素を織り交ぜ、
ピアノでフラメンコの表現を目指しているグループです。スタンダードジャズの名曲
もフラメンコで演っていますよ。是非一度私たちのステージにお立ち寄りください。

16：00~ Mina with 西村やすひろ Jazz

西村 やすひろ（g）、Mina（vo）
西村靖博…滋賀のジャズシーンに欠かせない｢やっさん｣。ジャズの即興に人生をかけて進化し続けるスーパーギタリスト。自らの企画を
はじめ様 な々ユニットへの参加、サポートとオールラウンドに活躍中。県内各地でギターインストラクターも務め生徒からの信頼も厚い。
Mina…音楽短大で声楽を専攻し卒業後ポップスに転向。やっさんとの出会いによりジャズボーカルに専念、独学で掘り下げ中。声楽
で身につけた発声の基礎を活かし、耳障りの良い声と豊かな声量で情緒的な独自の世界を展開。
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11：00~ ザ・ブラスグラス ジャズ風オリジナルフォーク

たかちゃん（as,vo）、ゆきちゃん（key,vo）、じょうさん（b,vo）、わかさん（bl,vo）、Lucky Hirao（g,vo）
ジャズ、フォーク等、色んなエッセンスを盛り込んで、明るく楽しい音楽をお送りした
いと思います。琵琶湖の秋の中、まったりとした時間をご一緒に。

12：00~ 香奏（kanade） Jazz

中井 奏志（g）、三戸 香（pf）
ピアノ三戸 香、ギター中井奏志によるジャズデュオユニット。岐阜を中心に、 
大垣、滋賀等のライヴハウス、カフェ、レストラン、イベントで活動中。スタンダードな
ジャズを中心に優しく、時に熱く奏でる息の合ったサウンドをお楽しみください。

13：00~ belle epoque Jazz

峰尾 秀之（vo）、新井 克彦（ts）、もんどう（perc）、なたーしゃ（pf）
ジャズやボサノバのスタンダード曲を男性ヴォーカルでお届けします。しっとりと 
した大人の世界をお楽しみください。

14：00~ CRADLE TO GRAVE Gospel

岸本 景子（alt）、髙木 勝己（ten）、中司 秀美（sop）、宮川 広子（mez）、安原 富士子（sop）
CRADLE TO GRAVE とはゆりかごから墓場までという意味です。普段は、 
保育士 看護師 医師と医療と福祉の現場で頑張っております。今回は、ジャズ
フェスティバル初参戦です。楽しい歌声を届けたいと思います^_^

15：00~ さわら Pops

Ayako（vo）、伊東 奈美（acc）、伊藤 卓（g）、中野 智文（b）
「さわら」という名前のアコースティックユニットです。女性ヴォーカル、アコーディ 
オン、アコースティックギター、コントラバスのカルテット…色とりどりのカバー曲達を
ゆるやかにお届けします。

16：00~ 19弦 Acoustic Instrumentals & Songs

ようじ（g）、ゆみ（kt：箏）
クラシックからポップス、スタンダード・ジャズまで誰でもが知っている楽曲をやさしく、そし
て軽やかに奏でる２人組のユニットです。今回で３度目の出演です。筝（こと）の１３弦と 
ギターの６弦が織りなす透明感あふれる響きを、ゆったりとした気分でお楽しみください。

11：00~ 奥平ともあき×小島季代子×Eriko Jazz

奥平 ともあき（g）、小島 季代子（pf）、Eriko（perc）
関西のジャズフェスティバルを中心に活動しています。ラテン、スタンダード、オリジ
ナルを演奏しています。大津ジャズはほぼ毎年出演させて頂いています。今年も
みなさんと楽しい時間を過ごしたいと思います！

12：00~ TOT Jazz

みい（as）、大塚 保雄（pf）、高木 直（b）
ここ浜大津でリハしております。大津ジャズ3回目出演です。

13：00~ parDeux Jazz

松岡 昭彦（sax）、藤本 早苗（key）
parDeux（ぱどぅ）とはフランス語で『2人で。。。』といった意味で、私たち同級生
デュオのユニットに、合った感じと思いバンド名にしました。関西のJazzフェスティ
バルや自主LIVEパーティなど積極的に活動しております。スタンダードからビート
フルなFunkなどJazzを幅広く演奏いたします。

14：00~ 風流亭六弦じゅん ルーツミュージック系

風流亭六弦じゅん（g）
ルーツミュージックをベースとしたオリジナルのインストをギター一本で演奏します！
楽しく演奏いたします！ よろしくお願いします！

15：00~ めだか・安藤佳子・ZAZOU Jazz

安河内 大介（b）、安藤 佳子（vl）、ZAZOU（g）
昨年春にびわこジャズフェス出演のために結成したヴァイオリン・ギター・ベースとい
う珍しい編成のジャズユニットで、大津ジャズフェスティバルには2回目の出演となり 
ます。アコースティックなサウンドで季節を感じさせる音楽をお届けしたいと思います。

16：00~ Duo ♪ Shin-nan Spanish ＆ Latin 等

M-1046X（クラシックギター⇔ウッドベースに持ち替え）、SAORI（pf）
ラテンジャズ、スパニッシュ、クロスオーバー、そして映画音楽などなど、ジャンルに捉
われないステージをお届けします。基本的にはクラシックギターとピアノのデュオで 
すが、今回は時にウッドベースとピアノのデュオへと形態変化するところも見ものです。
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14：00~ jam ジャズポピュラー

すーじー（口笛）、maruchan（pf）、千手（dr）、
まんさん（フラットマンドリン・ブルースハープ）
動物的勘だけが頼りの異彩ミュージシャン達と猛獣使いのピアニストによるフロン
トが口笛という世にも珍しいバンド「jam」
ポピュラーな曲をちょっぴりjazzyであま～く煮込んでお届けします。

15：00~ あっちゃん和ちゃん菅ちゃん Jazz

菅 宏行（vo）、平田 敦子（cl）、高寺 和美（pf）
今年も演ります！ リーダーのクラリネットあっちゃんの織りなす素敵なメロディーを
是非一度お聞きください！
菅ちゃんと和ちゃんも頑張ります！！

16：00~ 今井晴萌Group Jazz

今井 晴萌（ts）、飯田 一樹（pf）、磯部 直樹（b）、Von Baron（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

17：00~ 中西剛士 trio Jazz

大久保 ゆかり（pf）、ちゃっぴー（b）、中西 剛士（dr）
pf.大久保ゆかり、WB.ちゃっぴー、dr.中西剛士のjazzトリオ

18：00~ ユカ☆＆Friends Jazz

澤田 ユカ（vo）、原 祐子（pf）、中川 佳春（tp）、久保田 雄大（g）、
伊藤 輝雄（b）、山中 秀祐（dr）
各地のジャズフェスやライブハウスで演奏をしています。
ボーカルをメインに明るく楽しいジャズをお届けします。

11：00~ M4&ドラゴンY Jazz

時国 昌子（オルガン）、丸杉 俊彦（tp）、清水 方康（g）、明喜久（dr）、吉田 竜司（パーカッション）
オルガン ギター トランペット ドラムのカルテット。北陸では珍しいオルガンジャズバ
ンド。ライブハウス出演、イベントゲスト、金沢ジャズストリート、大阪高槻ジャズスト
リート等に精力的なライブ活動を行なっている。

12：00~ Witty Quartet Jazz

小林 美歩（pf）、山中 秀祐（dr）、稲本 宣宏（b）、澤井 寛子（sax）
関西で音楽活動をする仲間が集まりました。昨年に引き続き２回目の出演です。賑やかで楽しいス
タンダードなナンバーで、皆様と楽しい一時を過ごしたいと思います。是非、聴きにお越しください。

13：00~ UPTOWN JAZZ UNIT Jazz

畑中 康之（dr）、高井 淳（pf）、長谷川 潔（b）、細井 光治（g）、矢倉 のりこ（vo）
みなさんこんにちは、昨年に引き続き２回目の出演となりました。琵琶湖と、青い空、
ゆったりとした気持ちの良いジャズフェスティバルを、私たちも楽しみにしております。
楽しく心躍る音楽。皆さんも、一緒に体を動かし楽しみましょう！ がんばりまーす！！

14：00~ EB-4（EXTRA BROTHERS QUARTET） Jazz

ZAZOU（g）、浅嶌 周造（pf）、小林 道治（b）、戸田代 武（dr）
今年10周年を迎えた個性溢れるメンバーによるインタープレイが特徴のカルテット。

15：00~ Y's band Jazz
ちいこ（as）、Gene Hazui（ts）、金澤 邦彦（ts）、原 富太郎（ts）、高橋 裕子（ts）、
安藤 真紀（ts）、まっちゃん（ts）、Toshi（as）、Kazoo（ss）、西田 則彦（ts）、
児玉 栄一郎（ts）、本城 敦史（as）、浅嶌 周造（pf）、山本 久生（b）、戸田代 武（dr）
滋賀・京都のサックス愛好家が集まったバンドで、関西で活躍されているテナーサックス奏者の西村有
香里さんに師事している仲間たちです。心を込めて演奏しますので、応援よろしくお願いいたします！

16：00~ ♭３ Pops

北出 英里（pf）、竹原 直哉（as）、渡辺 理緒（b）、永井 里香（key）、植田 倫史（dr）、濵口 亜貴乃（vo）
ちょっとおしゃれでカッコ良い音楽をしよう！ という思いから生まれたバンドです。主に春と秋、
関西の音楽イベントに参加しています。一部メンバーでトリオとしてライブも行っております。
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11：00~ 滋賀県高等学校軽音楽部会：Ａ Rock,Fusion,Jazz
比叡山高校、滋賀短大附属高校、大津高校、大津清陵高校、草津東高校、八幡工業高校、彦根工業高校、
彦根翔西館高校、長浜農業高校の９校が加盟している「滋賀県高等学校軽音楽部会」、年２回のコンテスト
や野外ライブ、「ラ・フォル・ジュルネ」「琵琶湖音楽祭」など、幅広く活動していますが、Aステージには大津高校
軽音楽部と大津清陵高校通信部軽音楽部の両校が出演。今年度もオリジナル曲制作を中心に取り組んでい
ますが、大津ジャズフェスは特別です。夏休みからプロジェクトを組んで、この日に備えました！ 乞うご期待！！

