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OJF2014

ごあいさつ
　この度、第6回大津ジャズフェスティバルを開催する運びとなりました。(第1回 2009年秋から毎年開催)

　これもひとえに、大津ジャズフェスティバルを楽しみにしていただいている観客の皆さまを始めとして、協賛・後援いただきました多くの企業や個人の皆さま、

そしてボランティアスタッフのご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

　大津ジャズフェスティバルは、有志のボランティアによる手作りのフェスティバルとして、多くの皆さまの応援のもとに開催してまいりました。この2日間は大津

の街に音楽があふれ、音楽をたどっていけば、何か新しい発見に出会えることと思います。今年も「Jazzと一緒に街歩き」をコンセプトにスタッフ一同、趣向を凝ら

して準備してまいりました。お子様から大人まで楽しんで頂ける企画満載です。

　パンフレット片手に、気楽に、音楽と大津の街をお楽しみください。

大津ジャズフェスティバル実行委員会一同

近江の有機野菜による玄米菜食メニュー
を中心にヴィーガン対応可能な食材を使っ
たナチュラルフードをご提供。インテリア
にもこだわったアートな空間で楽しいお食
事をお楽しいお食事をお楽しみください。

☎　077-526-8220 　（不定休）

【営業時間】

11:00 ～ 17:00  ( 月・火曜　※祝祭日を除く）

11:00 ～ 22：00　（水～日曜、祝祭日の月・火曜）

燻製料理と洋食のお店
国産食材を無添加で手間を惜しまず作っ
た燻製料理をご賞味ください。

☎　077-524-5223　( 無休 )

【営業時間】

11:00 ～ 22:00

大津膳所発祥のイタリアン料理店
パスタはもちろん、ピッツァもシンプルなが
ら美味しいとご好評をいただいており、ワイ
ンは赤白豊富に取り揃っています。

☎　077-522-1811　 （無休）

【営業時間】

平日　11:30 ～ 14:30   17:30 ～ 22：30 （L.O.21:30）

休日　11:30 ～ 15：00  17:00 ～ 22：00 （L.O.21:00）

近江牛をはじめ、滋賀県産食材を活か
した本格イタリアン

☎　077-525-2701
 （定休日）月曜日
【営業時間】
ランチタイム
　11:30 ～ 14:30    （L.O）
ディナータイム
　17:30 ～ 21：00 　（L.O）

地産の食材を大切に、滋賀県の特産品「近江
牛」をベースとした肉料理専門店

☎　077-522-1616
 （定休日）月曜日
【営業時間】
ランチタイム
　11:30 ～ 14:00    （L.O）
ディナータイム
　17:30 ～ 21：30 　（L.O）

四季の彩りを味わう、大津スタイルの和
フレンチ

☎　077-527-0011
 （定休日）木曜日・第３水曜日
【営業時間】
ランチタイム
　月～金 11:30 ～ 14:00    （L.O）
　土・日11:30 ～ 14:30    （L.O）
ディナータイム
　17:30 ～ 21：00 　（L.O）
 ※コース料理 20:00　(L.O)

 

大津で味わう本格ハワイ料理。ボリュー
ム満点パンケーキが大人気
☎　077-527-7773
 （定休日）木曜日・第３水曜日
【営業時間】
オープン
　11:00 ～ 23:00 （L.O 22:00）

コーヒーとスウィーツが自慢のカフェレス
トランスウィーツの種類が豊富でホット
アップルパイが特にパンケーキがオススメ
です。

☎　077-521-3525　( 無休 )

【営業時間】

9:00 ～ 21:00

Colony

旧大津公会堂

RISTORANTE
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OJFの楽しみ方

「会場に向かおう！」

「募金・チップをお願いいたします。」

「困ったことがあれば…」「音楽を楽しもう！」

「店舗会場ではフード・ドリンクメニューを楽しもう！」

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！

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。

OJFは2日間で延べ32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。

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？

（平成26年６月2日現在）
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寺井 豊、藤井 貞泰 DUO

WAIWAI STEEL BAND / ワイワイスティールバンド

ゲスト紹介

今西 佑介 セクステット

今井 晴萌 グループ

今西佑介（トロンボーン奏者、作・
編曲家）　プロフィール：
1982年生まれ。私立甲南中高在
学時にブラスアンサンブル部入
り、トロンボーンを始める。同中
高に在学中、現アロー・ジャズ・
オーケストラのリーダー、宗清洋
氏に師事。
2004年に渡米、ハートフォード大

学へ入学し、世界的に有名なジャズ・トロンボーン奏者、スティーブ・デイ
ビス氏に師事する。
2008年に帰国、関西を拠点にプロとして音楽活動を開始する。
2010年、今西佑介セクステットを立ち上げる。
2011年に1stアルバム「CRISP」、2012年に2ndアルバム「WAYFARER」を
全国発売する。
この二作品で、演奏家・バンドリーダーとしての存在感を示し、収録され
たメロディアスでスウィンギーな楽曲群は雑誌やラジオなどのメディア
でも高い評価を受け、作曲家としても認められる。
2014年、三管編成の重厚なアンサンブルと多彩なアプローチはもちろ
んのこと、『天候』をモチーフにしたコンセプト作として新境地を魅せる
3rdアルバム「WEATHER」をリリース。

寺井豊（ギター）　プロフィール：
京都生まれ。高校卒業後プロギタリストとして演奏
活動の道に入る。当時アメリカで興りつつあった
Jazzをリアルタイムで吸収し、そのエッセンスを身
につける。
アロージャズオーケストラのリズム・セクションの
一員として参加した経験もある。オールマイティの
演奏、美しいメロディラインのソロ、流麗なコード
ワークは他の追随を許さないものがある。現在、
関西を中心に大活躍。数々の来日ミュージシャン
のデイブ・リーブマン、アル・フオスター、パット・メ
セニー等が「TERAI」を聞いたり一緒にプレイして絶賛するのは、余りにも有名な逸話となってい
る。誰云うとなく、ギター界の人間国宝!!
藤井貞泰（ピアノ）　プロフィール：
京都生まれ 同志社大学入学と同時にプロとしての活動を始め、その後東京に拠点を移し沢田駿
吾クインテット、ジョージ大塚クインテットにて注目を浴びる。東京時代の数々のボーカリストと
の共演は、今も語り草となっている。1970年原信夫と＃＆♭に入団し、その中心的存在として活躍。
1974年にリハーサルオーケストラ「フライングソーサー」を結成。ジャズミュージシャン、各評論家
の間でも話題をさらい、多彩且つ前向きなサウンドは大絶賛をあびた。その間、数々のレコーディ
ングに参加、自身執筆に依るジャズ関連の書籍が多数刊行される。1975年に帰京し以降、関西中
心にライブ活動中。また、40年の歴史を持つ本格的ジャズスクール「藤ジャズスクール」を主宰し後
進の指導にも力を注いでいる。音楽活動50年を迎えた今も、類い稀とい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て多くの人びとから信頼されている。

