今年もこの街に
ジャズが流れる
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OJFの楽しみ方
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！

「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の運営資金または音楽を
通して震災復興支援を行う団体への寄付金以外に充てることは
一切ございません。
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。

「会場に向かおう！」
OJFは2日間で延べ34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？

「音楽を楽しもう！」

「困ったことがあれば…」

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、
皆様が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？

「店舗会場ではフード・ドリンクメニューを楽しもう！」
会場となっている店舗は無償で演奏場所を提供していただいています。
そして、
その店舗には独自のフード・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？

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。

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！

なんと500円で
1日乗り放題

（詳しくは駅のパンフレットで）
特典が盛りだくさんですよ！
！

［発売額］大人500円・学生400円・小児250円
（学生の方は学生証等を提示してください）

［通用期間］ご購入日から1年以内のお好きな1日
［発売場所］大津線各駅および三条駅、
琵琶湖ホテル、京都タワーホテル
大津プリンスホテル、京都センチュリーホテル
※当日および前売発売 ※駅係員配置時間内に発売
※御陵・大谷・南滋賀・滋賀里・穴太・松ノ馬場の各駅は除く

［有効区間］京阪大津線全線（京津線・石山坂本線）
※京阪本線・交野線・宇治線・男山ケーブル線・京都市営地下鉄・
JR線はご利用になれません。
※有効区間を越えてご乗車の場合は別途運賃が必要です。

http://www.keihan-o2.com
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ゲスト紹介
浜田 博行 グループ

ai kuwabara trio project

浜田 博行（tp/f.hr/vo）
、
浅井 良将（as）、小川 容司（pf）、
大澤 善樹（b）、斉藤 洋平
（dr）

桑原 あい（pf）、森田 悠介（b）、
今村 慎太郎（dr）

10/20㈰ 13:00 びわ湖ホール大ホールホワイエ
10/20㈰ 16:00 おまつり広場
大阪市出身 滋賀県大津市在住
関西学院大学在学時にビッグバンドに
所属しソロイストを担当。ポップスグ
ループ「モダンンチョキチョキズ」に参
加し、全国ツアーやテレビ等媒体への
出演。また、2枚のアルバムに参加。トラ
ンペットはニューヨークにてクラウディオ・ロディッテイ氏、岡崎好朗氏、
日本では井口純夫氏に教えを受ける。ボーカルは浦千鶴子氏に教えを
受ける。共演プレイヤーとしては、太田剣、山中良之、椎名豊、広瀬潤次、
古谷充、ラルフ・ムーア、ピーター・ワシントンらと演奏。伝説のサックス
奏者のジミー・ヒースから演奏を賞賛される。
大津ジャズフェスティバルは第一回より出演
大津市堅田の「ジャズプレース ねこ」運営、小中高の音楽鑑賞会、ホール
コンサート、企業イベント、媒体出演トランペット後進の指導等。滋賀県
発のトランぺッターとして各地で演奏活動を行っている。また、ジャズ
ボーカルにもトライし活動のフィールドがますます広がっている。

藤井 貞泰 トリオ
藤井 貞泰（pf）、財盛 紘
（b）、戸田代 武（dr）
10/19㈯ 15:00 大津市旧大津公会堂
京都生まれ。
同志社大学入学と同時にプロ活動を始める。そ
の後、拠 点を東 京に移し、沢田駿 吾クインテッ
ト、ジョージ大塚クインテット、原信夫と＃＆♭で
はピアニスト、
アレンジャーとして活動。
「オリバー .ネルソン.イン.トーキョー」のレコー
ディング等、その中心的存 在として活躍。さら
に、リハーサル.オーケストラ「フライング.ソーサ」
は批評家の間でも話題をさらい、多彩かつ前衛
的なサウンドはその後のジャズオーケストレーションへの大きな影響と
なる。同時に、この頃からボーカリストのバッキングの素晴らしさが評判
になる。
レコーディング、ジャズ理論書執筆などの多忙な日々を送った後、帰京。
京都にて「藤ジャズスクール」を主宰し、後進の指導にも力を入れる。藤
井のplayは現在でも進化を続け、深いリズム、可憐な音色、聴衆の心に
届くハーモニー、類い稀と云える深い音楽的洞察力とJAZZに対する真
摯なアプローチはジャンルを超え多くの人々から尊敬を受けている。