12：00~ the Soul to Ask Funk 系 Brass Rock

ucchy（tb）、kitam（tp）、nishiyan（tp）、ken（ts）、dai（Baritne Sax：バリトンサックス）、shin（Sousaphone：スーザフォン）、kuro（dr）
the Soul to Askは、滋賀、京都を中心に活動するファンク系ブラスロックバンドだ。金管楽器（ブラス）とサクソフォン、打楽器という、いわゆる「生楽器」で編成されている。
しかしその形態はフレキシブルで、イベントや会場、演奏対象などにより、様々な楽器を活用している。基本編成では楽器以外の物を必要としない。電気楽器がないた 
めに、どのような状況に於いてもプレイする事が可能であり、これがStAの大きな特徴となる。また、ジャズの発祥地と言われるニューオリンズのブラスバンドがそうであったよ 
うに、移動しながら、歩きながらのプレイも不可能ではない。それはステージと客席との境界がない事をも意味し、まさに一体となったライブ感あふれるプレイが実現できる。

13：00~ 川上弦太バンド Fusion

川上 弦太（as）、中尾 太一（g）、浅野 晶（key）、伊藤 貴史（b）、側垣 智（dr）
2013年～５年連続出場！日本を代表するフュージョンバンド「T-SQUARE」のトリビュートバンドとし
て活動中。昨年５月には元T-SQUAREベーシストの須藤満氏との共演、９月には東京遠征と快進
撃を続けております。メンバーのテクニカル、そしてみなさんを引き込むプレイをぜひお聞きください！

14：00~ まちこばんど Jazz

阿吹 貴美恵（vo）、門田 信（g）、伊予平（b）、中野 まちこ（dr）
ドラムのまちこです！ みんないつもは、広島、岡山両県でそれぞれ演奏活動をしています。わたしは高
校卒業までずっと大津市で育ったのでいつか故郷で演奏したいという思いから、地元でスペシャル
なメンバーに声をかけ実現した『まちこばんど』です。大津初登場です！ どうぞよろしくお願いします。

15：00~ AYS Cream Fusion

米澤 光由（g）、下村 和弘（b）、塩塚 秀人（syn）、阿部 博史（dr）
滋賀・京都を中心に活動し、各地ジャズフェスも出演させていただいています！ 熱いギターサウンドを効か
せたオリジナル曲を中心にJAZZスタンダード曲も演奏します。火花散る４人のサウンドをお楽しみください。

16：00~ chicken souL Funk

今井 チカラ（g）、岡本 りか（b）、SLAB（dr）、Uhey（key）、植田 國治（perc）
chicken souL=今井チカラの音楽活動の総称。その時々に編成を変化させ、
JAZZ.ROCK.SOULを織り交ぜて独自のFUNKを探求。

12：00~ Stella と男前カルテット Jazz

サンドラ（vo）、シルビア（vo）、ミランダ（vo）、京極 雪之介（b）、
久藤 忠彦（g）、辻川 郷（dr）、安田 直紀（pf）
今年も大津ジャズフェス、Stellaの季節がやって参りました。第１回よりずっと、年ごとに美 
女度、男前度をアップしながら（?）、女性３声のボーカルに男性４名のリズム隊が絶妙に 
絡み、軽妙なトークとともに、少し懐かしい曲をコンテンポラリーなアレンジでお届けいたします。

13：00~ 幸 バンド Jazz

半谷 譲（vo）、森田 幸（vo）、柳井 崇（dr）、高木 賢二（perc）、
森田 達也（b）、羽根 正巳（g）、斎藤 啓志（pf）
スタンダードから懐かしいAORナンバーまでいい歌を心を込めてお届けします。
円熟のボーカルに結成35年のリズムセクションが重なります。大津ジャズは第一
回から参加^ ^。今年は何がとびだすかお楽しみに。

14：00~ 今井晴萌Group Jazz

今井 晴萌（ts）、飯田 一樹（pf）、磯部 直樹（b）、Von Baron（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

15：00~ FOUR－LINE Jazz

寺谷 泰寛（g）、佐々木 隆文（ts）、ジェフリーグラント（dr）、真田 晃司（b）
毎年、大津ジャズでお世話になっておりますONE－LINEです。この度は、ベース
を加えて厚みのあるジャズファンクをお届けします。名前も、４人でFOUR－LINE
となりました。そして、大津ジャズをもっともっとみんなで盛り上げましょう！！

16：00~ Sweet&Bitter. Mixed Folk（FolkPopRock）

吉田 浩氣（Vo,Gt,Harp,Cho）、小川 正浩（Vo,Gt,Cho,エレドラ（バスドラ））
★Sweet&Bitter.とは、、、2012年１月13日に結成されたMixed Folk（ミクストフォーク）デュオ。

【～人と音楽は隣り合わせにある幸せ～】というキャッチフレーズをモットーに精力的に音楽活
動を行っていて、アコースティックギターの弾き語りだが、曲によって「Rock、HipHop、ファンク、
カントリーetc...だね」と言われ、Folkでも多彩なジャンルを取り入れてることからMixed Folk
と命名。2016年７月には地元京都の響都ホールにて400人ワンマンLIVEを成功させている。 
その他、Zeppなんば、大阪BIGCAT、TOKYO BIG SIGHTなどでのゲスト出演も果たして
おり今色んな箇所から引っ張りだこで、京都発として順調に活動幅を広げ続けている。
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12：00~ アンティーズ Gospel

リーダー（alt）、淳子ちゃん（alt）、もっち（alt）、エビちゃん（alt）、
民ちゃん（mez）、よっちゃん（mez）、りえちゃん（mez）、
GOぴる（mez）、さきちゃん（mez）、ゆきっぺ（mez）、
おんちゃん（sop）、やっちょこ（sop）、まゆみん（sop）、
さっちゃん（sop）
17名で構成されるゴスペルグループ『Aunties』
「歌うってめちゃくちゃ楽しいい」をモットーに、聴く人にも楽しく・元気な気持ちに
なってもらえる様に、心を込めて歌います。

13：00~ Unnamed JAZZ Babies～名もなきジャズの子たち Bigband

いちのせ（as）、おがわ（as）、きぬがさ（as）、かそり（ts）、
なかがわ（ts）、つのだ（bs）、たなか（fl）、さくらい（tp）、
あはは（ベーストロンボーン）、はら（pf）、ぴあわき（pf）、まつお（g）、
たかぎ（b）、しんたなか（dr）
スタンダードジャズを中心にバップやフリーの要素も入れつつ楽しいジャズを演奏
するビッグバンドです。
メンバーはほとんど初心者から熟練のプレイヤーまでが混在しています。
落ち着いた演奏はできませんが、聴いて頂ける方にはいい年の大人が必死に
ジャズに取り組む右往左往ぶりを楽しんで応援頂ければ幸いです。様々なメン
バーで協力しあい、楽しくジャズができたらと思います。

14：00~ Groovin' Cats Swing Orch. Bigband

宮木 健次（as）、高田 恭子（as）、遠藤 冬樹（ts）、芳田 稔（ts）、
藤田 嘉奈子（bs）、秋篠 和秀（tp）、吉村 聡（tp）、西川 僚太（tp）、
高橋 真弓（tp）、日比 晴久（tb）、浜田 正宏（tb）、木村 園子（tb）、
福元 俊介（tb）、山本 斎（pf）、後光 俊（g）、奈良原 裕一（b）、
正木 明夫（dr）、亀田 利之（tp） 
バンマスが生まれたのは六十数年前の秋の日。グルービンが発足したのが四十
数年前の秋の日。温故知新をモットーにするバンマス故、周りを気にせず、選曲
は古い。古さを楽しみながら陽気に聴いて頂ければ幸いです。今日、陽気な音に
貴方は夢中！
追伸、常時メンバー募集中、アナタを待ってます。

15：00~ HORN BAND えんぶらす Bigband

リーダー（tp）、あちゃこ（tp）、レオ（tp）、のんのん（tb）、みちょん（as）、
ともみん（as）、さやかさん（ts）、あかねちゃん（ts）、たいちゃん（bs）、
ひかるん（fl）、博士（pf）、レッド（b）、はっちゃん（dr）、工場長（perc）
上手じゃなくても伝えられる楽しさがある筈！
えんぶらすが目指すのは客席とステージのボーダーを無くしみんなが一緒に楽し
める音楽です！
熱いラテンJAZZをはじめ、アニソンやゲーム音楽も熱く楽しくジャズにして一緒
に楽しみましょう！

16：00~ S.S.J.B Bigband

佐々木 高浩（as）、本城 敦史（as）、岩崎 孝次（as）、萩野 秀雄（as）、
横出 志保（as）、桑原 鮎美（as）、小野木 純一（ts）、山本 彰（ts）、
筈井 源一（ts）、和田 久子（ts）、大橋 正晃（ts）、丹羽 誠（ts）、
三宅 アキオ（bs）、茨木 信也（bs）、田井 都子（pf）、原 氏賀（b）、
中村 浩（dr）
2008年６月～結成以来、９年目を迎えております。
Sax～Only．．．Bigband！！
Saxの音色をお楽しみください。
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12：00~ ALLTone Fusion