今井晴萌（sax）　プロフィール:
滋賀県出身、21歳若手テナーサックス奏
者、今井晴萌（はるも）が新進気鋭のメン
バーと共に大津に帰ってきます！
1993年生まれ、滋賀県守山市出身。3歳で
エレクトーン、13歳でサックスを始める。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。現在東京都内のライブハ
ウスを中心に精力的に活動中。

2008年、スティールパンプレイヤー伊澤陽一が中心と
なって結成。「日常に寄りそう音楽の実践」を目指し、ス
ティールパンだけのアンサンブルで活動を開始する。
2009年からスティールパンにドラムやパーカッション
を加えた編成でライブ活動を展開. 結成以来メンバー
は増殖し、大所帯のバンドに成長したが、ライブではメ
ンバーを固定せず「時」と「場所」にあわせて編成を組
み替えるフレキシブルなスタイルで活動している。2014
年、playwrightレーベルより 1st Alubum「Time For 
Pan」をリリース. 開放的でエネルギーに満ちた明るい楽曲の中に、ノスタルジックで感傷的なエッ
センスを含む独自の世界観が好評を博している。　

http://waiwaisteelband.jp/

伊澤 陽一　他

10/18（土） 17：00 おまつり広場

今井 晴萌（sax）、井上 大地（gt）、
Jon Tegnell（b）、井上 優（dr）

10/18（土） 12：00 大津市旧大津公会堂

寺井 豊（g）、藤井 貞泰 （pf） 

10/18（土） 14：00 大津市民会館（大ホール）

今西 佑介（tb）、横尾 昌二郎（tp）、當村 邦明（ts）、
加納 新吾（pf）、光岡 尚紀（b）、弦牧 潔（dr）

10/19（日） 14：00 大津市旧大津公会堂
10/19（日） 18：00 おまつり広場
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Jazzシンガー宮藤 晃妃と阪井楊子によるJazzスタンダー
ドをベースにしたDuoユニット。
Jazzボーカルでは珍しいWボーカルでスタンダードナン
バーやポップスなどを絶妙なフィーリングとハーモニー
で歌いあげる。その力強い歌声と華麗なパフォーマンス
でオーディエンスを魅了する。今年11月26日にはシアトル
でライブデビューも予定されている！！

浜田博行（tp,vo）　プロフィール：
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、日本では故井口
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、牧野竜太郎、
マヤ・ハッチ、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広がっている。

宮藤 晃妃（v）、阪井 楊子（v）、石田 ヒロキ（pf）、
衛藤 修治（b）、三夜 陽一郎（dr）

浜田 博行（tp,vo）、浅井 良将（as）、小川 容司（pf）、大澤 善樹（b）、小松 尚人（dr）

ベーシスト刀祢直和リーダーに2006年12月結成。JAZZシー
ンだけでなくCLUBやROCKシーンにも活動を広げ、3枚の
CDをリリース。
楽曲はTVCM、ラジオ、USEN、劇団公演、DVD、等に採用さ
れ、数々のジャズフェスや音楽イベント、クラブイベント等
でのゲストとして出演や関東～沖縄までの数々ツアーを成
功させる。
Jive/Swing/Blues/Jump blues/New Orieans/な ど の ク
ラッシックジャズを根底に持ちながらモダンやフリージャ
ズ、そして、メンバーの音楽性、人間性が混ざり合い、時には狂気に、時には静寂に、
時には可愛らしく、ハッピーでリズミカルに自由に展開して行くステージ全体を通し
て完成される１つの物語。ウッドベースによるスラッピング奏法も必聴！

刀祢 直和（b）、影山 朋子（vib）、水上 洋（dr）、藤川 幸恵（pf）、
鳥垣 優羽（dr/perc）、鈴木 孝紀（cl）

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年中山正治ジャズ大賞受賞。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。ベル・ミュージック・プレスよりビッグバンド楽譜出版
用参考音源CD「Japanese Sounds in Big Band」「PLAY DISNEY!」も好評リリース中。

http://www.eonet.ne.jp/̃global-jazz-orch

vo:東 かおる、小柳 淳子 
sa:横山 未希、足立 藍子、大竹 亜矢子、古山 晶子、益山 あい
tp:岩田 英司、岩本 敦、内藤 咲重、野々村 明 
tb:David Boyle、太田 健介、白石 栄利、堤 友香
pf:藤川 幸恵 ／ g:Jesse Forest ／ b:手島 甫 ／ dr:市橋 隆

ゲスト紹介

10/18（土） 12：00 大津市民会館（大ホール）

「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出され
る独自のハッピーサウンド、奇想天外なアレンジを持ってライブハウス、野外フェス、
カフェなど縦横無尽に活動中。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！！
関西生まれSwing育ち、三者三様の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'！！

高田 亮介（g）、井高 寛朗（pf）、
斎藤 一郎（b）

10/19（日） 13：00
　　　　　スカイプラザ浜大津 響
10/19（日） 15：00 ビアンカ

10/19（日） 13：00 大津市旧大津公会堂
10/19（日） 15：00 おまつり広場

10/18（土） 15：00 大津市民会館（大ホール）
10/18（土） 18：00 おまつり広場

10/19（日） 17：00 おまつり広場

浜田 博行 クインテット フィーチュアリング 浅井 良将

The Global Jazz Orchestra with Vocal

Gee-Baby

TONE QUARTET＋２

Clap Stomp Swingin'
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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-sideHill”をリリースし、いず
れも好評を博す。そしてサードアルバムを2014年11月にリリース予定。
ふたりバーミリオン プロフィール：
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盟友で熱血肌サックス栗
田洋輔と大器肌ピアノ朱恵仁のデコボココンビによるオリジナルチューンやジャズスタン
ダードを織り交ぜての笑いあり涙ありの一騎打ち。果たして決着の行方は…。

2012年にドラマー橋本現輝の呼びかけにより、"ブリリア
ント・ジャズ・マシーン”を結成。クインテットが放つ音律
は、ジャズを基底にしながらも、ヒップホップ～ブレイクビーツといった新興音楽
をフィルターにして得られる解釈から、レゲエやラテンといったルーツ／クラシカ
ルなマナーも含む、音楽の新たな地平を感じさせる。2014年7月、デビューアルバ
ム「ブリリアント・ジャズ・マシーン」をリリース。  http://genkidrums.jimdo.com
橋本現輝（dr） プロフィール：
1987年生まれ。兵庫県出身。6歳でドラムセットを叩き始める。10代にはバンドに
参画し、ロックやファンク、R&Bなど多彩なジャンルをプレイ。20代の頃にジャズ
と出会ったあとは、その深遠な世界に魅せられ、芳香を放つプレイに没頭する。
現在はオールラウンド・プレイヤーとして、国内外の多くのミュージシャンと共演
している。音楽性も地域も幅広く活躍中。

朱 恵仁（pf）、栗田 洋輔（sax）、湯田 大道（gt）、
長谷川 晃（b）、松田 広士（dr）

橋本 現輝（dr）、安藤 康平 （sax）、
渡辺ショータ （key）、藪下 学 （g）、宮野 友巴 （b）

ゲスト紹介

10/18（土） 14：00 JR大津駅前広場
　　　　　　　　【ふたりバーミリオン】
10/18（土） 16：00 大津市民会館（大ホール）

ボーカル木原鮎子、ピアノ大野綾子によるJAZZ DUOユニット
普段はそれぞれジャズミュージシャンとして活動している２人が、音織ではジャズ
を土台にしたオリジナル曲や大切にしたい曲をジャンル問わず演奏しています。
今回はゲストにアルトサックスの浅井良将氏を迎え、普段とは一味違った音織を
お届けします。