10/19㈯ 16:00 大津市民会館 大ホール
̶ai kuwabara trio project̶
1991年生まれのピアニスト桑原あいのオリジナル楽曲を
ベーシスト森田悠介共同プロデュースのもと、ピアノトリオ
フォーマットで演奏するためのプロジェクト。桑原あいが敬
©Motoaki Umiyama
愛するミシェル・ペトルチアーニやE.S.T.を彷彿とさせつつ、
瑞々しい感性と確かなテクニックに裏づけされた独創的な世界を表現する。
2012年11月1stアルバ
ム「from here to there」
（ewe records）で全国デビュー。2013年4月にリリースした2ndアルバム
「THE SIXTH SENSE」
（ewe records）がタワーレコードジャズチャート1位を獲得、またJapan Times
誌2013年上半期ベストアルバム（ジャズ部門）に選出されるなど大反響を得る。SAPPORO CITY
JAZZ Ezo Groove 2013、第12回東京JAZZ（東京国際フォーラム・ホールA）他、フェスティバル出演
多数。
桑原あいプロフィール：
1991年生まれ。2010年、洗足学園高等学校音楽科ジャズピアノ専攻を卒業。これまでにピアノを蟻
正行義、
山下葉子、財満和音の各氏に師事。
幼い頃から活躍し、ヤマハエレクトーンコンクール全日本大会金賞を含む入賞多数。2004年、
雑誌
「AERA」に天才エレクトーン少女として掲載される。中学生後半よりピアノに転向。高校卒業後、
2010年4月にファーストライヴを行い、企画・演出・作曲のすべてを自身で手がけ好評を得る。現在
は各地でのライヴをはじめ、ジャンルを問わず様々な演奏活動を行っている。2011年5月から8月
にかけ、ヤングアメリカンズ・ドイツ公演のピアニストとしてドイツに滞在し演奏活動を行う。2011
年10月から11月にかけて、大泉洋『大泉ワンマンショー』のピアニストとして全国ツアーに参加。
ファッションブランド「mastermind JAPAN」初のオフィシャルCD参加や、Def Tech ベストアルバ
ム参加など、
レコーディングワークも多数行う。
2012年5月にすべて自主制作された1stアルバム『from here to there』にボーナストラックを加え、
同年11月にeweから改めてリリースし、全国デビューを果たした。翌年2013年4月にリリースした
2ndアルバム『THE SIXTH SENSE』
は、タワーレコードジャズチャート1位を獲得。
2013年には、サッポロシティジャズ札幌公演・東京公演共に出演。第12回東京JAZZフェスティバル
出演。
森田悠介プロフィール：
1988年兵庫県生まれ。様々な楽器を経て、高校時代よりベースを始め、Jazzも独学で始める。東京
音楽大学作曲専攻卒業。作曲を三枝成彰、服部克久各氏に師事。エレクトリックベースを鳴瀬喜博
氏に師事。在学中より自身のセッション活動で様々なプロミュージシャンと共演。またクラブシー
ンを中心に様々なサポート＆レコーディングワークにも参加。大学卒業後、Michael Jacksonや
Stievie Wonderの楽曲のコンピレーションアルバムのアレンジを担当。Jazzの語法を用いたイン
プロビゼーションと、クラブシーンで培ったダンスミュージックのグルーブ、そして作編曲で培った
ロジックを併せ持つ新世代のベーシスト。現在はai kuwabara trio projectの他には、様々なメ
ジャーアーティストのサポートやアレンジワークも精力的に行っている。
http://yusukemorita.jimdo.com/
今村慎太郎プロフィール：
1980年福岡生まれ。
アマチュアドラマーだった父親の影響を受け、
3歳の時にYAMAHAポピュラー
ミュージックスクールに入る。高校在学中にイギリスリバプールにある Liverpool Institute For
Performing Artsの夏期セミナーに参加。高校卒業と同時に渡米。バークリー音楽大学に入学し、
Kenwood Denard氏に師事。2005年9月帰国。東京に活動の拠点を移し、
現在は自身のバンド
『円
人図』
『
、Loostripper』
としても活動する傍ら、
ライブやレコーディングのサポート等でも活動中。

ー4ー

ー5ー

ゲスト紹介
TONE TRIO

Vermilion Field

刀祢 直和（b）、
藤川 幸恵（pf）、水上 洋（dr）

朱 恵仁（pf）、栗田 洋輔（ts）、湯田 大道（g）、長谷川 晃（b）、松田 広士（dr）
10/20 ㈰ 13:30 スカイプラザ浜大津（響）
【ふたりバーミリオン】
10/20 ㈰ 18:00 おまつり広場

10/19 ㈯ 15:00 大津市民会館大ホール
10/19 ㈯ 18:00 おまつり広場
刀祢直和 " TONE " Bassist... arranger ..composer
15才からベースを始め1940~50年代の音楽に影響されウッド
ベースに転向。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。ジャズにこだわらず色んな音楽に参加しイギリスNo
hit Record に誘われ渡英。世界的有名なVINTAGEスタジオの"TOERUG STUDIO "で
のレコーデングも経験し多数CDに参加。自分の音楽を目指すべく"TONE QUARTET"
結成２枚のアルバムをリリース。楽曲が TVCM. ラジオ、演劇、DVDなど数々に使われ、
関東から沖縄までのツアーや数々のジャズフェス出演。ロックサイドでの活動で
は”荒吐ロックフェス"、USA テキサスでのSXSW国際音楽フェステバル2年連続出演、
LAツアー等を経験する。スガダイローさんと出会い
「起き上がり小法師」
結成後、演奏
スタイルや音楽はより自由な方向に向かい、また違ったサウンドを発見出来ると確
信”TONE TRIO”結成。後、TRIOとQUARTETがまざり合い、３枚目のリーダーアルバム
" TONE QUARTET＆TONE TRIO" 「TRIO AND QUARTET 」2012年 9月発売し、精力的
に20ケ所近くのツアー、複数のジャズフェスにゲスト出演や、全国紙 JAZZ JAPAN に
レビューやライブレポートを掲載され、今回の楽曲もラジオ、USENでも使用されて、
いろんな意味で自由に、
全く何処に行くのか想定出来ないベーシストである。

西村 有香里 カルテット

2005年当時アメリカ在住だった朱（ピアノ）
・栗
田（サックス）
の帰国を切っ掛けに、既に様々な
ジャンルで活躍中のミュージシャンが夜な夜な
集まりセッションを重ね、そのままバンドとして
活動を開始する。1970年代以降のクロスオー
バー・ミュージックをルーツとしながらもアナロ
グの温かさと現代の感覚を織り交ぜ、
ラテン・
ジャズテイストな熱い演奏を追求しメンバー全
員が作曲・アレンジを担当、
『灼熱サウダージ』
を合言葉にお祭り騒ぎと化すステージは全国で幅広いファン層から支持を集める。
2010年6月にファーストアルバム"Vermilion Field"を、
2011年11月にはセカンドアルバ
ム"West-side Hill"をリリースし、
いずれも好評を博す。現在サードアルバム制作中。
・ふたりバーミリオン
全国津々浦々で活動中のお祭り系アナログ・インストグループ"Vermilion Field"より
誕生した和み系小型スピンオフユニット。
バークリー音大時代よりの良く言えば戦
友、平たく言えば腐れ縁で「細かい事を極力気にしないようにしている」繊細肌サッ
クス栗田洋輔と
「細かい事が一切気ならない」無骨肌ピアノ朱恵仁との、
腕に覚えの
ある二人によるオリジナルやジャズを中心とした笑いあり涙ありの一騎打ち。
果たし
て決着の行方は……。