森岡 隆介（g）、村井 智樹（g）、上原 史也（key）、よっしー（b）、大澤 秀人（dr）
ジャムセッション好きなメンバーが集まって出来たバンドALLTone（オルトネ）と申
します。オリジナル、スタンダード曲を織り交ぜ楽しく心地よい演奏をお届け出来
たらと思います。よろしくお願いします。

13：00~ 十字軍 Rock

岩澤（b）、後藤（g）、杉本（dr）
プログレロック RUSH Cover Band 十字軍です。
よろしくお願いします。

14：00~ The Sun Clover Funk

塩澤 静香（g）、清水 大地（g）、守安 志織（b）、小出 直史（dr）
京都を中心に演奏活動をしています！
お休み中のキーボードに替わり、新たにギターが加わったことにより変化していく
サウンドをお楽しみください！！

15：00~ Acid Funk Funk

ぱな（vo）、モカ（chor）、タケ（chor）、ヒロ（as）、キーヨ（g）、
ハル（dr）、ユーバ（key）、チャカイ（b）
現中心メンバーでの結成 2005年６月　平均年齢４？歳くらい？ きゃっほ～♪
ひょんなきっかけで始まったバンドですが本当にみんな “No music, no life” な人ばかり
大阪、神戸、京都が活動拠点  Acid JazzやR&Bなどを中心に演奏してます
音楽の素晴らしさをみんなで分かち合いたい
みなさん応援お願いします！

16：00~ 隣人+ポゼッション 即興

宮部 らぐの（g）、小松 バラバラ（vo）、吉川 吉木（b）、Meg（dr）、
アカノシバヒト（as）、宮崎 康典（dr）
滋賀県産即興集団「隣人」と、京都発「アヴァ労（Avant-Garde Labor Union）」 
中心人物によるデュオ「ポゼッション」合体グループです。炸裂インプロヴィゼーション！！

12：00~ WhoS Pops

後藤 一公（vo）、永原 誠（pf）、林 重樹（g）、中西 剛士（dr＆perc）
POPS、JAZZのスタンダードを楽しんでいる雰囲気が届けられれば幸いです。

13：00~ That's on Pops

Teddy Kazu（g）、コウチャン（sax）、チカミン（b）、マッサン（dr）
大津在住の平均年齢68歳のシニアバンドです。今回で５回目の参加で楽しみ
にしています。月に１～２回のペースでライブ活動をしています。観客の皆さんと 
一緒に盛り上がれるステージを心がけています。

15：00~ 高原かなカルテット Jazz

高原 かな（vo）、中山 瞳（pf）、むねたけ まさひろ（b）、棟 允嗣（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

16：00~ 小野麻美Piano Trio Jazz

小野 麻美（pf）、多喜 弘文（b）、西野 滉平（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

コラボ
会場
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貴方の楽器選びのお手伝い！
 確かなに上達する、ミュージックスクール
  ギター・ベース等 楽器修理
   バンドクリニック・音楽制作・映像製作
    コンサートイベント制作
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11：00~ 中央小学校金管バンドクラブ brassband

４年生（16名）、５年生（９名）、６年生（10名）
こんにちは。中央小学校金管バンドクラブです。今年も大津ジャズフェスティバルに参加させていただきありがとうござい
ます。３月に17人の６年生が卒業し、昨年度までのメンバーは11人しかいませんでしたが、４月に24人の新しい仲間が増
え、35人で活動をスタートしました。みんなで教え合って新しい中央小学校のサウンドづくりに取り組んでいます。８月には
地域の夏祭りでデビュー演奏をすることができました。まだまだこれからですが、精一杯演奏しますので聴いてください。

11：30~ FJB FUJIMI Jr. Band マーチングバンド

まな（tp）、ましほ（tp）、ゆあ（tp）、ふうか（tp）、かりん（tp）、さほ（tp）、あいる（tp）、こうま（tp）、あさき（tp）、はるき（tp）、
そういちろう（tp）、おとは（tp）、わか（tp）、かな（ahr：アルトホルン）、るみ（ahr：アルトホルン）、みお（ahr：アルトホルン）、
りか（ahr：アルトホルン）、わこ（tb）、はづき（tb）、まさや（tb）、ゆうき（tb）、しょうた（tb）、こうめ（euph：ユーフォニュウム）、
えな（euph：ユーフォニュウム）、ことね（euph：ユーフォニュウム）、ひより（tub）、まお（tub）、みのり（perc）、あやか（perc）、
ゆいね（perc）、ひかり（perc）、ももか（perc）、かれん（perc）、れお（perc）、まな（perc）、あずさ（perc）

小学生のマーチングバンドです。大津市内のみならず、草津や京都からもマーチングの大好きな元
気な小学生が集って、毎週土曜の午前中、富士見小学校をお借りして練習しています。メンバーは
現在、小学校２年生から（１年生から入れます！）６年生まで36人。各学校のPTA行事や地域の行
事、市や県のイベント、びわ湖ホールのラ･フォル･ジュルネにも出演させて頂いています。この大津
ジャズフェスティバルという大きなイベントに出演させていただけることを毎年楽しみにしています。

12：00~ DOPE☆STARS Funk

ruzz（Dope Bass & Voice）、yuka（vo）、wakasan（g）、crazy kazu（g）、
penny-t（ts）、Mr.Z（tp）、四次元 Cozy（tp）、taku（b）、super seiji（dr）
DOPE☆STARSは1994年にruzz氏により結成され、ディープなファンクグルーブを
基本としたオリジナル楽曲をコンセプトとした大編成バンドです。2013年にはアルバム

「Dope In Da Funk」を発表し、さらなる深化を目指して活動を続けています。

13：00~ K.G SKY WING JAZZ ORCHESTRA Jazz

佐野 健太（as）、東 美智（as）、大栗 寛（ts）、朝倉 まり恵（ts）、森山 明大（bs）、中西 紀哉（tp）、
白井 正人（tp）、山本 稔（tp）、宮本 修司（tp）、寺田 成（tp）、河上 勝志（tb）、松井 美奈子（tb）、
米分 章雄（tb）、多田 俊輔（tb）、中西 孝之（dr）、寺田 悦子（pf）、山本 浩嗣（b）
皆様、こんにちは、K.G SKY WING JAZZ ORCHESTRAです。
関西学院大学OBOGを中心として、今年節目の結成10年を迎える社会人ビッグ
バンドです。日頃は京阪神を中心にライブ活動を展開、この夏には広島遠征ライ
ブを行って参りました。本日は関学発ビッグバンドスタイルをお楽しみ頂ければ幸
いです。短い時間ではございますが、最後まで宜しくお願い致します。

14：00~ TKF Gospel

宮崎 拓也（vo）、境木 早苗（vo）、奥 恵美（vo）、前川 明香（vo）、古田 太志（vo）、
植平 美和子（vo）、梅村 大嗣（vo）、角井 裕美子（as）、末吉 春奈（tp）、牛谷 梓（tb）、
吉瀬 由佳子（as）、佐野 圭太（g）、角井 邦大（b）、岡田 弘志（dr）、村井 歩（key）
今年も一緒に楽しみたくてやってきました。今年の滋賀県での出演は大津ジャズ
だけです。お時間の許す限りたのしんでいってくださいね。皆様のお越しをお待
ちしています。

15：00~ なみもりドロップス 昭和歌謡ロック

モリリン（dr）、なんたろう（g）、おっくん（b）、ねーさん（key）、
かっずん（as）、リエポン（tb）、さっちん（tp）、マモー（vo）
懐かしの昭和歌謡曲を独自の解釈で勝手気ままに演奏する社会人コピーバンド。
テクニックは薄っぺらいが、義理と人情に厚い。数少ないレパートリーから名曲を
やりますので、皆さん一緒に歌ってください。

16：00~ PONTEDURO Latin

Ines（vo）、ひさぴ（vo）、まーち（b）、R1SA（pf）、hiko（timb）、とくじろう（perc）、プリティー（perc）、
Akira（perc）、だいすけ（tp）、さおり（tp）、太田健介（tb）、りょーさく（tb）、かな（sax）
1996年、神戸で結成されたサルサバンド「Ponteduro」
観客と一体となってサルサを楽しむことを一番大切にし、年代や国にとらわれないノリのよい
ダンサブルな曲を得意としています。現在の活動内容は、関西各地のクラブ、ライブハウス、 
ホテル、ラジオ、イベントなど様々な場所での演奏を行い、サルサが好きな人はもちろん、 
サルサを知らない人たちにも強力なラテングルーブでファンを増やしています。バンド編成は、 
パーカッション３人、ホーン５人を含む計13人の本格オルケスタで、サルサのスピード感、 
グルーヴ感を存分に味わってください。

17：00~ TONE BASS TRIO Jazz

刀祢 直和（b）、水上ダンヒル洋（dr）、渚 真以子（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

18：00~ Vermilion field Jazz

朱 恵仁（pf）、栗田 洋輔（ts）、湯田 大道（g）、長谷川 晃（b）、松田"GORI"広士（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

19：00~ ダンディーデュークスジャズオーケストラ Bigband
大原 清仁 コンサートマスター（as）、岡本 藍（as）、長谷川 友絵（as）、梶原 久嗣（ts）、
草川 一彦（ts）、谷 聡之（bs）、河端 隆志（tp）、森田 良和（tp）、羽田 和明（tp）、小池 雅典（tp）、
竹中 温子（tp）、中村 巧 バンドリーダー（tb）、佐々木 要（tb）、大釜 章代（tb）、木田 巧（tb）、
橋本 里美（pf）、浜谷 香代（b）、土井 重彰（b）、吉田 孝史郎（dr）、小山 亘（tp）、
高野 國昭（perc）、品川 寅蔵 （vo）、浜田 真以子（vo）
ダンディーデュークスジャズオーケストラは、滋賀県大津市の社会人バンドです。
「プレイヤーとお客さんが同じ空間を共有して楽しめるステージを！」をコンセプトに、アットホームな
雰囲気を大切にしながらも、よりダイナミックかつ個性的なバンドを目指して日々 活動しています。
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●10月14日㈯ 会場
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10
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14
日
㈯