木原 鮎子（vo）、大野 綾子（pf）、浅井 良将（as）

10/19（日） 16：00 琵琶湖ホテル　バー桃山

Jazzボーカル 宮藤 晃妃　プロフィール：
2013年5月「第14回神戸新開地ジャズヴォーカル
クイーンコンテスト」グランプリを獲得。14代目
ジャズクイーンとして2013年9月シアトルの名門
ジャズクラブ「Jazz Alley」にて現地Player達との
単独ライブを大成功させる。
今年2014年11月にシアトルのJazz Club 「Tula's」
でGee-Babyとしてライブデビューが予定されて
いる。
☆2014年6月 宮藤 晃妃ファーストアルバム
「That's Life」をリリース。
関西を代表するメンバーでの編成で、ＣＤには 
関西の重鎮、古谷 充（Asax）をゲストメンバーに
むかえ、ピアニスト笹井真紀子の個性が光るアレンジでスタンダードナンバーを歌う宮藤 
晃妃、待望のファーストアルバム！
今回はこのレコーディングメンバーでの出演です！

宮藤 晃妃（vo）、篠崎 雅史（ts）、笹井 真紀子（pf）、平川 雅子（b）、齋藤 洋平（dr）

10/19（日） 13：00 ビアンカ
10/19（日） 16：00 スカイプラザ浜大津 響

10/18（土） 13：00 大津市民会館（大ホール）
10/18（土） 15：00 大津市旧大津公会堂

山本 昌（as）、竹内 正史（pf）、泉 正浩（b）

10/19（日） 12：00 琵琶湖ホテル　バー桃山
10/19（日） 15：00 大津市旧大津公会堂

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MCにおいて、苦戦を強いられるも大成功と
言える成功を収める。
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、2012年には産経新聞の
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。ジャズ本来の瞬間の芸術とジャ
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/

BRILLIANT JAZZ MACHINE

Moment Jazz Trio

Vermilion Field

宮藤 晃妃カルテット

音織 guest 浅井良将

‒8‒ ‒9‒

医療法人社団　新緑会

０７７－５２２－２１５３
〒520-0043 大津市中央一丁目６－１８
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昨年好評だった『OJFスタンプラリー』を、今年も行います。
スタンプラリーにエントリーするために、まずは各演奏会場で
パンフレットと一緒に配布する『OJFスタンプラリーシート』を
ゲットしてね！！（どんな景品が貰えるかはお楽しみ）
（スタンプラリーシートは数に限りがありますので、予めご了承ください）

OJFスタンプラリー

まずはシートを
手に入れよう！！

あ　JR大津駅前広場
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う　真常寺
え　慶善寺
お　大津聖マリア教会
か　パーンの笛
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け　西友前

こ　baar musica tio
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す　京阪浜大津駅前
せ　どない屋
そ　スカイプラザ浜大津 スタジオ１
た　スカイプラザ浜大津 スタジオ２
つ　大津市旧大津公会堂
ね　大津市民会館　大ホール
の　おまつり広場

会場リスト
一般会場

コラボ・企画会場
A　レインボーミュージックスクール
B　ギャルリーオー
C　ブロッコリー
D　洋酒喫茶 45
E　大津百町館
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●10月18日㈯ 会場

JR 大津駅前

12:00~ その他

●グッズ販売

　荒天中止
（小雨決行）

そば處 やま喜

12:00~ Blues

ルーシー（vo）　西堀 ゆきお（g）
大阪、京都で活動する男女デュオです。オリジナルも演奏していますが、こ
こではブルーズを演奏します。

ハーヒム12:00~ Blues

小林 三郎（vo）　 溝畑 龍緒（g/chor）　高橋 敦（b/chor）　 雨森 雅志（perc）
今最もチケットのとりやすいバンドとして巷で話題沸騰のビジュアル系お
やじバンド、それがChassowだ。昭和歌謡にブルースと鮒寿司のフレー
バーをミックスした魅惑のステージをお届けします。

Chassow

13:00 ~ Pops

Key（vo）　yurugi（g）　junko（key）
滋賀、京都中心に活動するvo.gt.keyの3人組アコースティックユニット。オ
リジナルから洋楽のカバーまで幅広くお届けします。

アルデンテ13:00~ Pops

Meg（vo） 　鈴木 智貴（g）
ハスキーで深みのある声をもつ、Vo:Meg と情熱的でテクニカルなGt:鈴木
智貴によるアコースティックデュオ。大阪パフォーマーライセンス最優秀賞
受賞。大阪 帝塚山音楽祭／神戸 新開地音楽祭にてメインステージ選出。

Mercy boQue

14:00~ Jazz

岡田 全史（ts）　花園 正也（g）　笠原 由美（b）
大津ジャズフェスティバル、初登場です。激シブジャズをお届けします♪

BB フラフラ14:00~ Jazz

朱 恵仁（pf）　栗田 洋輔（sax）
ふたりバーミリオン

15:00~ Jazz

室本 雅代（vo）　西川 舞（pf）　守安 志織（b）
別々に活動していた三人がセッションやバンド活動の中で出会い、ドラム
レスでのjazzに興味を持った事から結成しました。爽やかなスウィングを
奏でます！

citron swing
15:00 ~ Fusion

キューブ（syn）
坂本龍一トリビュートアルバム参加など、J-WAVE RADIOSAKAMOTO（坂
本龍一ナビゲート）のオーディション門下生。コンピュータを楽器として使
いつつ、シンセサイザーによる独自の楽曲をライブで披露。

Cube（K5）

16:00 ~ Pops

菅井 宏美（vo/pf）　金山 典世（perc/cho）
Pf/Vo＆カホンのデュオユニットです。大津の皆さんにツヅリの音楽を聴
いて欲しくて、東京から来ました。

ツヅリ・ヅクリ
16:00~ Jazz

北野 真由子（sop） 　河合 まりこ（alt） 　高城 浩太郎（ten） 　
江戸家 源八（bar）　 西澤 アッキー（bas）
2001年結成の混声（女声2男声3）のアカペラバンド。レパートリーはジャ
ズを中心にポップス、讃美歌、クラシックまで。大阪京橋のライブハウスを
中心に関西一円にて活動中。Jazzyなアレンジと大人のハーモニーをお楽
しみください。【公式サイト】http://apres.xxxxxxxx.jp/

アプレミディ

あ い

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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真常寺

え
慶善寺

12:00~ Jazz

あず（vo）　岡田 全史（ts）　花園 正也（g）　神田 裕司（perc）　笠原 由美（b）
昨年に引き続き、2回目の出演です。メンバー全員、張り切ってます。どうぞ
よろしくお願いします♪