深尾 多恵子
（TAEKO）

西村 有香里（ts）
、
大野 綾子（pf）、山本 久生（b）、齋藤 洋平（dr）

深尾 多恵子（vo）、
大友 孝彰（pf）

10/19 ㈯ 14:00 大津市民会館大ホール
10/19 ㈯ 16:00 大津市旧大津公会堂
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。そこで様々なジャンルの音楽を
経験し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。また二度
にわたり渡米し、ニューヨークにてLew Tabackin氏,
Tad Shull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。
平成23年度 大津市文化奨励賞受賞。平成23〜25年度「JAバンク滋賀」の イメージ
キャラクターとしてTVCM等に出演中。2013年9月末に待望の1stアルバムを発売。
公式Web Site http://www.yukarinsax.com/

10/19 ㈯ 13:00 大津市民会館大ホール
10/19 ㈯ 15:30 大津祭曳山展示館前
ニューヨークを拠点とし国際的にライブを展開するジャ
ズシンガー。
京都で活動後1998年に渡米、本格ジャズと出会う。
ゴスペルシンガーのワニタ・フレ
ミングに長年師事。
のびやかで印象深い声と音楽的アイデアに恵まれ、
ブルーノー
ト、レノックスラウンジ、
ジンクバーといった有名クラブや米国各地のジャズフェス
ティバルへの出演を実力で次々に獲得。
2007年に発表したCD「ワン・ラヴ」は欧米で
邦人歌手には稀に見る高評を獲得、
続いて2010年にジャズやソウルの名曲に加えて
「BIWAKO 〜琵琶湖周航のうた」や「蘇州夜曲」を収録したCD
「ヴォイス」を発表、全
米110社以上のラジオ局でオンエアされた。自己のグループでの頻繁な演奏活動に
加え、
ビクター・ジョーンズ、
ダグ・カーンといった巨匠たちのグループのボーカルもつ
とめ、
米国ジャズ界で頭角を現している。1999年サテンドール神戸ジャズコンペティ
ションにてグランプリ受賞、2008年NY市ジャズモービル主催ボーカルコンペティショ
ンのファイナリスト。滋賀県出身、
同志社大学卒。
http://songbirdtaeko.com
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ゲスト紹介
森川 七月

森川 七月（vo）、浜崎 祐吏（pf）
、
麻井 寛史（b）、車谷 啓介（dr）

大友 孝彰（pf）
、
波戸 就明（b）、
水上 ダンヒル 洋（dr）

10/20 ㈰ 13:00 大津市旧大津公会堂／ 10/20 ㈰ 15:00 ビアンカ
Jazz、
R&B、
SoulからLatinまで幅広くこなし、
カレン・カーペンターを思わせる豊かな音域が
魅力のヴォーカリスト。
06年2月、
森田葉月&森川七月名義のシングル
『Amazing Grace』
で
デビュー、
その後カヴァーアルバム
『Jazz cover』
をリリース。
08年にソロ活動をスタート。
同
年3月にリリースした1stアルバム『& Jazz』で「アドリブ・アワード2008」国内ニュー・スター
賞を受賞し、続く10月には2ndアルバム『P-Rhythm』を、翌年3月25日にはDIMENSIONが
サウンドプロデュースをしたアルバム『PRIMAVERA』をリリース。09年10月、10年11月に、DIMENSION増崎氏、
小野塚氏とともにビルボード大阪出演。日本以外でも09年12月にMBC TV KwangJuʻNan-Jangʼ、10年8月に大
邱国際ジャズフェスティバル、11年4月にはEBS TV Live Program ìSpace Gong-Gamîに出演。現在、新たな音
楽の可能性を模索し、山崎好詩未（Lyrics）
、北川加奈（Piano）と共にポップスユニット「なついろ」を結成。12
年8月29日にSg『君の涙にこんなに恋してる』でデビュー。TVアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマに
抜擢。11月7日に1stAL
『あの夏色の空へと続く』
13年7月24日には2ndAL
『Summer Spur』をリリース

The Global Jazz Orchestra
vo:小柳 淳子 ／ sa:横山 未希、大竹 亜矢子、古谷 光広、古山 晶子、益山 あい
tp:岩田 英司、岩本 敦、西川 順子、野々村 明／ tb:大島 一郎、太田 健介、佐竹 寛美、
David Boyle ／ pf:奥村 美里／ g:Jesse Forest ／ b:手島 甫／ dr:市橋 隆
10/20 ㈰ 17:00 おまつり広場
1968年結成、
関西のミュージシャンで構成されるビッグバンド。
明日のビッグバン
ドを担うべくスウィングからコンテンポラリーまで幅広いレパートリーとメンバー
のオリジナルを演奏。1999年には中山正治ジャズ大賞受賞。また、
ロシアンリ
バー・ジャズ・フェスティバルや、
モンタレー・ジャズ・フェスティバルなど国内外の
フェスティバルへの出演や、
ボブ・ミンツァー、
デイブ・リーブマン、
エリック・マリ
エンサル、
チャック・フィンドレー、
ビル・ワトラス、
フォー・フレッシュメン、
北村英
治、
渡辺貞夫、
日野皓正、
小曽根真など国内外のさまざまなアーティストとも共演を重ねる。
2011年7月7枚目の
CD
「グローバル・ウォーミング」
を全国リリース。
http://www.eonet.ne.jp/~global-jazz-orch

jaja

5

大友 孝彰 グループ

10/20 ㈰ 14:00 ビアンカ
10/20 ㈰ 16:00 大津市旧大津公会堂
・大友 孝彰
1986年11月12日生まれ。幼 少
からクラシックピアノを始め、
15歳の頃Oscar Petersonの影
響を受けジャズに転 身。17歳
か ら 北 野 タダ オ 氏 に 師 事。
2007年「第１回 神 戸ネクスト
ジャズコンペティション」でグランプリ受賞。2008年大友孝
彰トリオでBillBoard大阪に出演。また、自身が作曲編曲を手
掛けるジャズバンド「muz.quartet」の1stアルバムリリース。
2008年11月11日に自身のリーダーアルバム「Nightmare」を
リリース。またこの年夏には平賀マリカの西日本ツアーにも
参加。2009年春、関西学院大学を卒業。スイングすることに
こだわり続け、
関西を中心に活動中。
・波戸 就明（はと なりあき）
1980年12月27日生まれ。
奈良県出身。
大阪音大の短期大学ジャズコース卒業。2004年渡米。ニュー
ヨークに留学し現地のミュージシャンとセッションを重ね
る。一年後帰国。
現在、関西を中心にライブ活動をしている。
・水上 ダンヒル 洋
中学、高校と吹奏楽で打楽器を始め、先生の影響でJAZZに
興味をもつ。大阪音楽大学短期大学部JAZZコースに入学。
ドラムを宮川彪氏に師事。現在は、関西でJAZZを中心に音
楽活動してます。