た
大津市民会館（大ホール）

13：00~ 西村有香里カルテット Jazz

西村 有香里（ts）、大野 綾子（pf）、山本 久生（b）、齋藤 洋平（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

14：00~ 小野麻美Piano Trio Jazz

小野 麻美（pf）、多喜 弘文（b）、西野 滉平（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

15：00~ TONE BASS TRIO Jazz

刀祢 直和（b）、水上ダンヒル洋（dr）、渚 真以子（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

16：00~ Vermilion field Jazz

朱 恵仁（pf）、栗田 洋輔（ts）、湯田 大道（g）、長谷川 晃（b）、
松田"GORI"広士（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

17：00~ 高原かなカルテット Jazz

高原 かな（vo）、中山 瞳（pf）、むねたけ まさひろ（b）、棟 允嗣（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）
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京阪浜大津駅前
大津港シンボル緑地
ビアンカ
なぎさ公園アーカス前
大津市旧大津公会堂
琵琶湖ホテル バー桃山
スカイプラザ浜大津 スタジオ１
スカイプラザ浜大津 響
おまつり広場

コラボ
会場

OJFスタンプラリー
昨年に引き続き、今年も『ＯＪＦスタンプラリー』をやってます。
各演奏会場で『ＯＪＦスタンプラリーシート』をゲットしてくだ
さいね！！各日、先着200名様にプレゼント！！
（スタンプラリーシートは数に限りがありますので、ご了承くだ
さい）

OJFスタンプラリー
まずはシートを
手に入れよう！！

10/14㈯・15㈰11：00～17：00日時

スカイプラザ浜大津6階 交流サロン場所

音楽に溢れた2日間、さらに音楽に埋もれてみませんか？
もしかしたら掘り出し物があるかも？？

Musicフリーマーケット

Mフリ
大津ジャズフェスティバル× コラボ企画スカイプラザ浜大津

時

時

時

時

時

時

時

時

時

12

11

時10

13

14

15

16

17

18

19

滋賀
県庁

京阪石山坂本線

ＪＲ琵琶湖線

琵琶湖

滋賀銀行
本店

中央小

大津市民会館大津市民会館

明日都
浜大津

三井寺

浜大津

島の関

大津

上栄町

161

商店街アーケード

商店街アーケード

大津
赤十字病院

おまつり広場

琵琶湖ホテル バー桃山
なぎさ公園アーカス前

京阪浜大津駅前
スカイプラザ浜大津 スタジオ１

スカイプラザ浜大津 響

ビアンカ

浜大津浜大津
アーカスアーカス

琵琶湖琵琶湖
ホテルホテル

ち

す

せ

そ

け
こわ

寺
町
通

中
央
大
通

百石町通

中町通

浜通

湖岸道路

なぎさ通

京町通（旧東海道）京
阪
京
津
線

大津市
旧大津公会堂

く

琵琶湖汽船 大津港

大津港シンボル緑地
し

け京阪浜大津駅前 し大津港シンボル緑地 すビアンカ せなぎさ公園アーカス前 く大津市旧大津公会堂 そ琵琶湖ホテル バー桃山 こスカイプラザ浜大津スタジオ１ 　わスカイプラザ浜大津 響 ちおまつり広場

MULA MULA 4tet

滋賀県高等学校軽音楽部会：Ｂ ShuU Story ６ Dear Suite Charlie 折原ようこwith鷲巣典代BAND name-less 滋賀短期大学附属高等学校 吹奏楽部 市川 純也 スウィング吹美楽団（打出中）

大垣バンド むじか・とれぇす J.SWING NEO 歌島風情 タイデラックス 高寺和美クインテット Σ Spirits Jazz Society 2017 jaja Joshua Rodriguez Jazz Orchestra

PEACE BOX 寺子テラオE Fine Weather Emi&WiteHotJazzBand 中山瞳Trio IC unit OsakaSwingLab 高原かな with 小野みどりオルガントリオ 華奢凛ーキャサリン

NASA BAND 見原よう子 with 山下サトシ ikumens＋2 WEASE 纐纈歩美＆松本茜 Duo nuage CLUB THE THIRD - West 上坂悠真＆笹井真紀子Duo Music Ace Jazz Orchestra

G-MENZ ツヅリ・ヅクリ 蛭子山ホームズ Signal Bicerin 黒ボン・フレンズ The Majestic Jazz Orchestra 琵琶湖 中山瞳Trio 高原かな with 小野みどりオルガントリオ

たまにわ 2017 天敵ズ rim peg＋1 上坂悠真＆笹井真紀子Duo 村瀬智美＆トリオカズミ 高島市民ジャズオーケストラ「BigBell」 纐纈歩美＆松本茜 Duo jaja

西村有香里カルテット

OJF Special Stage

OJF Grand Finale

コラボ
会場
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●10月15日㈰ 会場
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し
大津港シンボル緑地

け
京阪浜大津駅前

10：00~ MULA MULA 4tet Jazz
植村 広隆（g）、下関 まぐろ（ts）、杉本 芳弘（b）、内山 和彦（dr）
ジャズスタンダードを熱くクールに演奏します。

11：00~ 滋賀県高等学校軽音楽部会：B Jazz, Blues, Funk, Bossa Nova
土曜日のAチームに続いての「滋賀県高等学校軽音楽部会Bチーム」は、「草津東高等学校軽音楽部」が出演します。３年連続
滋賀県最優秀軽音楽部大賞を頂きノリに乗っている草東軽音楽部、大津ジャズフェスには第１回から出演させて頂いております。
今年もジャズ、ブルース、ファンク、ボサノバ、フュージョンなど、先輩から引き継いできたジャンルの音楽に、後輩たちが挑戦します。

12：00~ 大垣バンド 昭和歌謡、ジャズなど
大垣 雅晴（vo）、増山 守（g）、小出 一真（g）、櫻町 綾奈（b）、酒井 浩明（dr）、山崎 江来良（as）
昭和歌謡、スタンダードジャズ、ロックンロールなど、好きな曲を好きにアレンジしてやってます。ボーカル、
ギター×２のおやじチームとベース、ドラム、サックスのヤングチームの混成群で全員琵琶湖を愛する現
役の内科と外科の医師です。きっと聞いたことがある曲があると思いますので是非お越しください。

13：00~ PEACE BOX Jazz
中井 奏志（g）、赤松 謙太朗（dr）、高田 敏実（b）、三戸 香（pf）
ＰＥＡＣＥ ＢＯＸ（ピースボックス）
ドラムス赤松謙太朗、ベース高田敏実、ギター中井奏志、ピアノ三戸 香で活動するジャズカルテット。ジャズス
タンダードナンバーだけに留まらず、フュージョンタッチな演奏も得意とし、岐阜を中心に、大垣、多治見、愛知、
三重、滋賀等のライブハウス、イベント等で活動中。結成して１９年余。息の合った演奏をお楽しみください。

14：00~ NASA BAND Pops
薄 竜太郎（dr）、吉原 徹（b）、澤井 弘匡（g）、長澤 慶高（vo）
大津市在住四人組オヤジバンドです。

15：00~ G-MENZ Jazz
山下 聡彦（b）、岡田 弘太（ts）、新居 卓朗（g）、新居 綾子（perc）
主に関西地方のジャズフェスティバルなどで活動するカルテット。ジャズスタンダードやどこ
かで聴いたことのある曲をジャズにしてアツく演奏します。

16：00~ たまにわ 2017 Fusion
はまん（dr）、いわもっち（b）、Hiro（tb）、Great Matsunaga（fl）、あっきーら（pf）、じゅんいち（g）
こんにちわ、今年で５回目の出演になります。毎回、気と都合のあうメンバーでラテンからジャズ
からでフュージョンさせて演奏させてもらっております。今回もFlute&TBをフィーチャーし子
供から大人まで楽しく聞いてもらえるように努力します。是非、お気楽に聞きに来てください！

11：00~ ShuU Pops

ShuU（Vo & Gt）
滋賀県在住のシンガーソングライター。ギター弾き語りだからこそ伝わりやすい、聴く人の心
に染みていく音楽を演奏します。2014年、オリジナル曲“Happy Smile”が京都市右京区人
権啓発事業「はーとふるシアター」の映像作品「しあわせ色のレンズ」のエンディングに起用
される。2017年９月、前作より５年ぶりとなるニューアルバム“二十才のモラトリアム”をリリース。

12：00~ むじか・とれぇす Pops

田口 菜穂美（vo/ukl）、伏見のジョン（vo/hca）、武藤 ケンイチ（vo/g）
2002年にバンド結成。3人の美しいハーモニーと幅広いジャンルで関西を中心に
心温まるステージを展開中。癒しのひととき、お楽しみください。

13：00~ 寺子テラオE 一人多重録音パフォーマンス

寺子テラオ（ギター、パーカッション、サンプラー等々）
一人多重録音パフォーマー。民族楽器から最新のサンプラーなどの様 な々楽器を使用し、その自身
の演奏フレーズをその場でサンプリングして重ねてゆき、解体、再構築をして楽曲を組み立てます。

14：00~ 見原よう子 with 山下サトシ Pops

見原 よう子（vo：ボーカル、pf：ピアノ）、山下 サトシ（acc）
見原よう子。2017年４月１日に待望のニューアルバム「想ひイロといろ」をリリース！！ 
現在、関西を中心に音楽活動を展開中。今回は、大津市在住の山下サトシ（アコーディ
オン）とのＤＵＯで出演。ボサノバテイストの心やすらぐオリジナル曲をお届けします。