B♭ エアリーズ12:00~ Jazz

峰尾 秀之（vo/g）　のん（sax）　あだち とおる（key）　西村 修（b）　青堀 毅（dr）
男性voでジャズやボサノバのスタンダードをお届けします。しっとりした大
人の世界をおたのしみください。

blue mocha

13:00~ Jazz

Great Matsunaga（fl/pf）　Hiro（tb/pf）　Haman（dr）　Mizumoto（b）
フルートとトロンボーンをフィーチャーし躍動感ある癒しを提供します。大
人な音を目指しながらも遊び心を忘れない様に演奏します。ぜひ立ち寄っ
てみて下さい。お子様から年配の方まで歓迎です！！

たまにわ13:00~ Blues

澤田 ユカ（vo）　千田 佳典（g/vo）　荒木 律也（g）　中務 英明（b）　山中 秀祐（dr）　茨木 信也（ts）
京都で活動しているblues・jazz・popsごちゃまぜバンド。ジャズフェスは初
エントリーなので気合で盛り上げていこう思っています。

Nobody Blue

14:00~ Pops

御影 真秀（vo/g）　ナカZ（dr）　HIROMI（b）　MORI（key）　Kuro（g）
わかさ生活CMソングやオリックスバファローズStrawBsのプロデュース、
女子プロ野球のテーマソングを始め多数のCMソングを手がけ、広告
MUSIC界の第一人者で「浪速のバッハ」の異名をとる御影真秀を中心に
活動する御影真秀withラズライクエア様々なイベントや出演やライブ活
動を行っている。

御影真秀withラズライクエア
14:00~ Pops

半谷 譲（vo）　森田 MIYUKI（vo） 　坂田 寿士（pf）　
森田 達也（b）　柳井 崇（dr）　木曽 みのる（g）　高木 賢二（per）
今年もいい歌を全力で。70年代～ 80年代のAORやスタンダードを心をこめ
て。円熟のバックミュージシャンとのコラボレーションをお楽しみください。

koi-sounds special

15:00~ Jazz

美和（sax）　麻田 寛人（g）　谷尾 芝保（pf）　杜若 伸紀（dr）　高木 直（b）
2011年に結成したバンドです。今年から新メンバーも加わり、地元大津市
在住3名、大阪、兵庫各1名の5名でスタンダードジャズを中心に演奏して
います。大津ジャズ出場は3回目になります！気軽に聴きにきてください。よ
ろしくお願いします！

あづにゃんくいんてっと

15:00~ Jazz

エルヴィス佐々木（tb）　カルロス岸本（tb）　ジェネラル守岡（tb） 
ライオネル阪東（tb）　サマンサ北野（tb）　ペネロープ豊田（tb）
レイチェル永田（tb）　チャールストン吉田（tb）　グーフィー廣瀬（tb）
デーモン徳井（dr）
結成8年目。いつのまにかトロンボーンだけでけったいなメンバーがこん
なに集まっちゃいました。トロンボーンだけで、どこまで出来るのか!?　
Jazzやら何やらいろいろ演奏いたします。聴いて楽しい!! 見て面白い??

the Strange Brass

16:00~ Jazz

保原 むつみ（vo）　北脇 久士（g）
主に京都le Club Jazzを拠点に活動しているボーカル＆アコースティック
ギターのduoです。ジャズとボサノバを半々くらいで演奏します。

保原むつみ＆北脇久士duo
16:00~ Jazz

佐々木 高浩（vo/as）　Serge Maumary（cl）　ゆきちゃん（key） 
上南 滋（vo,mandolin,Bass）　若岡 仁志（vo,vl,g）　平尾 英幸（Vo,bjo,g）
ジャズのスタンダード、フォーク、懐メロ？できるだけ多くの方が知っている曲を、
僕達なりのスタイルで演奏したいなと思います。だって、楽器編成も妙でしょ！

ザ・ブラスグラス

10
月
18
日
㈯
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大津聖マリア教会

12:00~ その他

か
パーンの笛

12:00~ Jazz

くまちゃん（g）　ぶん（vo）
京都滋賀で活躍してるユニットです。

くまぶん12:00~ Pops

田口 菜穂美（vo/uk）　伏見のジョン（vo/g/hca）　武藤 ケンイチ（vo/g/vl）
絶妙のハーモニーを奏でるトリオ。メンバー田口菜穂美、伏見のジョン、武
藤ケンイチによって2002年に結成。幅広いジャンルを独自のスタイルで
表現し、心温まるステージで関西を中心に活動中。

むじか・とれぇす

13:00~ Jazz

百合子（vo）　北脇 久士（g）
優しい歌声とガットギターの柔らかな音色で、ジャズを根底にしながらも
ジャンルを問わず心に響く音楽をお届けします。澄んだアコースティックな
サウンドをお楽しみ下さい。主に京都を中心に、関西で活動中。

cumomo13:00~ Bossa

あべ ゆみ（vo）　清水 丈二（g）　若林 正基（pf）　ポッキー（perc）
優しくて、温かくて、どこか懐かしい。街の景色に溶け込む、ボサノヴァを演
奏します。

Bossa Por Do Sol

14:00~ Jazz

本郷 景子（vo/pf）　松本 真由美（g）　安河内 大介（vo/b）
大津ジャズフェスティバルにはメンバーそれぞれ第一回目から参加してい
ます♪明るく・楽しく・愉快にお届けします！

けいほ・まゆどん・めだかさん
14:00~ Folk

山口 朝弘（vo/g）　岡田 至弘（vo/g）　吉岡 睦（vo/hca）
学生時代のメンバーが、定年を機に再度結集した平均年齢68歳の爺さん
バンドです。FolkやCountry Songをこよなく愛するグループで、毎週の練
習で、昨年の演奏実績は施設20回、イベント6回でした。You Tubeで「The 
Blue Thunder Boys」を検索いただければ6曲ほど聴けます。

The blue Thunder Boys

15:00~ Blues

岩岡 眞弘（vo/g）　安河内 大介（vo/b）
“酋長”岩岡眞弘、“めだか”安河内大介の2人でトラディショナルジャズを演
奏するユニット。きっとあなたも歌いたくなることでしょう。

岩岡眞弘（vo）、安河内大介（vo）
15:00~ Latin

 Mithyl Nakamura （bnd）　Dai Izumi （g）
バンドネオンとクラシックギターによる生音で、ラテンを中心とした世界の
音楽を奏でます。

Bandoneon Trip

16:00~ Jazz

くまちゃん（g）　たにやん（vo）
京都滋賀で活躍してるユニットです。

たにやんくまちゃん

16:00~ Gospel

はーる（sop）　ようこ（sop）　あさみ（sop）　はるえ（sop）　ゆい（alt）　
りさえ（alt）　やぶちゃん（alt）　ちづる（alt）　しょっち（ten）
大阪を中心にゴスペルイベントやライブ活動をしています。昨年の大津
ジャズフェスティバル（大津教会）にも出演させていただきました。自慢は
ノリがイイこと！仲が良いこと！！自分たちの個性や特性をうまく生かしつ
つ、大好きな曲をお客様に楽しんで聞いていただけるよう日々バージョン
アップ中！！