20

秋山 幸男（sax）、西澤 譲（g）、
市村 浩（b）、高島 基博（dr） 10/20 ㈰ 15:00 びわ湖ホール湖畔階段

2004年 ホリプロよりCD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。韓国・ソウル「第一回チャラ島国際ジャズフェスティ
バル」
に招聘される。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。
「釜山国際映画祭のオフィシャルラ
イブ」参加。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。2ndアルバムでは、7つ
のグラミー賞を受賞している作曲家Roger Nichol がレコーディングを担当。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、初のLive DVDをリリース。2009年にはリー
ダーでもあるSAX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位に入るなど、幅広い層から支持を得ている。
2012年 アルバム「MADE IN jaja III」リリース。現在、TV・ラジオ・国内・海外・イベント・ライブと勢力的に活動中。主なフェスティバル出演<海外>「チャラ島国際ジャズフェス
ティバル」
(韓国)「EBS SPACE｣(韓国)
「釜山国際映画祭公式ライブイベント」(韓国)「ペナンアイランドジャズフェスティバル」(マレーシア)
「バンコク・ジャズフェスティバル」
(タイ)
「ソウルライブハウス・ブルームーン」(韓国)「上海万博日本館・札幌Jrジャズ北京ジョイントライブ」(中国)「日独友好150周記念イベント」
(ドイツ)「クアラルンプール・パブリック
内ライブハウス出演」
(マレーシア)<国内>2008年/第19回めいほう高原音楽祭札幌シティジャズ・ホワイトロック/釧路霧フェスタ第20・21回めいほう高原音楽祭(主な出演者・/
藤井フミヤ/持田香織/大黒摩季/D-51/馬場俊英/他)釧路霧フェスタ2009年/札幌シティジャズ/岡崎ジャズストリート2010年/ 札幌シティジャズ・ホワイトロック岡崎ジャズスト
リート/名古屋アカリジャズ・ホワイトロック2011年/札幌シティジャズ大阪ミナミジャズウォーク/清里ポールラッシュ祭カンティーフェアー岡崎ジャズストリート/伊勢佐木町音
楽祭 他2012年/夢創館(北海道)/すみだジャズフェスティバル/高槻ジャズストリート岡崎ジャズフェスティバル/守口宿ジャズストリート/池袋ジャズフェス
http://jaja.fm
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ゲスト紹介
なにわブラック・ペッパーズ

Moment Jazz Trio

橋本 エミ（Director）
、他クワイアメンバー

山本 昌（as）、竹内 正史（pf）、
泉 正浩（b）
10/19 ㈯ 13:00 大津教会
10/19 ㈯ 16:00 JR大津駅前

10/20 ㈰ 14:00 びわ湖ホール湖畔階段
1994年結成。アフロ・アメリカンスタイルのクワイア（聖歌隊）としては日本で草分け
的グループのひとつ。年2回の定期公演の他、各地イベントに出演。昨年シスター・クワ
イアのメンバーと共に、東日本大震災の被災地復興支援のため、東北を訪れる機会
が与えられた事は感謝です。そしてコンサートを通して、被災地域の支援活動をして
いる。第4回定期公演で、
「大阪市舞台芸術奨励賞」を受賞、'98.8 大阪ブルーノート
「ゴスペル・コンペティション」
でグランプリ受賞、
'00.10 第1回「天保山ゴスペルフェス
ティバル」コンテストで、
「ベストクワイア賞」受賞、'03.06 第１回「GOSPEL AWARD
2003」
エキスパート部門にて最優秀賞受賞。
来日ゴスペル・シンガーとの共演多数。
（ダリル・コーリー＆ザ・パッシ、The Sons Of
Glory、Abounding Life Choir、Chejuana Wills、J.David等）ʻ04にはNHKデジタル・ラ
ジオでレコーディングし、放送される。毎年、ニューヨークやシカゴの教会と交流し、
肌で感じた感動を伝えようと、活動している。シスター・クワイアこぞって、12月14日
に大阪でクリスマス・コンサートをします。興味のあるかた、また、賛美に加わりたい
方はいつでもお迎え致します。
http://www.naniwablackpeppers.com

2010年夏頃、
瞬間的、偶発的に結成。数々のリハーサルと数
えきれない飲み会で親睦をふかめる。そして約1年後。2011
年夏にパークジャズライヴコンテストで多数の応募の中、
グランプリに輝いた。そし
て、金環日食が世を騒がせていた2012年。Moment Jazz Trio 海外進出。北米の国際
ジャズフェスティバルに日本代表として出演。
慣れない英語でのＭＣにおいて苦戦を強いられるも、大成功〜国内ツアーも積極的
に行っている。メディアにも積極的に出演しており、
新聞の紙面を半分使い某コー
ナーにおいて３日間連載される。NHKの生放送にも３回出演。ジャズを通じての会話
ジャズバンドとしての誇りを追求する。
http://moment-jazz.jimdo.com/

Minami Jazz Vocal Ensemble 2013
Director 東 かおる
会田 智子、井芹 友香、岩井 美紀、柏 時江、
加藤 裕紀子、倉谷 桃子、児玉 有里子、
坂牧 美加、佐久間 聡子、櫻井 真由美、
澤田 めぐみ、瀬川 めぐみ、高草 千秋、
竹村 正子、田村 幸恵、長井 祐子、
布川 智恵子、福島 由香里、米田 亜希
奥村 美里(pf)、
手島 甫(b)、市橋 隆(perc)