15：00~ ツヅリ・ヅクリ Pops

ムム（vo）、てん（perc）
東京から来ました、ピアノボーカル＆パーカッションのデュオユニットです。大好きな大津！ 
今年も来させて頂きました!! いつものシンボル緑地で大津のみなさまをお待ちしております♪

16：00~ 天敵ズ Jazz

坂田水 雅子（vo）、谷口 武（vo）、岩田 美智夫（g）、小林 道治（b）
天敵同士によって結成された、巷では珍しい男女ボーカルデュエットユニット。 
スタンダードジャズや映画音楽を美しいハーモニーと楽しいおしゃべりを交えなが
らお届けします。涙あり笑いありのステージをお楽しみください。
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11：00~ Story ６ Jazz

荒木 俊秀（b）、廣田 義人（pf）、中田 康雄（dr）、田中 康弘（g）、浜田 義和（tp）、久村 英嗣（ts）
スタンダードから飛びだして新主流派、モード、ファンクまで色 な々楽曲を演ってい
るStory 6というジャズコンボです。現在メンバーは、TP、TS、Pf、G、B、Drumの
６人で、全員、定年間際あるいは越えていますが、若く熱いジャズの演奏を目指
して頑張っています。

12：00~ J.SWING NEO Jazz

Joe（g）、Ken（b）、Yasu（ts）、takewo（tp）、Meg（dr）、Toshi（asおよびkey）
J.SWING NEOは管楽器3本をフロントに据えたジャズバンドです。滋賀のセッ
ションで知り合ったメンバーを中心に活動中。王道のジャズスタンダードナンバー
を3管編成の分厚いハーモニーでお届けします。昨年は残念ながら抽選で落ち
て大津ジャズ出演を果たせませんでした。今年こそは出演するぞ！（^^）/

13：00~ Fine Weather Jazz

伊藤 久美子（vo）、渡辺 俊之（g）、服部 誠司（オルガン）、伊藤 昭典（dr）
名古屋を中心に活動していますオルガンジャズバンドです。スタンダードジャズナ
ンバーを自作日本語歌詞で歌ったり、70～80年代のJpopをグルービーなオルガン
トリオの演奏にのせ歌ったりしています。昨年、大津の素晴らしい景色の中で演
奏したことが良い思い出になり、今年もエントリーしました。

14：00~ ikumens＋2 Jazz

mata-papa（vc）、mata-mata（pf）、Tsu-zy（b）、Tasuku（dr） 
チェロ（mata-papa）、ピアノ（mata-mata）、ベース（Tsu-zy）、ドラム（Tasuku）の
チェロフロントカルテットです。育児に仕事に音楽活動に奮闘中のメンバーとjazz
のスタンダードナンバーからラテンのおなじみの曲、実験的にアレンジした洋楽等
色 と々チャレンジ中です。皆さまの応援お待ちしてます！ チェロフロントのjazzカル
テットで癒しの音色をお楽しみください。

15：00~ 蛭子山ホームズ Jazz
尾崎 中哉（ギター&ヴォーカル）、濱  栄人（フラットマンドリン＆コーラス）、
坂庭 寛悟（クラリネット＆コーラス）、田村  豊（ウッドベース＆コーラス）
オリジナルの日本語詩でアコースティックなスタンダードジャズを演っています。 
楽しいひと時をご一緒に♪

11：00~ Dear Suite Charlie Jazz

中川 恵理（vl）、雨皿 英樹（pf）、新谷 拓自（dr）、福田 孝雄（b）
2014年から出演させて頂いています。毎年本当に暖かく迎えていただき、ありがとうございます。 
今年もヴァイオリンサウンドにのせて、名曲の数 を々熱くお届けします。どうぞよろしくお願い致します！

12：00~ 歌島風情 Pops

オダQ（Vo&Gt）、タクちゃん（Vo&Ba&時々pf）、松井センセ（key）、ヨシタカ（dr）
関東・関西で活動中のポップスバンド歌島風情です。オリジナルはのんびりした
曲調の歌モノで、カバーも織り交ぜ、気の向くままライブしております。忙しい皆様
にビール片手にちょっと一息ついていただければ幸いです。

13：00~ Emi&WiteHotJazzBand Jazz

川口 康則（g）、森田 恵美（vo）、岡本 佳奈（pf）、黒瀬 太一（b）、佐藤 享（dr）
ジャズやボサノバをメインとしたジャズバンド、３０代から６０代のジャズ初心者の
集まりですが、熱く真摯な演奏を提供します。

14：00~ WEASE Rock

まこちゃん（vo）、やまさん（dr）、しげちゃん（b）、なーさん（g）
気がつけば結成10年、齢50代ど真ん中…昔なら定年だf^_^;）。OJFに育てられ
共に歩んだオヤジロッカーは、まだまだやります立てなくなるまで（^_^）v

15：00~ Signal Jazz

MAYU（vo）、KUROKATSU（g）、TETSU（dr）、TAKANIE（b）
大阪から来ました、結成間もない社会人ジャズバンドです。この世界一美しい
ジャズフェスティバルに参加出来た事を誇りに感じながら、皆さんと共に楽しいひ
と時を過ごせるように精一杯演奏したいと思います。主にジャズ、ボサノバのスタ
ンダードをお届けします。よろしくお願い致します。

16：00~ rim peg＋1 クロスオーバーポップ

本田 裕一郎（g）、品川 明子（key/vo）、若林 輝彦（b）、藤井 俊忠（dr）
私達はジャンルにとらわる事なく、自由な発想で音楽を作ってます。自然や歴史、
故郷、などからのメッセージに耳を傾けてオリジナルのメロディに乗せて表現して
見ましたー。楽しい時間を共に過ごしましょう。
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11：00~ 折原ようこwith鷲巣典代BAND Jazz

折原 ようこ（vo）、鷲巣 典代（pf）、岩田 美智夫（g）、
中川 佳春（tp）、高山 良雄（b）、山名 正和（dr）
毎年楽しみにしている「大津ジャズフェスティバル」。第二回目から出場させて頂
いています。今年ももちろんエントリー♪ 楽しく演奏したいと思っています！

12：00~ タイデラックス Jazz

平山 聡子（vo）、田中 康隆（ts）、太寺 慎介（g）、浜岡 裕幸（b）、
江崎 りさ（pf）、久貞 祐司（dr）
神戸で練習しているタイデラックスです。スタンダードジャズ、モダンジャズ、ボサノ
バ、ラテン等バラードからアップテンポな曲までをレパートリーにしています。インス
トあり歌ものありで聞いてくださる方に楽しんでいただけるよう頑張ります。

13：00~ 中山瞳Trio Jazz

中山 瞳（pf）、光岡 尚紀（b）、引田 裕路（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

14：00~ 纐纈歩美＆松本茜 Duo Jazz

纐纈 歩美（as）、松本 茜（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

15：00~ Bicerin Gospel

サミー（ten）、エリー（alt）、いるるん（mez）、さっちゃん（mez）、
まゆみ（mez）、きみ（sop）、たけま（pf）
一人より、仲間と歌うほうが断然楽しい！！ ゴスペルという音楽に惹かれて集まった
メンバーが、ゆっくりとしたペースだけど、ちょっとずつ進化しています。今年も新し
い曲にチャレンジ。聴いてくださる皆様の心に響くように歌います。

16：00~ 上坂悠真＆笹井真紀子Duo Jazz

上坂 悠真（sax）、笹井 真紀子（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

11：00~ name-less Jazz

西村 靖博（g）、宮川 健太（b）、辻川 郷（dr）
2016sessionで知り合った若手player2人と共にギタリスト西村靖博が参戦。
JAZZ＆Bluesの奇才達の共演！

12：00~ 高寺和美クインテット Jazz

高寺 和美（pf）、寺田 昭也（as）、上田 俊介（dr）、辰井 智史（b）、足立 琢也（g）
関西で活動しているクインテットです。ジャズのスタンダード、ジャズチューン、ボサノヴァなどを演
奏します。秋の週末、時に熱く、時にしっとりとしたジャズを聴きながらゆっくりとお過ごしください。

13：00~ IC unit Jazz

青木“Nobumasa”千尋（vl）、荻野 壮輔（pf）、倉敷 賢太郎（g）、
中路 康介（b）、渡邉 慎（dr）
癒し系バイオリンジャズユニットです。お酒のお供に最適な音楽を目指しており 
ます。気軽に立ち寄ってください。

14：00~ nuage Jazz

上田 俊介（dr）、越野 祐介（b）、足立 琢也（g）
京都府宇治市のトリオです。ジャズのスタンダードや少し珍しいジャズチューン、ボサノヴァ
やラテンジャズなど、幅広く演奏しています。小編成ならではの落ち着いたサウンドから、
広がりを感じていただけるサウンドまで、多彩な音楽をお楽しみください。

15：00~ 黒ボン・フレンズ Jazz

原 祐子（pf）、久保田 雄大（g）、伊藤 輝雄（b）、Meg（dr）、黒ボンバー（ts）
ピアノトリオにギター＋テナーサックスを加えたクインテットで、スタンダードジャズを
演奏させて頂きます。

16：00~ 村瀬智美＆トリオカズミ Jazz

村瀬 智美（vo）、高寺 和美（pf）、おおぬま かずみ（b）、吉元 信宏（dr）
ジャズが大好きな方もあまり知らない方も楽しめるショーをお届けします。明日 
お友達に報告したくなるそんな時間を一緒に過ごしませんか？
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11：00~ 滋賀短期大学附属高等学校 吹奏楽部 brassband
保木 太鼓（fl）、松田 千央（fl）、荒川 ひかり（cl）、竹田 真梨子（cl）、岡本 千奈（cl）、松田 優衣（as）、村尾 優希（bs）、
日下 麗香（tp）、野村 茉由（tp）、小西 りつか（tp）、阿部 美咲（hr）、中村 れみ（hr）、加藤 麻衣（tb）、田村 彩乃（tb）、
神原 千夏（eu：ユーフォニアム）、松井 優香（tub）、峯 さくら（dr）、山本 南（perc）、安田 拓人（mc）
今回が初めての参加です！ 少人数ですが、明るく爽やかな音楽をお届けいたします♪