LLC
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平井酒造

く
大津祭曳山展示館前

12:00~ Jazz

水谷 清和（dr）　鈴木 康介（g）　中司 美幸（p）　
富樫 憲太郎（b）
レインボーミュージックスクールの講師を中心としたバンドです。スタン
ダードジャズやヨーロッパ系のジャズを中心にお届けする予定です。

レインボーミュージックバンド12:00~ Jazz

森下 ナナ（vo）　福谷 さちこ（pf）
2011年結成の女性jazz duo。京都・滋賀を拠点にライブハウスやイベント
にて活動し、昨年大津ジャズフェスティバルに初参加。スタンダードジャズ
からPops、R&Bなど、パワフルで楽しく心地よくほろ酔いな音楽をお届けし
ます♪

なな＆さちこ

13:00~ Jazz

榊 仁一（tp）　西川 舞（pf）　河貝 亮（b）　山田 直樹（dr）
約1年ぶりのメンバー 4人でjazzのスタンダードを中心に優しく、力強く演
奏します！

榊仁一ジャズバンド13:00~ Pops

サヤコ（vo）　マキヒロ（g）
名古屋を中心に活動しているボーカル&ギター Duoの谷マキです。
Jazz,Popsを中心に幅広いジャンルの中から選び抜いた楽曲を奏でます。
どなたでも楽しめること請け合いです。是非見に来てください！

谷マキ

14:00~ Jazz

中村 要（ts）　茂野 徹（as）　宮本 恒夫（g）　
谷口 尚司（b）　SHOGO（dr）
同じ会社で働いていた仲間が集まり、スタンダード・ジャズなどの演奏を楽
しんでいる「おやじバンド」です。

ORB14:00~ Bossa

ナガタ アキコ（vo）　北山 理恵（g）　壱岐 均（b）
ギターと歌とベースで、マイペースにブラジリア～ンやってます。

エストレーラス

15:00~ Jazz

北脇 久士（g）　亜季（vo）　阪口 直人（tp）
京都のギター＆ボ－カル＆トランペットのトリオです。新進気鋭のギターリ
スト、北脇氏の演奏を軸に、いかしたジャズ演奏を目指しています。

『sylphid』with 阪口直人

15:00~ Jazz

若松 美恵子（vo）　久保田 雄大（g）　ミツイカズヨシ（sax）
JazzやBossa novaのスタンダードをやわらかな心地よいサウンドでお届け
します。

Mien-Trio

16:00~ Latin

森田 幸（vo）　森田 達也（b）　半谷 譲（vo）　柳井 崇（dr）　
高木 賢二（per）　羽根 正巳（g）　斉藤 啓志（pf）
ジャズスタンダードからみんなの知ってるAORまでききやすいボーカルも
のをキャリア35年の円熟のバックとともに。楽しんでいただけれは幸です。

幸バンド

16:00~ Gospel

松原 あおい（tp）　佐藤 大輔（cl/ss）　岩岡 眞弘（g）　安河内 大介（b）　杉 美奈子（vo）
“酋長”（リーダー）岩岡眞弘の呼びかけで2013年4月に結成した、トラディショナル
ジャズを演奏するユニット。 古き良きアメリカンミュージックを愛でつつ、既成の
枠にとらわれずに、その場で生まれるプレイヤー同士の「会話」を楽しむ、がモッ
トー。 時にメンバー編成も、休んだりエキストラを加えたりなど、変幻自在・丁々発
止のプレイを繰り広げる。 活動初期には、ディラン“スティックス”ヒックスがウォッ
シュボードを担当（現在は参加休止中）結成当初から関西各地で、ストリート演奏、
ライブハウスやカフェ、レストランなどで活躍している。2013年9月 和泉の国ジャ
ズストリート2014年1月 アメリカンルーツミュージックナイト2014年4月 横浜
ジャグバンドフェスティバル2014年5月 高槻ジャズストリート に出演。

Street No Chaser

雨天中止
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西友前

こ
baar musica tio

12:00~ Funk
松原 優子（vo）　花崎 優文（g/chor）　宮原 亜希（key）　
津曲 七奈（dr/perc/key/chor）　側垣・チリチリ・智（dr/perc/key/chor）　
北村 優佳（b/chor）
ノリノリな曲からそうでない曲まで、楽しくお届けします！真昼間から、音楽
とお酒！　最高～♪　（もちろんソフトドリンク可！）

NoriNori NaNa12:00~ Jazz

池田 保子（vo）　土肥 晃一朗（sax）　加味 律子（pf）　
坂井 淳泰（b）　西木 敏行（dr）
大阪池田を拠点に活動している社会人バンドです。結成5年、メンバーで切磋
琢磨してJazzを楽しんでいます。大津JazzFestivalは2010年から参加させて
頂いて、バンド恒例行事になっています。どうか、今回もよろしくお願いします。

おかみさんバンド

13:00~ Jazz

上嶋 貴子（pf）　秋山 敏治（b）　川那辺 俊彦（g）　加藤 芳顕（dr）　安田 一代（vo）
中川修一（ピアノ）、秋山敏治（ベース）、SAYURI（ヴォーカル）を中心に2005年
秋に結成したジャズヴォーカルバンド。京都・大阪を中心に活動中。2006年5月
バナナホール存続支援ライブ「mix banana 1」、2007年「mix banana 2」、2006
年11月のベロニカライブ「仮面の夜会」などをはじめ、京都大原の香雲ミニコン
サートに2006年より毎年出演、大津ジャズフェスには第1回より連続参加。

JUST FRIENDS13:00~ Jazz

鈴木 智（as）　川道 亮治（pf）　
奥田 真衣子（b）　宮崎 はるか（ds）

さとしカルテット

14:00~ Jazz

ZAZOU（g）　浅嶌 周造（pf）　小林 道治（b）　戸田代 武（dr）
滋賀2人と京都2人のメンバーが集まって結成したコンボで、大津ジャズフェ
スには、第1回以来の2回目の出演となります。全員がインプロヴァイスしなが
ら作り上げていく、このメンバーならではのジャズをお楽しみいただきたいと
思います。グループ名は、中高年の敵（脂肪・糖分・塩分・プリン体）と闘う余分
四兄弟という意味から、EB-4（EXTRA BROTHERS QUARTET）になりました。

EB-4

14:00~ Pops

Teddy Kazu （g/vo）　チカちゃん（b/vo）　浩ちゃん（fl/sax）　
洋ちゃん（g/vo）　誠四郎（vo）　孝之祐（dr）
平均年齢65歳で還暦をとうに過ぎた「感激ミュージシャン」です。女性ベー
シストにご注目…誰でも知っているポピュラーソングで観客（特に団塊世
代）の皆さんと愉しい時間を過ごせたら最高です…

That ON

15:00~ Jazz

澤田 ユカ（vo）　原 祐子（pf）　中石 博之（tb）　
伊藤 輝雄（b）　山中 秀祐（dr）
ボーカルとトロンボーンがフロントのクインテットです。各地のジャズフェ
スやライブハウス・レストランで演奏しています。