祖田 修 トリオ
祖田 修（pf）、
萬 恭隆
（b）、
佐藤 英宜（dr）
10/20 ㈰ 15:30 スカイプラザ浜大津
（響）
1984年 プロフェッショナルとして活動開始。
1988年 大阪芸術大学在学中にマサチューセッツ州立大学招待奨学生として渡米。
Dr. Billy Taylorに ピ アノ を、Yusef Latief（Sax,Wood Winds）に、作 曲・編 曲、Max
Roach（drs）に、アンサンブルパフォーマンスを師事し、同大学のJAZZ in JULY 88'
Workshopに参加する。
1990年 大阪芸術大学音楽工学専攻を卒業後、再渡米。イリノイ州シカゴにおいてピ
アニストとして演奏活動を開始。
1990年 ルーズベルト大学シカゴ音楽院修士課程ピアノ専攻へ入学。在学中に数々の
コンペティションで上位入賞を果たす。
1992年 Cliﬀord Jordan
（sax）Quartet に参加。
1994年 ルーズベルト大学シカゴ音楽院修士課程。
1995年 Glenn Miller Orchestra に加入。
1997年 Osamu Soda Trioを結成し演奏活動を開始。シカゴを拠点に、ニューヨーク、
デトロイト、インディアナポリス、ミルウォーキー、カンサスシティー、ミシガンシ
ティー等において幅広い活動を展開すると同時に数々のレコーディングに参加。
Freddie Hubbard quintetに参加。
1998年 日本帰国、祖田修ピアノトリオ、数々のサイドワークなど京阪神のライブハウ
ス、
JAZZ CLUBで幅広い活動を展開。
その他、企業への音楽講演、講義活動と、音楽教育に対しても精力的な活動を展開し
ている。
http://osoda.jimdo.com/

10/20 ㈰ 15:00 びわ湖ホール大ホールホワイエ
11月3日㈰開催のミナミ・ジャズ・ウォークのオーディションで選ばれたメンバーによ
る日本では数少ないジャズ・コーラスアンサンブルです。
6月から練習を重ねてのステージを是非聴いていただきたいです。

Clap Stomp Swingin'
高田 亮介（gt）
、斎藤 一郎（b）、
井高 寛朗（pf）
10/20 ㈰ 12:00 びわ湖ホール大ホールホワイエ
10/20 ㈰ 16:00 琵琶湖ホテル バー桃山
「ハッピーじゃなきゃスウィングじゃない！！」を合言葉に2010年下町の飲み屋にて結
成。ジャズが大衆音楽であった古き良き時代のスウィングナンバーをベースに紡ぎだ
される独自のハッピーサウンド、
その個性溢れるライブパフォーマンスは各地で手拍
子、足拍子、笑顔の渦を巻き起こす！！今日はピアノ井高の故郷であるこの滋賀の地
で、力の限り弾けます！！関西生まれSwing育ち、三者三様のスウィング絵巻をご覧
あれ！！エビバデClap！一緒にStomp！！アナタの心にSwingin'！！！
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OJFオススメ店

会場エリア内
月 日㈯・ 日㈰

10
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

OJFオススメ店

書道用品 創楽

521-7488

日休み

書道用品に軸装もお任せください

SHY美容室

522-8664

30

店長のモットーは、
貴女をキレイにしたい！

JTB大津支店

522-4002

31

国内も海外も旅行といえばまずはJTBへ

あげもん屋

521-0298

土日休み

今年も揚げたてコロッケをおまつり広場で。

雷恩

524-1069

土日休み

大将は当日おまつり広場OJFブースで大活躍！

風

527-1180
日休み

仲良しご夫婦の楽しいお店。
当日はブースで

大一 木村商店

524-3390

日休み

創業100余年。灯油・プロパンのことなら…

餅兵

522-7356
524-3255

日休み

信用と技術の老舗楽器店。

御幸家

522-1083

日休み

町家でもつ鍋。
OJF女子会もおススメ
！

髪屋

527-2772
524-2406

日休み

鮒寿司、湖魚の佃煮。
ぜひ、
おみやげに！

東横イン京都琵琶湖大津

510-1045
524-6206
日休み

新鮮な魚とジャズ大好きな大将とまったりと。

健美工房

524-7411
524-3301

日休み

湖魚ならおまかせ、特にお茶漬け鰻は絶品

ちいさなパン屋

522-1071

日休み

街にすっかり根付いたおいしさ。
今日も心こめて。

光風堂菓舗

522-2343

日休み

名物、
カリカリかりんとう饅頭 やみつきの美味しさ

中安酒店

524-4133

日休み

高島の地酒
「福のしずく」取扱い。
配達OK！

九重商店

522-2184

日休み

創業明治元年。老舗が作るこだわりの手作り白味噌

花宗

521-1187
522-1277
527-8570

日休み

各種保険取扱い。街の癒し空間。

パッケージプラザ スギエ

524-8015

日休み

文具やパーティーグッズが店内にいっぱい

いのうえ酒店

522-6681

日休み

仲良しご夫婦のお酒屋さん。
配達もOK！

Cafeアキ
おまつり広場で営業中。
今年のメニューは？

524‑5438

44

46
47
48
49
50

52

酒造り340年余。
蔵元杜氏が醸す銘酒浅茅生

みやび整骨院

41

51

洗練された和の店構え。
ブライダルブーケも多彩。

平井商店

39

45

ネイルや加圧トレーニングで、
女子力UP！

オカモト水産

38

43

落ち着いた店内で、
なりたい貴女を演出

Second Court 魚

36

42

ご存じ！全国ネットのシティホテル

Hair Studio Passion

35

40

リーズナブルな値で丁寧なオシゴトの美容院

阪本屋

33

37

江戸時代から味は庶民の“おまん屋さん”

初音屋楽器㈱

32

34

銘酒も揃っています！焼鳥は絶品♪

ちっち＆みっきーのおいしい料理屋さん 527-6366

29

土日休み

53
54
55
56
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※先頭に市外局番の
「077」
をつけてお電話くだ
さい。
※「休み」
はフェスティバル当日の休日です。定休
日、営業時間などの詳細はお電話にてご確認く
ださい。