12：00~ Σ Spirits Jazz Society 2017 Bigband
末釜 瑠璃乃（as）、加美 葵（ts）、新村 歩人（as）、石井 和奏（ts）、吉本 健人（bs）、加藤 陽華（tb）、山田 義人（tb）、田中 麻里（tb）、佐藤 優（tb）、
藤崎 愛永（tp）、吉田 翔平（tp）、井上 英里子（tp）、川本 奈苗（tp）、中嶋 哲平（tp）、馬部 未奈実（pf）、垣内 智樹（g）、佐川 知優（dr）、福嶋 かおり（b）
我 Σ々は、「音楽を通じてワクワクとドキドキをお届けする、地域密着型エンターテインメント集団」として、草津市にある立命館 
大学びわこ・くさつキャンパスを拠点に活動しております。今年もビッグバンドならではの迫力のある演奏をお届けさせていただき
ます！ よろしくお願いします！ （Σのホームページやブログ、Facebook、Twitter、Instagramも是非チェックしてみてください！ ）

13：00~ OsakaSwingLab Bigband
谷川 照美（as）、井上 幸美（as）、金崎 長光（ts）、山口 幸夫（ts）、山下 竜太（bs）、柿崎 芳皓（tp）、井上 和歌子（tp）、
砂川 尚穂（tp）、大迫 吉成（tb）、林 珠恵（tb）、上田 亜沙美（dr）、村井 辰郎（b）、梶 利文（g）、谷口 有美（pf）
年齢、性別、経験を問わず20歳以上ならどなたでも参加できるビッグバンドです。ジャンルを選ばず、ビッグバンドで出来る曲にはなんでも挑戦しています。

14：00~ CLUB THE THIRD - West Bigband

らら（fl）、井上 愛子（fl）、出海 聡（ss）、芦田 明彦（sax）、会澤 晶（sax）、村上 奏（bs）、福谷 誉樹（tp）、福山 俊介（tp）、
濱田 薫子（tp）、横守 稔久（tp）、川口 清人（tb）、濱田 明英（tb）、後藤 武司（tb）、高橋 香織（pf）、新明 正信（key）、
田村 美野香（g）、ぺーにょ（b）、積 聡郎（dr）、古川 哲也（perc）、新海 有美子（chor）、上村 愛（chor）、中村 多加（vo）
大野雄二さんのルパン三世ミュージックを専門に演奏するビッグバンドです。今日は多くのルパン曲の中から大津JF
向けにジャズやラテンのレパートリーをご用意しました。ひととき、Coolなルパン三世ジャズワールドをお楽しみください！

15：00~ The Majestic Jazz Orchestra 琵琶湖 Bigband
松尾 美鈴（as）、菅野 美鈴（as）、池田 泰之（as）、河村 昭一（ts）、山内 健史（ts）、森 大之（bs）、横谷 裕嗣（tp）、
吉村 聡（tp）、志賀 安希久（tp）、山中 詩織（tp）、山本 隆也（tb）、法月 彩見（tb）、堤 健太郎（tb）、元田 達巳（tb）、
亀井 祐里（pf）、奥谷 崇（b）、大辻 彩（dr）、木曽 稔之（mc）
大津市を中心に活動するThe Majestic Jazz Orchestra 琵琶湖。前回の出演から一年経って成
長した、美しきビッグバンドアンサンブルをお楽しみください。

16：00~ 高島市民ジャズオーケストラ「BigBell」 Bigband
垣貫 和美（as）、桂田 高子（as）、佐合井 治美（as）、中川 幾久子（as）、橋本 知世（as）、本多 馨子（as）、森 美咲（as）、久保 美代子（ts）、
村上 悟（ts）、岸田 直也（bs）、奥野 平（tp）、清川 正（tp）、栗本 英明（tp）、安武 美弦（tp）、桂田 誠（tb）、小林 有美子（tb）、森 真由美（tb）、
安武 斉恵（tb）、伊藤 律子（pf）、横木 美和子（pf）、三田村 成人（b）、岡 勇樹（g）、大日 一誠（g）、久保田 恵美（dr）、多胡 博雄（dr）
今年で12年目となりました。高島市唯一のBigBandです。なかなか上手になりませんが楽しく演奏し
ています。応援よろしくお願いいたします。

11：00~ 市川 純也 Jazz

市川 純也（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

12：00~ jaja Jazz

秋山 幸男（ss）、市村 浩（b）、西沢 譲（g）、高島 基博（dr）、木村 香恵（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

13：00~ 高原かな with 小野みどりオルガントリオ Jazz

高原 かな（vo）、小野 みどり（オルガン）、福島 修二（g）、棟 允嗣（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

14：00~ 上坂悠真＆笹井真紀子Duo Jazz

上坂 悠真（sax）、笹井 真紀子（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

15：00~ 中山瞳Trio Jazz

中山 瞳（pf）、光岡 尚紀（b）、引田 裕路（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

16：00~ 纐纈歩美＆松本茜 Duo Jazz

纐纈 歩美（as）、松本 茜（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）
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11：00~ スウィング吹美楽団（打出中） brassband
宇野 姫愛（fl）、姜山 笑奈（fl）、尾崎 もも菜（fl）、中林 趣音（cl）、金平 尚子（cl）、
森本 実優（cl）、関本 心遥（cl）、新矢 遼子（cl）、今江 愛佳（cl）、井上 みさき（cl）、
多胡 玖瑠美（cl）、山﨑 葵（cl）、吉田 紗衣（バスクラリネット）、土本 愛菜（バスクラリネット）、
木内 るう（ob）、木戸 七菜子（ob）、藤田 美結（fg）、岡本 紗英（as）、木下 恵（as）、
藤川 碧（ts）、中村 明日香（bs）、有吉 佑加（tp）、平岡 凜桜（tp）、小西 風音（tp）、
西﨑 隼人（tp）、澤嶋 紘平（hr）、川越 輝月（hr）、坂上 瀬奈（hr）、藤野 奏人（hr）、
黒石 美月（tb）、岡田 実和（tb）、竹村 夏帆（tb）、井上 大武（tb）、古川 千優希（ユーフォニアム）、
南堀 志帆（ユーフォニアム）、玉田 花（ユーフォニアム）、杉田 優衣（tub）、西島 未桜（tub）、
山田 淳之（b）、杉田 諒太朗（dr）、北村 ののか（perc）、村井 夏鈴（perc）、
本田 羽蘭（perc）、中田 晴（perc）、しげさん（バンマス）
打出浜音楽倶楽部 スウィング吹美（スイミー）楽団

「打出浜音楽倶楽部」は本宮二丁目を拠点に、主に逢坂学区･中央学区･平
野学区で演奏活動を行っている音楽倶楽部です（メンバーはすべて打出中学
校吹奏楽部員）。今回も昨年同様、若手40余名を擁する「スウィング吹美（スイ
ミー）楽団」が参加し、２日目のオープニングアクトを努める予定です。ビッグバンド
が奏でる、エキサイティングなサウンドをお楽しみください。

12：00~ Joshua Rodriguez Jazz Orchestra Bigband

谷口 ナオミ（as）、山上 沙恵（as）、佐藤 大地（ts）、上原 佳子（ts）、
酒井 大樹（bs）、福屋 陽子（tb）、上玉利 愛実（tb）、奥田 裕香（tb）、
檜垣 龍太朗（tp）、八島 捷（tp）、左海 希（tp）、伊藤 礼子（tp）、高木 愛沙（tp）、
角 渉（pf）、中嶋 展也（g）、中村 優太（b）、藤木 享（dr）、辻 和也（perc）
大阪芸術大学の卒業生を中心に結成されたバンドです。
昨年、大津ジャズフェスティバルに初出演いたしました！

13：00~ 華奢凛ーキャサリン Rock

高木 寛（hca/vo）、花本 淳（g）、坂田 彰（g/vo）、塚本 泰史（dr）、
塚本 美智代（vo）、吉田 隆志（b/vo）、吉田 利恵（key/vo）
地元東近江を中心にライブハウス、cafe、bar、お寺、神社、夏祭り、国際交流会な
どなど、様 な々イベントにて、たくさんの皆様に御愛好頂いております。
びわこジャズ東近江には第一回から皆勤出場継続中！ 昨年は大津ジャズフェス
に初出場させて頂きました。今年も御来場の皆様と楽しく過ごしたく思います。
華奢凛のなつかし洋楽＆邦楽の生実演を、ぜひ御見物くださいませ。

14：00~ Music Ace Jazz Orchestra Bigband

畑 淳治（as）、中島 智子（as）、西村 有香里（ts）、古川 佳英子（ts）、
遠藤 朋子（bs）、前田 圭一（tp）、勝見 友男（tp）、石田 伸浩（tp）、
石田 義昭（tp）、石田 正巳（tb）、林 幸子（tb）、山本 太郎（tb）、
高谷 光廣（tb）、桂 秀雄（b）、加藤 芳顕（dr）、中司 美幸（pf）
守山市で活動をしています。バンマスの育てる近江牛は守山市のふるさと納
税の返礼の品にもなっています。11/25土曜栗東さきらにて定期演奏会を行い 
ます。みなさまのご来場をお待ちしております。

15：00~ 高原かな with 小野みどりオルガントリオ Jazz

高原 かな（vo）、小野 みどり（オルガン）、福島 修二（g）、棟 允嗣（dr）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

16：00~ jaja Jazz

秋山 幸男（ss）、市村 浩（b）、西沢 譲（g）、高島 基博（dr）、
木村 香恵（pf）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