ユカ☆&Friends

15:00~ Latin

大本 良明（dr&per）　佐田 美絵（vo）　田中 悟（b）　
小林 さえ子（p）　上山 由郎（sax）
メンバー全員奈良県に住んでいます。ジャズのスタンダードやポップスを
ラテンアレンジでやっています。どうかくつろいで聞いて頂ければ嬉しいで
す。よろしくお願いします。

swing con clave

16:00~ Fusion

西尾 明（g）　陶 博一（b）　側垣 智（dr）
一昔前に流行ったフュージョンをGtでガッツリやります！

そばやんトリオ
16:00~ Pops

Kyoko（vo）　水谷 郁（g）　中瀬 浩明（b）　Tasuku（as）　Kaz（dr）
First Circleを母体として、ボーカル曲を演奏する目的で、2012年に再編成し
たバンドです。JAZZからPOPS、昭和歌謡まで幅広く取り組んでおります。大津
ジャズフェスは今年で3度目の出演になります。よろしくお願いいたします。

セカンドサークル

10
月
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日
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酒・酎・音　はやし

す
京阪浜大津駅前

12:00~ その他

サニー（vo）　サトル（g）　マサ（b）　マスミ（key）　コウ（dr）
オールディーズバンド サニーライオン☆です。心の弾むような楽しい音を
奏でます。皆さん、一緒に楽しみましょう^O^レッツ ハヴ ファン トゥギャ
ザー♪  Yeah^ ^☆

サニーライオン☆12:00~ Jazz

川村 一郎（b）　野本 千春（g）　足立 琢也（g）
2013年から活動しているトリオです。スタンダードなジャズやボサノヴァを
中心に演奏しています。

Koto Trio

13:00~ Fusion
大津高等学校軽音楽同好会/大津清陵高等学校通信部軽音楽部　　
ゲスト：濱崎 真也（g）　大辻 彩（dr）　村田 良（b）
ryo Presents 高校軽音大津ジャズフェス初回から「高校生にジャズを！！」の
取り組みも今年で6年目を迎えます。次世代の音楽シーンを担う現役高校軽
音楽部の部員達がクールな演奏を今年も聞かせてくれます。乞うご期待！！

大津軽音＆大津清陵軽音合同ユニット13:00~ Jazz
マリーン（vo）　keiko（pf）　ヨンあらかわ（g）　
OgawaH（b）　coca（perc）
聴いて楽しむだけでなく、奏して楽しむ私たち！年来の絆と友情で結ばれ
た仲間が紡ぐスタンダードJAZZ！そして応援してくださる皆さんあっての
私たち！しばしご一緒にお楽しみいただければなによりです！

井戸端JAZZ倶楽部

14:00~ その他
きたがわ よしみ（vo,g）　わたなべ まさよ（vo）　
いまにし てつ（vo,key）　いちむら きんや（b）　さむら すすむ（dr）
結成22年。アコースティック・ロック・ブルースバンドとして唄を大切にした
オリジナル曲を発表してきました。最近は、国内外の名曲をカバーして唄う
ことが多くなりました。

TT．BAND14:00~ Pops

Ayako（vo）　中野 智文（b）　伊藤 卓（g）
「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
コースティックギター、コントラバスのトリオ…色とりどりのカバー曲達をゆ
るやかにお届けします。

さわら

15:00~ Fusion
川上 弦太（as）　中尾 太一（g）　浅野 晶（key）　
津田 藤宏（b）　阪井 ちょく（dr）
今や絶滅危惧種のJ-FUSION、なかでもF1グランプリのテーマでお馴染み
のT-SQUAREの曲を中心に演奏しています。凄腕プレイヤーによるグルー
ブ感あふれる演奏をぜひお聞きください。

川上弦太T-SQUAREバンド15:00~ Jazz

奥平 ともあき（g）　小島 季代子（pf）　Eriko（perc）
昨年までは奥平と小島のデュオで参加していました。今年からは、パーカッ
ションにErikoを加え、楽しいサウンドをお届けします。ジャズのスタンダー
ドと私たちのオリジナル曲を聴きにいらしてください！

奥平ともあき×小島季代子×Eriko

16:00~ Funk

今井チカラ（g/pf/vo）　きんちゃん（as）　tamio（b）　
SLAB浅野（dr）
今井チカラの音楽活動の総称が”chicken souL”　ROCK/SOUL/JAZZなど
の音を織り交ぜ独自のFUNKを探求。

chicken souL16:00~ Jazz

大川（vo）　臼井（vo）　いまけん（b）　
ミスター（pf）　ミスター2（vo/g）
ジャズを歌いたいメンバーと、それをサポートする温かいプレイヤーが慌
しく喜怒哀楽を繰り返しつつ歌います。

ジャズを歌う。

10
月
18
日
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●10月18日㈯ 会場

どない屋

そ
スカイプラザ浜大津 スタジオ1

12:00~ Gospel

（alt ）リーダー・きたっち・ABちゃん・もっち・けいこ
（mezzo ）たみちゃん・くろみみうさぎちゃん
（兼key ）・よっしー・りえちゃん
（sop ）ONちゃん・さちぁふる・やっちょこ・あんみちゃん
GOSPELを中心に洋楽、邦楽、様々な音楽をアンティーズらしい音楽に…
私たちの「歌うのって楽しい！」で、見てくれる人・聞いてくれる人が楽しく幸
せなキモチになってもらえる事を願い歌います。

アンティーズ15:00~ Rock

マミ（vo/g）　サチコ（b）　いとう（dr）
大津ジャズに出演するために結成したバンドです！精一杯がんばります！

モットチャンチー

13:00~ Bigband

岡田 尚子（as）　梅本 佳余（as）　大橋 加奈子（ts）　
大村 翔太（ts）　柴田 洋輔（bs）宮武 希衣（tb）　西川 敦子（tb）　
堤 友香（btb）　市川 美和（tp）　古橋 和樹（tp）　
草薙 宗継（tp）　岩橋 美穂（tp）　佐藤 由季（dr）　
中山 健太郎（b）　小林 沙桜里（pf）　笹川 豊彦（g）
「自分たちが楽しくなければ、お客さんだって楽しくない！」と信じ込み、演
奏もMCも飲み会も元気すぎるウキウキパーティーバンド。お越し頂いた、
全ての方々に笑顔で帰って頂けるようなライブを目指します！！

Sound JACK Orchestra

16:00 ~ Pops

Satsuki（vo）　Haluca（chor）　Mami（key）　
内藤ケイタ（g）　高木タカヲ（b）　大西リョウタ（dr）
めくるめく　みらくる　めるくるワールドへようこそ！

めるくる

14:00~ Bigband

ぼんぼ（ts）　ぞのさん（ts）　おでん（as）　もえんぬ（bs）　
いまむら（tb）　こーしょー（tb）　ダンサー（tb）　もも（tb）　
いぐち（tp）　あおい（tp）　てぃふぁ（tp）　こじこじ（tp）　
みわ（tp）　そうたろう（g）　ノム（dr）　なべ（b）　
らーめんまん（pf）

Σ spirits jazz society 2014

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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●10月18日㈯ 会場