千丸屋

522-3961

日休み

老舗の乾物屋さん。削りたての鰹節いい香り

藤屋内匠

522-3173

日休み

創業は寛文元年。老舗中の老舗和菓子店

どない屋

521-7699

うどんとライブ！誰カバは元気です！

たむらや

524-8887

日休み

深夜3時まで!! 串揚げ・お蕎麦のおいしい店

ゆう介

523-7077

日休み

524-3394

日休み

お手軽なカウンター割烹。
ランチ営業も。

滋賀種苗

花屋野菜の種や苗。
ガーデニングはいかが？

あたか飯店

524-0636

本格中華の老舗、大小さまざま個室も

Wood Village
（ウッドヴィレッジ） 527-7781
中古楽器専門。管楽器などの買取、販売、
質預り。

やきとり大吉

524-9301

やきとりは勿論、
美味しい焼き物がいっぱい

趙さんのお店

525-5508

アットホームな店、
本場北京の味をお手軽に

げんきはうす

527-8018

癒しだけじゃない。
心と身体に喜びと感動を

アサ

524-4888

日休み

スナックですが、
ママの手料理が何より美味しい

小川酒店

524-2203

日休み

滋賀の地酒と器。
お店は浜大津駅降りてすぐ。

ゆき

525-3351

年中無休、人なつこいガンバリ屋のママの店

とり重

525-0948

日休み

創業30年、路地奥の隠れ家的焼鳥専門店

高島屋質店

522-4763

高品質・低価格 お買い得商品がいっぱい！

文具のタナカヤ

524-2746

日休み

文具からオフィスづくりまで。常に地域を支えて

湊町倶楽部

510-1010

ちょっとゴージャスにお箸でフレンチ

琵琶湖汽船

524-5000

琵琶湖クルーズでゆったり過ごす大津の休日

浜大津アーカス
レストラン・アミューズメント、
楽しいこといっぱい！
！

カラオケBウェーブ

524-8888

アーカス内のカラオケ。
自主練にも使ってね。

琵琶湖ホテル

524-7111

大津を代表する老舗ホテル

madocafe

525-5516

湖岸が一望できる窓辺でほっこりランチやスイーツを

なぎさWARMS

526-8220

近江の有機野菜・玄米菜食メニューでヘルシーに

コーヒーハウス ショコラ

521-3525

コーヒー＆スウィーツ。
テラス席はペットもOK！

Colony

524-5223

お奨めは燻製料理。
ライブやイベント貸切もOK！

島村楽器：大津パルコ店

527-7195

楽器を始めるのも♪習うのも♪おまかせください！
！

西武大津店

521-0111

近江みやげをお探しなら1階食品売り場へ

ー 13 ー

はスタンプラリー実施会場です。
詳しくは50ページをご覧下さい。

ボ
コラ ト
ン
イベ

1

ＯＪＦこども広場＠アーカス
〜音で遊ぼう 音にふれよう〜

日時 10/20㈰12：00〜17：00 場所

ボ
コラ ト
ン
イベ

2

滋賀県文化振興基金
活用事業

浜大津アーカス２Ｆ フェスティバルコート

着ぐるみショー

昔なつかしい街頭紙しばい

うたう！どうつぶえん

志滋海社中

080-9604-3373
soul-of-lake@hotmail.co.jp

できた！皿まわし ジャグリング体験

なにわブラックペッパーズ主宰橋本エミ氏を講師に迎え
『He Ｔhat Believeth』を一緒に歌いましょう♪翌20日
㈰16時からびわ湖ホール湖畔階段ステージ出演可能♪

10/20㈰11:00〜12:00
場所 なぎさのカフェ芝生

どない屋ライヴ

日時

音という形のない心の声を大事にして、命と
愛を授けてくれた母に感謝し、生きる意味、人
を愛すること、愛されるということを、音楽を
通して伝え続けている。

〒520‑0047 大津市浜大津4-1-1

マリネラワークショップ
今年のダンスワークショップは江州音頭とマリネラ
（ペルーのダ
ンス）
！野外で踊る楽しさを体感しよう！

一緒に盛り上げチャイナ

翼を風にゆだねて
放浪の音楽家 奥野勝利

ワークショップ
~

なぎさのカフェライブ

日時

10/19㈯17:00〜

浜大津どない屋
（077-521-7699）

baar musica tio
月例ジャムセッション
日時

場所

主催：浜大津どない屋

セッションライヴやりまっせ〜♪
お気軽にどうぞ♪

場所

10/19㈯
19:00〜22:00
baar musica tio

参加費：2000円
（ソフトドリンクｘ2付き）

ギャルリーオー
"辻田恭子展"
日時

場所

バリトン

ソプラノ

Academia de Marinera Nortena”SOMOOS PERU”による

ゆるキャラと遊ぼう！
キャッフィーがくるよ！

昔の子どもがわくわく楽しんだ紙しばい。
テレビよりもおもしろいよ。

主催:
大津市民クワイア
Soul of Lake

大津江州音頭保存会による

木下洸希君
少年ジャグラーの見事な技を楽しんで、
みんなも皿まわしを体験しよう。

10/15㈫〜10/27㈰
10:00〜17:00
大津市丸屋町商店街
ギャルリーオー

メゾ・ソプラノ

大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業。同大学音楽専攻科声
楽専攻修了。第60回全日本学生音楽コンクール大学・一般
の部全国大会入選。第38回日伊声楽コンコルソ・ミラノ部
門入選。
トスティ歌曲国際コンクールアジア予選大会秋篠
日本歌曲賞第1位。オペラでは『フィガロの結婚』伯爵夫人、
『リゴレット』ジルダ、
『魔弾の射手』アガーテ、
『ウィンザー
の陽気な女房たち』アンナ・ライヒ、
『魔笛』パミーナ等に出
演。また、ベートーヴェン「第九」、モーツァルト「戴冠ミサ」、
シューベルト「ト長調ミサ」等のソリストを務める。