17：00~ 西村有香里カルテット Jazz

西村 有香里（ts）、大野 綾子（pf）、齋藤 洋平（dr）、衛藤 修治（b）
ゲスト紹介ページをご覧ください。（４～８ページ）

18：00~ OJF Special Stage
当日をお楽しみに！！

19：00~ OJF Grand Finale
当日をお楽しみに！！
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学科別体験授業
〔午前〕〕 科 〔午後〕〕生活デザイン科
学科別体験授業
〔午前〕普通科 〔午後〕生活デザイン科



‒28‒

〒520-0051　大津市梅林2丁目3－16　松風ビル201
電話 077－522－8100　fax 077－522－8185

税理士 　松 田 悦 治
松田悦治税理士事務所
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この瞬間も、守っている。

滋賀支社 
TEL:077-523-1200

W90×H42mm_1C

いつか、あたりまえになることを。

藤 井 医 院

TEL 077‐526‐1671
大津市馬場１丁目6‐1９（義仲寺の前）

内科・呼吸器内科・小児科

AM 9：00～12：30
PM 4：30～ 7：00
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栄光住宅株式会社
〒520-0002 大津市際川二丁目１５－９

http://www.glory-h.com
TEL 077-523-1093　FAX 077-523-5227

グローリータウン大津京
1 0区画 好評分譲中！

滋賀県知事（12）第 927号
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本 社　滋賀県大津市浜大津二丁目５番９号
TEL 077－525－5131㈹　FAX 077－526－4416

URL　http://www.kk-shoken.co.jp/

豊かな社会環境を創造する総合建設会社
（子育てサポート認定企業）

（ＩＳＯ9001・ ＩＳＯ14001・ＥＡ21認証取得）

取締役社長 　桑 田 保 正

土 木 工 事
舗 装 工 事
建設資材生産販売
太 陽 光 発 電 事 業

JXTGエネルギー㈱　特約店

520-0043 3-4-28 1F
tel 077-523-1254

info@jinbo-pearls.jp

大津びわこ比叡
ライオンズクラブ
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定休日：日・祝

近江牛
●牛めし
●コロッケ
●ミンチカツ

滋賀県栗東市小野 794－1
電　話　077－554－8110

滋賀県高島市安曇川　道の駅 藤樹の里

製造販売　北　斗
極辛　柚子胡椒

TEL 0740ｰ25ｰ6522　FAX 0740ｰ25ｰ4075

滋賀高島名産
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滋賀県大津市中央 2丁目 1－9

ランチタイム　　花遊手かご弁当・・・・・・・3,000円～
　　　　　　　　大津百町ランチ・・・・・・・4,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(税別)
ディナータイム　懐石コース料理・・・・・・・6,500円～
　　　　　　　　近江二段重コース・・・・・5,700円
　　　　　　　　　　　　　　　　　(税別・サ10%)

定 休 日 不定休
［全日］

■営業時間 【昼】
【夜】

　
【定休日】

月～木 11：30～13：30
月～木 17：00～22：00
金・土 17：00～24：00
　　祝 17：00～21：00
　　日曜日

【週末生ライブ】19:00～21：00

【モーニング・ランチ・カフェ】
8:00～17：00

おそうざい・お弁当販売

◆日祝休み◆
大津市中央1丁目6-18 森井眼科ビル1F

毎週火曜日20時～22時膳所公民館にて
練習してます。見学自由です。
お気軽にお越し下さい！
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村田自動車工業所
〒520ｰ0052　大津市朝日が丘１丁目９-８

TEL 077‒523ｰ1700  FAX 077‒523ｰ1711
office@muratajidosya.co.jp

http://www.muratajidosya.co.jp

株式会社 アーム保険設計
大津市朝日が丘１丁目９-６

TEL077‒510‒0010   FAX077‒510‒1150
http://www.armhoken.com/

大津発條株式会社
滋賀県大津市月輪一丁目11番3号

TEL 077-545-8562   FAX 077-543-1093
info@otsu-h.jp

大阪ガス株式会社
〒525-0037 草津市西大路町５-３４

http://www.osakagas.co.jp/company/

滋賀事業所

株式会社 大忠堂
〒520-0032 大津市観音寺8-17

TEL 077-522-3204
info@daichudo.com    http://www.daichudo.com

八幡会計事務所
〒520－0801　大津市におの浜2丁目1－21

　　 IKKO大津ビル5F
TEL 077ｰ526ｰ0077   FAX 077ｰ524ｰ3707

広田司法書士事務所
大津市末広町10-7

TEL：077‒522‒8487   FAX：077‒526‒1634

〒520－0043　大津市中央3－2－1
セザール大津森田ビル5階C

ヤマギワ総合法律事務所
TEL 077－522－0800  FAX 077－522－0700

http://www.yamagiwasogo-lo.jp 

民芸そば処 やおとら
〒520－0047　大津市浜大津4丁目7－３5

TEL 077－522－6070
URL  http://yaotora.com/

〒520-2145 大津市大将軍1丁目7番16号
TEL：077-543-6506   FAX：077-543-6508

連マネージメント株式会社
連 清春税理士事務所むらじ

不動産鑑定評価／不動産よろず相談所

〒520-0834 大津市御殿浜19-10
TEL 077-531-0666　http://www.muraki-ac.jp

（有）村木アセット・コンサルタンツ

おうみ社労士事務所
〒520－0043　大津市中央2丁目4－3

TEL・FAX 077－527－4850

㈲　木村商店
大津市中央4-9-15
TEL077‒524‒3390

株式会社BONDS COMPANY
〒520－0016　大津市比叡平2－52－18

TEL 077－529－8111   FAX 077－529－8110
Mail  info@bonds-c.com     URL  http://www.bonds-c.com/

税理士法人 北浜・中西会計
〒520－0043　大津市中央3－4－28

TEL 077-525-5008
http://www.kn-zeirishi.net
E-mail:info@kn-zeirishi.net
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fleur. 花 宗
〒520-0043　大津市中央１-２-３０

TEL077‒521‒1187   FAX077‒524‒2760
info@hanasou-fleur.jp 　 www.hanasou-fleur.jp

株式会社 千丸屋
大津市中央二丁目1-15

TEL・FAX  077-522-3961

大津市中央一丁目２－３１
結納の七黒

TEL 077－527－0796　FAX 077－527－0996

Bakery Kanon
〒520－0043　大津市中央1丁目１－2０

https:www.facebook.com/bakery.kanon

ベーカリー カノン

TEL 077－510－0417

〒520-0043 大津市中央1-2-33
TEL：077-522-1277   FAX：077-522-2250

asajio@mx.biwa.ne.jp

浅茅生 平井酒造 中 安 酒 店
大津市中央１－８－１６

TEL 077‒524‒4133   FAX 077‒524‒4134

お で 湖
〒520-0043　大津市中央1-7-18

TEL 077ｰ523ｰ4100   odeko_0805@yahoo.co.jp

〒520-0043 大津市中央1-7-18

ここのえ味噌醸造元
有限会社 九重味噌

TEL：077-522-2184   FAX：077-522-2310
http://www.kokonoemiso.com

ライブとうまいもん
どない屋
浜大津 077-521-7699

近江・
1 1

〒520-0047 大津市浜大津1丁目1‐10
TEL：077-522-3320   FAX：077-522-3400

info@kakkyodo.com

水 野 古 美 術 店 東横INN 京都琵琶湖大津
〒520-0048 大津市長等2丁目1-28

TEL 077-510-1045 FAX077-510-1047
toyoko-inn.com

野口会計事務所
〒520-0812 大津市木下町17-12 芙蓉ビル5F
TEL 077ｰ527ｰ3333   FAX 077ｰ527ｰ6780

アミティ
フラワー＆バルーンショップ

大津市京町1－2－21   TEL 077－527－6660
http://www.amity1990.com

大津市中央2丁目5‐25
TEL 077-522-6960

otsubetsuin@gmail.com

真宗大谷派大津別院 平柿法律事務所
〒520－0043　大津市中央2丁目4－28 錦ビル2F

TEL 077－524－8022   FAX 077－524－6752
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竺　　文　彦
〒520-0046 大津市長等2丁目9番12号
　　　　　 TEL・FAX  077（522）5837番

浄土真宗本願寺派（西本願寺）

龍華山　泉　福　寺 株式会社 百町物語
〒520－0046　滋賀県大津市長等2丁目10番2号
TEL 077－526－4522   FAX 077－526－4533

E-Mail  otsu@hyakucyou.jp    URL  http://hyakucyou.jp

山本ギター教室
TEL 090－3717－9182

URL  6gen.info

うどんそば処  津ノ清
〒520-0043　大津市中央１丁目５-６

TEL 077‒522‒7123

HAIR STUDIO 
PASSION

〒520-0046 大津市長等2丁目1-21
TEL  077-524-6206

湊町 い そ 家
〒520－0047　大津市浜大津1丁目2－35

TEL 077－524－9039

Cafe アキ
〒520-0044 大津市京町２-２-10

TEL・FAX 077-524-5438

ランチ＆ケーキ
Atelier y-ciel
〒520－0046　大津市長等３－１－３０

ソーイング

（アトリエ　ワイ　シエル）

TEL 080－4707－2715

炭火焼き鳥 やきとり一番
浜大津駅前店

〒520－0046　大津市長等２丁目10－22  
TEL 077－521－8989

いーにおい や くやく

千 石 鮓
〒５２０-００４６　大津市長等３-３-４２　

TEL ０７７‒５２４‒３２３４

かわばた施術院
大津市長等２－２－２２　２F

「骨盤矯正」専科

TEL 077－526－8202

〒520-0047 大津市浜大津2-1-24
TEL・FAX：077-527-8018

http://www.iyasakaseitai.com

リフレッシュサロン

げ●ん●き●は●う●す浜大津店

八 百 与
〒520－0046　大津市長等２－９－４

おいしい漬物

TEL・FAX 077－522－4021

洋酒喫茶45
〒520－0046　大津市長等3－4－21

TEL 077－524－4980
URL　http://ken2.image.coocan.jp/45/index.html

〒520-0043 大津市中央1-4-19

光風堂のカリカリかりんとう饅頭
（有） 光 風 堂 菓 舗

TEL：077-522-2343
http://www.e510.jp/kou-fuu-dou/

有限会社 西常商店
〒520-0242 大津市本堅田3‐11‐21

建築板金一式・大津市指定上下水道ガス工事店

TEL：077‒572‒0301   FAX：077‒573‒1855
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餅  兵
〒520ｰ0043 大津市中央2-5-37