た
スカイプラザ浜大津 スタジオ2

12:00~ Funk

ぱな（vo/chor）　モカ（chor/vo）　タケ（chor/vo）　ヒロ（sax/fl）　
キーヨ（g）　マーリン（key）　ハル（dr）　チャカイ（b）
現中心メンバーでの結成、2005年6月。平均年齢40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！

Acid Funk

15:00~ Bigband

坂田 雅枝（as/ss）　子安 俊行（as）　秦 ゆり（ts）　
吉仲 正記（ts）　高居 裕香（bs）　藤田 尚孝（tp）　
横尾 昌二郎（tp）　原田 拓子（tp）　海野 哲朗（tp）　
三谷 如也（tp）　石川 洋輔（tb）　白石 栄利（tb）　
小栗 直美（tb）　松田 耕（tb）　田中 雄紀（pf）　砂川 雅城（b）　
原 由希子（g）　伊東 佑（dr/perc）　笹山 大輔（dr/perc）
2005年に結成された関西を中心に活動するビッグバンド。サドジョーンズ
&メルルイスオーケストラやパットメセニーなど、モダン&コンテンポラ
リーなナンバーを多く演奏する。今年は1月に東京からテナー &フルート
奏者の浜崎航をゲストに迎えライブを行い、大成功を収める。

GBジャズ楽団

13:00~ Jazz

尾崎 中哉（vo/g）　浜 栄人（fm）　坂庭 寛悟（cl）　田村 豊（wb）
結成9年。スタンダードジャズをオリジナル日本語で演奏します。編成は、ア
コースティック・ギター、フラット・マンドリン、クラリネット、ウッド・ベース、
時にはスネアも。

蛭子山ホームズ

16:00~ Bigband

あみ（tp）　ボブ（tp）　みく（tp）　バウ（tp）　相澤氏（tp）　
ヤマアユ（tb）　りほ（tb）　まさお（tb）　トム（tb）　赤澤（as）　
まりまり（as）　さなこりん（ts）　くむら（ts）　ちょか（bs）　
一星（g）　光永（b）　モーちゃん（b）　りこ（pf）　ちづる（dr）
私たちは、龍谷大学ジャズ研究会に所属するビッグバンドです。主にコンテ
ンポラリーというジャンルを演奏しています。大津ジャズフェスには、毎年
出演させていただいております。みなさんの知っているジャズとは少し雰
囲気の違った演奏をお楽しみください！

Jazz Bird Orchestra

14:00~ Rock

廣野 慎也（g）　垣内 一宏（pf）　吉村 英介（b）　橋津 由宇然（dr）
京都、龍谷大学ジャズ研究会出身。構成要素はジャズ10％・ロック60％・
男前30％である。We are Hirono's Posonicbloom !!!!

HIRONO'S POSONICBLOOM

15:00~ Rock

ユカ（vo/key）　アイコ（vo/b）　あぐり（vo/dr）
想いを鍵盤にのせ一体感を生み出す、Key・Bass・Drの女トリオバンド。全
員がメインボーカルをとるスタイルは必見。

CLOVER

16:00~ Rock
みぞ（b/chor）　ヤンマー（dr/perc）　なおちゃん（g/chor）　
のもやん（vo/g）
70年代、80年代、ハードロックの珠玉の名曲ばかりを演る、個性派ロックバン
ド。昨年は時間切れですべてを出し切れなかったが、今年こそは、と昨年より
もパワーアップしたステージをお楽しみください！I get off!!! （揚げ豆腐!!!）

揚げ豆腐 west
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●10月18日㈯ 会場

大津市旧大津公会堂

ね
大津市民会館（大ホール）

12:00~ Jazz

宮藤 晃妃（vo）　阪井 楊子（vo）　石田 ヒロキ（pf）　
衛藤 修治（b）　三夜 陽一郎（dr）

Gee-Baby12:00~ Jazz

今井 晴萌（sax）　井上 大地（gt）　Jon Tegnell（b）　
井上 優（dr）

今井晴萌グループ

13:00~ Jazz

橋本 現輝（dr）　安藤 康平（sax）　渡辺ショータ（key）　
藪下 学（g）　宮野 友巴（b）

BRILLIANT JAZZ MACHINE13:00~ Jazz

新保 雅浩（bs/as）　佐々木 諒（tp/flg）　安田 直弘（pf）　
牧 慧（b）　中村 圭佑（dr）
京都で“いかにカッコ良く楽しくアホなことをするか”をモットーにするこの
バンドが２年ぶりに大津ジャズフェスティバルに帰って来ました！が、はた
して今回の演奏はどうなる⁈

IMADEGAWA JAM CLUB

14:00~ Jazz

寺井 豊（g）　藤井 貞泰 （pf）
寺井豊、藤井貞泰DUO

14:00~ Jazz

上村 美智子（pf）　大西 智之（b）　和田 雅紀（dr）
クラブジャズやオリジナルを演奏します。

ミヤビトリオ

15:00~ Jazz

刀祢 直和（b）　影山 朋子（vib）　水上 洋（dr）　
藤川 幸恵（pf）　鳥垣 優羽（dr/perc）　鈴木 孝紀（cl）

TONE QUARTET＋215:00~ Jazz

橋本 現輝（dr）　安藤 康平（sax）　渡辺ショータ（key）　
藪下 学（g）　宮野 友巴（b）

BRILLIANT JAZZ MACHINE

16:00~ Jazz

朱 恵仁（pf）　栗田 洋輔（sax）　湯田 大道（gt）　
長谷川 晃（b）　松田 広士（dr）

Vermilion Field
16:00~ Jazz

畠山 ゆき（p）　小林 道治（b）　棟 允嗣（ds）
畠山ゆき（pf）、小林道治（b）、棟允嗣（ds）の三人によるJAZZピアノトリオで
す。今年、京都在住の映像作家による短編映像作品「MONK'S　CIRCLE　
INSTITUTE」の為に書き下ろした、セロニアスモンクをフィーチャーしたオ
リジナル曲「please、let me go over there」をはじめ、他オリジナル等を交
えてJAZZスタンダードをお送りします。

畠山ゆきトリオ

●グッズ販売
●本　部

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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●10月18日㈯ 会場

おまつり広場

16:00~ 江州音頭

桜川伯山一門会
大津江州音頭保存会

15:00~ Bigband

寺井 淳　原田 裕介　冨永 聖子　加藤 かおり（tp）　
長尾 芳明　矢崎 尚佳　前田 大貴（tb）　樋口 直文（b.tb）　
佐野 碧（ss,as）　阿部 孝明（ss,as）　野元 裕太（ts,cl）　
福田 浩平（ts,fl）　松平 大（bs）　松岡 徹（dr,mc）　
山根 由依子（pf）　大山 秀平（gt）　柴田 大樹（b）
関東の学生ビッグバンド同級生で結成してから早8年、今年は初めて大津
ジャズに参加させていただきます。みなさまどうぞお楽しみください！

Presm Youth Jazz Orchestra

12:00~ Bigband
4年17人　5年8人　6年18人
こんにちは。中央小学校の金管バンドクラブです。今年も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。今年は、43名でがんばって
います。8月の地域の夏祭りでデビューした4年生も随分音が出るようになっ
てきました。まだまだこれからですが、どうぞよろしくお願いします。