佐藤 明子

Akiko SATO
ピアノ

びわ湖に響く♪最高にGoodなビッグバンド！ビート！
！
日時 10/19㈯18:30〜 音楽監督 横山貴生
出
演 as：横山貴生、椿田薫／ts：鏑木修、西村
場所 大津市民会館 大ホール 有香里／bs：岩持芳宏／tp：渡辺勉、高田将利、伊藤
礼子、嶋本高之／tb：富岡毅志、中山雄貴、奥田裕
料金：全自由席 前売2,000 円 香、太田健介／pf：中村正史／g：道祖淳平／b：喜多
当日2,500円 健博／dr：高岡憲治／ vo：Junko
大津市民会館 公式

、
さあ ing!
sw
Let's dance!
Let's

こころの健康フェスタ 2013

Swing Kids ジャズライブ!
日時
場所

10/20㈰13:30〜16:00
大津市民会館 小ホール

プログラム
13:30〜……精神保健福祉事業功労者表彰式
14:00〜……スイスの子どもたちのビッグバンド
「Swing Kids」
によるジャズライブ
その他 ……メンタルヘルスチェック、幻聴体験コーナー、アルコールパッチテスト 等

TEL:077-523-0070

〒520‑0802 大津市馬場2-10-19 TEL:077-524-9606
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大阪音楽大学大学院オペラ研究室修了。第54
回全日本学生音楽コンクール大阪大会第1位。
オペラでは各地における
『フィガロの結婚』、
『セヴィリアの理髪師』、
『魔笛』、
『コジ・ファン・
トゥッテ』『
、ドン・ジョヴァンニ』『
、トゥーランドッ
ト』、
『ラ・ボエーム』、
『ドン・パスクワーレ』、
『愛
の妙薬』、
『チェネレントラ』、
『カルメン』、
『道化
師』『
、魔弾の射手』『
、こうもり』『
、森は生きてい
る』『
、イメネーオ』等に出演し好評を得ている。

びわ湖ホール、大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス、関西歌劇
団、関西二期会、㈳日本バレエ協会関西支部等にてピアニストを務
めている。

大津
ジャズフェス
コラボ企画!

知らないうちに溜まったストレス、パッと発散して
こころの元気をチャージしましょう！

入場無料！

［インスペクター］

東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。第41回
イタリア声楽コンコルソ入選。
これまでにオ
ペラでは『魔笛』
タミーノ、
『道化師』ペッペ、
『カルメン』
レメンダード、
『こうもり』
アルフ
レード、
『ジャンニ・スキッキ』
リヌッチョ、
『森
は生きている』11月・兵士などを演じる。宗教
曲ではヘンデル「メサイア」、ベートーヴェン
「第九」などのソリストを務める。松原眞介、
吉田浩之の各氏に師事。

大阪音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。卒業時に大阪音楽大学第２
回新人演奏会に出演。
ソロの他に、室内楽や、器楽、声楽とのアンサ
ンブル奏者としての出演も数多い。現在、大阪音楽大学演奏員。他に

レイクビートジャズオーケストラ

077-525-1234

テノール

大阪音楽大学音楽学部声楽専攻卒業。第10
回日本演奏家コンクール声楽部門大学の部
3位。第21回大阪音楽大学学生オペラ
『コジ・
ファン・トゥッテ』
ドラベッラ、
『森は生きてい
る』8月・オオカミ・女官長、ヘンデル「メサイ
ア」
ソリスト等に出演。
これまでに、宮本由里
子、
三井ツヤ子、
荒田祐子の各氏に師事。ザ・
カレッジ・オペラハウス合唱団登録正団員。

大津市民会館×OJF コラボレート

お問い合せ 大津市民会館

迎 肇聡

おねえさんと楽しく歌いながら、
手話で歌を表すことを体験してみよう。

10/19㈯15:00〜16:00
大津市民会館小ホール 参加費：500円

サッカー教室

Tadatoshi
MUKAI

お話と歌のユニット
「詩音」

申込・
問合せ

びわ湖ホール声楽アンサンブルメンバー プロフィール

青柳 貴夫

手でかなでる歌とことば

初心者のためのワンコイン
ゴスペルワークショップ
場所

出演：Clap Stomp Swinginʼ／浜田博行グループ／びわ湖ホール声楽アンサンブル／ミナミジャズボーカルアンサンブル

Takao
AOYAGI

音の絵づくり
音風景案内人 小松正史さん

今年もびわ湖ホール声楽アンサンブルとのステージが実現！日本初の
公共ホール専属声楽家集団として注目を集める
『びわ湖ホール声楽アン
サンブル』
から４人のメンバーが出演。

びわ湖ホール大ホールホワイエ

場所

小林 あすき

MIOびわこ滋賀による

滋賀県初のサッカー・Jリーグ加盟を目指す
MIOびわこ滋賀がやって来る！
MIOの選手達と一緒に楽しくサッカーで
遊ぼう！学ぼう！

2本の縄を使い曲にあわせ
てダンスやアクロバット。
世界一になったチームに
教わろう。

日時

日時 10/20㈰12:00

Asuki
KOBAYASHI

立命館大学
ダブルダッチサークル
Fusion Of Gambit

ハニーＢＢちゃん・フェイフェイくんと
一緒にお歌や手遊びをしよう。

芝生ダンス会場

※出演グループ、
上演時間は会場またはＨＰでご確認ください

レッツ・ダブルダッチ！

身の回りにある音を聞いて絵を描きます。
見えない音がどんな形や色に変わるかな？

場所

OJFスペシャルコラボレートステージ
Minako
MATSUSHITA

※上演時間は会場またはＨＰでご確認ください

日時 10/20㈰12：00〜17：00

芝生ダンス会場は、
グローバル！さまざまな国のダンスや
音 楽、
スポ ーツも！子 供 からお 年 寄りまで 楽しめるメ
ニューがいっぱい。
ダンスワークショップやサッカー教室も開催。見るだけ
じゃ物足りない！みんなで一緒に参加しよう！

3

松下 美奈子

音って耳で聞くだけじゃあないよ。見たり絵にしたり体を使ったり、色んな遊びを
体験できます。みんなでアーカスに集合！

ダンスコラボレート

ボ
コラ ト
ン
イベ

ビアンカプレミアムジャズクルーズ
with 浜田博行バンド ＆ Special Guest 牧野竜太郎・浅井良将

ワインと夜景、大人が楽しむ一夜限りのジャズ＆クルージング
日時 10/20㈰18
：30〜20：45 ＜予約制＞
場所 大津港発着 ビアンカ
料金：8,000円
（ご夫婦割／お二人で15,000円）※割引優待適用不可
乗船料・ブッフェ料理代・フリードリンク
（ワイン、
ソフトドリンク）
込
お問い合せ 琵琶湖汽船予約センター