TEL  077ｰ522ｰ7356

御饅頭処
も ち ひ ょ う

新 陽 商 事
（新川　均）

〒520-0812 大津市木下町18-8 ベラビスタ膳所
TEL 077‒525‒4570

不動産全般・よろず相談賜ります

小 川 酒 店
〒520－0047　大津市浜大津2－1－31

TEL 077－524－2203
Mail ogawa.l@chive.ocn.ne.jp

DISCOVER hair kimura
〒520-0832　大津市粟津町５-２

TEL 077‒533‒1067

北京料理 趙さんのお店
浜大津4-7-36（大津港口交差点角）

TEL 077‒525‒5508

〒529－1541　東近江市蒲生堂町５７１
大安工業株式会社

TEL 0748－55－2064　FAX 0748－55－3161
http://daiyasu-k.jp/　info@daiyasu.jp

madocafe
大津市民会館２F（月・第3火定休日）

TEL077ｰ525ｰ5516

〒529－1571　東近江市川合町６６３
藤 田 化 工

TEL 0748-55-0654　FAX 0748-55-2522
contact@fujita-k.com   http://www.fujita-k.com

〒520-0001 大津市蓮池町10-30
TEL：077-524-3873

http://www.dognana.jp

ドッグサロンNaNa carbox
〒523-0816 近江八幡市西庄町766-5

TEL 0748ｰ34ｰ0303   FAX 0748ｰ31ｰ1005

AUTOMOBIL SERVICE

訪問看護ステーション　さら
株式会社　エムメンタル

〒520－3105　滋賀県湖南市石部西一丁目12－12－1
TEL 0748－77－5414   FAX 0748－77－5415

長谷川商店
TEL 090-1909-5142
HasegawaST@aol.com

大津市中央1-8-27 TEL 077‒535‒7121

お料理と Jazz

～ ここち夢 ～cocochimu
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あしはら整形外科
〒520ｰ0105　大津市下阪本６丁目２１-５

TEL&FAX 077ｰ578ｰ2886

有 限 会 社 　 浜 本 新 聞 舗
朝日新聞サービスアンカー

堅 田・仰 木 店

ローズタウン店

坂 本 店

〒520-0247 大津市仰木6‐1‐3
TEL：077‒573‒6541   FAX：077‒573‒6540
〒520-0533 大津市朝日１‐15‐6
TEL：077‒594‒2016   FAX：077‒594‒4054
〒520-0113 大津市坂本4‐14‐14
TEL：077‒578‒0138   FAX：077‒578‒0703

有限会社 乾工作所
〒520-0242 大津市本堅田3丁目1‐32

TEL：077‒572‒0212   FAX：077‒573‒6719
http://www.inui-mfg.com

野 村 證 券
大津支店

〒520－0046　大津市長等３丁目１番２７号
TEL 077－526－3131

〒520－0232　大津市真野1－３－３6　パラッツオ102号
ひしかり会計事務所
TEL 077－573－1848　FAX 077－573－5051

http://www.hishikari-cpa.com

SMBC日興証券（株）
大津支店

〒520－0047　滋賀県大津市浜大津一丁目２番１２号
TEL 077－526－2151

〒520－0042　大津市島の関７－１３－102
安心コンサル有限会社

TEL 077－522－1018
http://anshin.shiga.jp/

（株）JTB西日本 大津支店
大津市中央3丁目1-8　大津第一生命ビルディング1階

TEL 077-522-4002
http://www.jtb.co.jp/shop/otsu/

〒520－0841　大津市美崎町７番７号
キョウヤマ鋼業株式会社
TEL 077－537－1221　FAX 077－537－5568

カフェ BOB CAT
〒520－0248　大津市仰木の里東4丁目5番

　　　　　　（成安造形大学正面北200m）
TEL 077－575－4993

有限会社　大宏運輸
〒520－0865　滋賀県大津市南郷6丁目1309－3
TEL 077-526-7739　FAX 077-526-7738

taiko@mist.ocn.ne.jp

株式会社 U-CAR ハッピー
大津店

滋賀ダイハツ販売 ユ ー カ ー

〒520－0834　大津市御殿浜23－43
TEL 077－523－0800  FAX 077－526－0626

Mail  h-ohtsu@shiga-daihatsu.co.jp  
URL  https://www.shiga-daihatsu.co.jp/happy



‒39‒

串揚げ・蕎麦処 た む ら や
〒520-0047 大津市浜大津２丁目５-８

TEL・FAX 077-524-8887
http://www.kushiage-tamuraya.com

ミュージックスクール
ドミナント

〒520-0025 大津市皇子が丘2-10-13 西大津ビル5F
 TEL 077-525-3781 http://www.dominant-music.jp

珈琲館　もりやま
小川珈琲フランチャイズチェーン

守山市吉見一丁目11－46  TEL 077－582－2759
Facebook 「珈琲館もりやま」

ナギ サクラブ
新品＆リサイクル委託販売

大津市長等2丁目10‐5
TEL 077‒523‒7267

TEL 077ｰ572ｰ9711
な お
直
酒の肴

ア ケ ミ
〒520-0046　大津市長等２-９-３４

お食事 ワインとチーズの店

TEL・FAX 077‒522‒0339

ギャルリーオー
〒520－0022　大津市柳が崎5－35

（びわ湖大津館イングリッシュガーデン内）
TEL 077－521－4515

Cafe タイム
〒520－0801

大津市におの浜3丁目3－3　ヨシノビル1F
TEL 090－9628－4009

le Club Jazz
京都市中京区三条通御幸町西北角三条ありもとビル2F

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ktsin

マイルストーン
〒520－0042　大津市島の関7－13

TEL 077－526－3932

Muse Cafe ナチュレ
〒520－0832　大津市粟津町5－5

TEL 077－532－1405   FAX 077－532－1405
Mail  Musecafe-nature@nike.eonet.ne.jp
 URL  http://nature2009.blog66.fc2.com/

公益財団法人びわ湖芸術文化財団
〒520－0806　大津市打出浜15－1（びわ湖ホール内）

TEL 077－523－7133   FAX 077－523－7147
 URL  http://www.biwako-arts.or.jp/
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OJF創始者 そして心からの友人・故 小山 清治

有 田 高 志、今 村 由 記、岡 本 幸 三、勝 部 伊 織、

川那邊欽也、佐々木吉宏、辻村豪純、角河千都子、

手島光一、中嶋絵里子、丹羽　誠、野口登代子、

藤原悦子、松宮未来、村山雅俊、頼経道子

2017年9月現在

OJF メイツの皆さん

OJF 実行委員 20１6年度 第８回大津ジャズフェスティバル 収支報告

協賛金・広告料
物販収入
その他収入

4,825,645
1,487,361

202,574

（単位：円） （単位：円）

てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、

亀田英夫、今田　真、今田美加、井上和徳、本城敦史、吉川由美子、島谷賢悟、江宮慶治、

マラソンのつぼ、岡崎英行、鑑継榮一、三好恭三、吉田光男、飯田正之、荻野郁子、榎本善文、

横道礼衣子、角河千都子、角河由季子、中島武範、加藤二三男、酒井　勝、田中裕子、種房善雄、

石 田　克、小 原　徹、村 田　隆、加 藤 律 子、山 本 花 店、NPO琵 琶 湖 ライフケアシス テ ム、

ポナペティ美湖、美湖ちゃん弁当、町なかデイハウス美湖、小野に住んでる小町、津島玉枝、

マイママ・セラピー、雨森　鼎、桒原正明、大野智数、中村俊也、中村雅美、須藤正文、堀田　孝、

堀田千栄子、野上政彦、米田　滋、みい

2017 Otsu Jazz Festival

～他、全65名の皆さま（2017年9月3日現在　順不同、敬称略）～

OJF メイツの皆さん

てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、てらけん、モリカン、今川貞夫、上西　豊、小西廣明、今西克彦、熊谷直孝、辻村　竣、筈井源一、

大津ジャズフェスティバルを
応援して盛り上げよう！と

個人協賛していただいた皆様です！！

収入の部

収入合計 6,515,580

会場設営費
音楽関連費
広報費
事務費その他

2,383,731
2,097,600
1,830,817

889,907

支出合計
収支（赤字）

7,202,055
-686,475

支出の部

2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival2017 Otsu Jazz Festival



〒520-0041　大津市浜町 2-40

全室レイクビュー・バルコニー付、
天然温泉のあるリゾートホテル

tel. 077-524-7111（代表）

〒520-0846 滋賀県大津市富士見台3-18
TEL：077-533-1241 ／ FAX：077-534-0846 ／ MAIL：info2@miyagawainsatsu.co.jp

https://www.miyagawainsatsu.co.jp/

ワンストップサービス：印刷に関連する作業をまとめてサポート。お客様の経営資源を
大切な業務に集中していただくことで、利益拡大に貢献します。

おまかせください！
印刷だけでなくいろんな“面倒なこと”もすべてお引き受けします！！

企画▶制作▶印刷▶発送　 　
　　 ▶ワンストップサービス
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