077-524-5000

食べて、飲んで、聴いて、楽しい〜〜〜♪

おまつり広場物販ブース

10月19日㈯･20日㈰
Open/12：00 Close/20：00

おまつり広場に、地元大津が誇る名店が大集合！今年は彦根からの出店もあります！
！
素敵な音楽を聴きながら、美味しいフードに舌鼓♪これが OJFの醍醐味♪
どれにしようか……迷っちゃいます。今年はスイーツも充実していますよ。

ＯＪＦ常連の名店
匠バーガー ………………………………………………………… 手作りハンバーガー
ハワイアン キッチンズ …………………………… ロコモコ・カレー・フリフリチキン
ダッチ ーズ

マサラダ Datties ………パンケーキ・マサラダ（揚げドーナッツ）
・LIONコーヒー・ジュース
大津発酵会 …………… 日本酒・甘酒・かす汁・お漬物・つくだ煮・川魚のなれずし
唐揚げ鶏「風」……………………………………………… 唐揚げ・わた菓子・かき氷
浜大津商店街振興組合 ………… 近江牛ピタサンド・近江牛巻寿司・ワイン・お茶
喫茶アキ …………………………………………………………… 広島焼き・クレープ
あげもん屋 近江本店……………………近江牛コロッケ・びわこドッグ・ポップコーン
ちっち＆みっきーの出張料理屋さん ……………………カレーラーメン・ワッフル串

クレープリー クランデール チュロス・ワッフル・タピオカドリンク・ソフトクリーム・ホットチョコドリンク
ひこね亀樂市
彦根カロムゲーム体験コーナー・カロム盤販売・彦根スイーツ販売・ひこにゃんグッズ販売
こころの健康フェスタ（20日のみ） 幻聴体験・アルコールパッチテスト・心の健康度チェックなど
き らく い ち

横
ホール

なぎさのカフェ・ブース

OJFビアブース ………………………
ハイネケン＆ギネス生ビール、ワイン、ソフトドリンク
OJFフードブース ……………………
何が出るかは当日までのお楽しみ…♪
OJFオリジナルグッズブース …………
Tシャツ、
トートバッグ、
クリアファイル

お得
情報

★缶バッジ割引サービス★
OJFオ リ ジ ナ ル 缶 バ ッ ジ
2013年バージョンをご提示の方に
は、ビール＆フードが各50円引きに！
（※OJF直営ブースのみ）

OJFおまつり広場本部

NEW FACE

びわ湖

OJF Presents
（OJF直営店）

10月20日㈰限定！
Open/12：00 Close/18：00

なぎさのカフェでは、
「Colony」
と
「なぎさWARMS」
でテイクアウトの販売があります。
お楽しみに♪

ー 40 ー

困ったらここへGO！ ……………………
インフォメーション プログラム配布
スタンプラリー景品引き換え所

ドリンク… 生ビールやラムネなど
フード …… 名物若鶏の唐揚げ、
ハモンセラーノ
（削ぎたて生ハム）など
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OJFをさらに楽しく

OJFオリジナル
OJ
JFオ
オリジナ
ナル
Tシ
Tシャツ
シャ

2,000円

OJFオリジナル
OJ
JFオ
オリジナ
ナル
ブースで
クリアファイル
クリア
アファイ
ファ
ァイ
イル 物販販
売!!

コンペで最終選考に選ばれたポスターデ
ザインを、両面プリントでダイナミックに
アレンジしてクリアファイルを作りました。

今年は生地色2色！
ホワイト＆
マスタードイエロー♪
価格

場!

新登

（26〜27ページも併せてご覧ください）

キャラクター達の中でも特に目立つ
「ビワコオオナマズ」
をデザイ
ンに取り入れています。
この素晴らしい行事をいつまでも忘れないでほしい、
そういった思
いをこめて普段のファッションにも取り入れられるようなデザイン
を意識しました。
（有村泰志）

300円以上の募金で、缶バッジ1個プレゼント

えません
今年しか買

デザイナーよりひとこと

数量限定

で
物販ブース
販売!!

若きデザイナーたちの
情熱とパワーを感じてください！
自宅で…
オフィスで、
学校で、
OJFの思い出といつも一緒に♪お土産にも最適！

全9種類 価格

300円

第5回メモリアル！

OJFオリジナルトートバッグ
OJ
JFオ
オリジナ
ナルトートバ
トバッ
バッグ
ッグ
今年はOJFが初めて迎える節目。
メモリアルグッズとして、
トートバッグを作りました！しっかりとした生地に、
クールな
デザインをプリント。素敵な音楽が聴こえてきそう♪

!!

デザイナーよりひとこと

！
！
価格

1,000円

ジャズならではの格好良さを、大人しく収まらないように表
現しました。人と音楽、大津が一体になってはじける様子を
描きました。賑やかなイラストで、OJFに関わる皆さんと一
緒に会場を盛り上げたいと思います。
（谷口昴）

デザイナー紹介（成安造形大学）

O
OJFオリジナル
Fオ
オリ
缶バッ
缶バッ
缶バ
缶バッジ
バッジ
今年はなんと全25種類！
！ポスターのキャラクター
も揃っています。
コンプリートしちゃおう♪

・メインビジュアル、
ラッピング電車、OJFオリジナルTシャツ／有村泰志
・OJFオリジナルクリアファイル／
有村泰志、石田祐基、
出雲真理奈、
岡田契二、谷口昴、辻尾一平、寺元未来、
中尾一貴、松田瑞紀
・OJFオリジナル缶バッジ／有村泰志、市橋美歩、寺元未来、廣秋優里、松岡鈴音、松田瑞紀
・第5回メモリアルOJFオリジナルトートバッグ／谷口昴
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AUTOMOBIL SERVICE
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