中央小学校金管バンドクラブ

17:00~ Steelband

伊澤　陽一 他
WAIWAI STEEL BAND / ワイワイスティールバンド

12:30~ マーチングバンド
まなみ（Tp）　まぐみ（Tp）　ことみ（Tp）　よしき（Tp）　
ゆうみ（Tp）　はやと（Tp）　もね（Tp） まい（Ah）　りんな（Ah）　
れおな（Tb）　みすず（Tb）　かずは（Tb）　かおり（Eup）　
こころ（Eup）　もえこ（Tb）　さきょう（Perc）　さおり（Perc）
小学生によるマーチングバンドです。今年の10月で結成10年になりまし
た。来年5月にはびわ湖ホール中ホールにて記念演奏会を開きます。新た
な一歩を踏み出したFJB。一緒にマーチングしませんか！？メンバー大募集
中です！！いつでも見学に来てください。お待ちしています！

FJB FUJIMI Jr. Band

18:00~ Jazz

刀祢 直和（b）　影山 朋子（vib）　水上 洋（dr）　藤川 幸恵（pf）　
鳥垣 優羽（dr/perc）　鈴木 孝紀（cl）

TONE QUARTET＋2

13:00~ Bossa

伊東 奈美（pf）　浜田 真以子（vo）　日比 睛久（tb）　
三宅 一穂（b）　高野 國昭（dr）
ボサノバやジャズナンバーを主に演奏しています。

sugar wave
19:00~ Bjgband

大原 清仁（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）　中村 巧（tb）　
大釡章代（tb）　日比 晴久（tb）　木田 巧（tb）　河端 隆志（tp）　
森田 良和（tp）　羽田 和明（tp）　武井 美帆（tp）　
小池雅典（tp）　竹中 温子（tp）　堀 正和（g）　山上 香代（b）　
土井 重彰（b） 山中 好美（pf）　吉田 孝史郎（dr）　林寛子（vo）　
品川 寅蔵（vo）　野路 友哲（pa）　塩見 修（mg） 扇 牧生（web）
1965年に大津市で結成され、おかげさまで2010年には結成45周年を迎え
ました。メンバーは、バンドに入団して楽器を始めたものから、第一線で活動
するプロまで、さまざまなレベルで構成されていますが、アマチュアという言
葉に決して甘えることなく「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。

ダンディ・デュークス JAZZオーケストラ

14:00~ Bigband
宮木 健次（as）　高田 恭子（as）　犬飼 龍馬（ts）　尾坂 恵（bs）　
篠田 繁彦（tp）　廣岡 寛子（tp） 位田 真弓（tp）　前田 圭一（tp）　
日比 晴久（tb）　浜田 正宏（tb）　木村 園子（tb）　福元 俊介（tb）　
多田 直子（pf）　後 光俊（g）　熊野 宏治（b）　正木 明夫（dr）
京都市のライブハウス等で活動している社会人ビッグバンド。始まりは1975
年。グレンミラーとか、大衆路線で楽しんでました。ネスティコとかゴードン・
グッドウィンとかボブ・フローレンスとか・・・サバイバルな事してた時もありま
した。ラテンの脳天気さに狂喜乱舞してた時も。でも、何やってもグルービン
調、エエ感じでスウィングしてます。それではアナタに感動をお届けします。

Groovin' Cats Swing Orchestra

●グッズ販売
●飲食ブース
●総合案内
　荒天中止
（小雨決行）

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

コラボ企画ページをご覧ください。
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●コラボ会場

レインボーミュージックスクール

12:00~ その他

B
ギャルリーオー

10月18日㈯ 14:00～ 
Jazz

レインボーミュージックスクール生徒の皆さん＆
講師＆教室セッションホスト
レインボーミュージックスクール・ジャズコースの発表会です！
生徒の皆さんの演奏をお楽しみください♪

レインボーミュージックスクール発表会 第一部

10月18日㈯ 15:00～
Jazz

レインボーミュージックスクール生徒の皆さん＆
講師＆教室セッションホスト

レインボーミュージックスクール・ジャズコースの発表会です！
生徒の皆さんの演奏をお楽しみください♪

レインボーミュージックスクール発表会 第二部

大津という風光明媚な土地で、ジャズとクラシックの音楽
教室を始めて２年になります。
生徒さんには、滋賀県一円からレッスンに通っていただい
ており、ジャズ初心者の方がほとんどですが、どなたにも
分かりやすいレッスンを行っています。

10月18日㈯ 17:00～
Jazz

平川 勝朗（pf）　平川 雅子（b）　木曽 稔之（dr）
北脇 久士（g）　KAZZKO（vo）　辻田 恭子（vo）
町家ギャラリーで開かれる展覧会。
辻田恭子の作品世界をJazzとともに…。一夜限りのJazzBarも開店！

平川勝朗トリオ＋北脇久士＋K＆Kシスターズ

10月18日㈯ 18:00～
Jazz

上田 麻喜（vo）　平川 勝朗（pf）　平川 雅子（b）
木曽 稔之（dr）　北脇 久士（g）
ヴォーカリスト 上田麻喜さんのスタンダードジャズをお楽しみください。

平川勝朗トリオ＋北脇久士＋上田麻喜

10月18日㈯ 19:00～
Jazz

参加自由
どなたでも参加OK
Jazzを楽しみましょう。

セッション

築百十年以上の町家画廊「ギャルリーオー」 開廊後丁度、
十月で丸二年が経過しました。現代アート・彫刻・日本画・
洋画・陶芸・平面など多彩なジャンルの作家達が空間作り
をしています。ジャズフェスとのコラボ企画「辻田恭子～
現代アート～と音楽」を是非お楽しみください。

コラボ
会場

コラボ
会場

10
月
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日
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●コラボ会場

ブロッコリー

D
洋酒喫茶 45

菱屋町商店街の中ほど、お昼には、数種類のお惣菜が
店頭に並びます。
そして、夜になると店内では、ポップスやブルースの熱
いライブ。元気なママ手作りの料理と一緒に、お腹も耳
も大満足。今回、大津ジャズには、コラボ会場で初参
加。ブロッコリーお奨めミュージシャンのライブをお楽
しみください。

56年の歴史を誇る大津の老舗ジャズバー。
大津一の歓楽街も今では灯る明かりはまばら。そんな
街の路地の中ほどに年に数週間だけ明かりが灯りま
す。そして、すみちゃんママに会いに、あの頃の若者た
ちが集まります。懐かしいジャズのナンバー、あの頃の
ロック、フォーク。レコードに針を落とすと昭和が甦り
ます。
今回、大津ジャズの開催に合わせて、店をオープン。
営業は12時からスタート。すみちゃんママの笑顔とレ
コードの音色を楽しんでください。

10月18日㈯ 13:00～ 
Mixed Folk

吉田 浩気（vo/g）　小川 正浩（vo/g）
POPS・ROCK・HIPHOP・PUNK・FOLK等の要素を曲ごとに取り入れ表現し
たジャンル
一度聞くとクセになります

Sweet & Bitter

10月18日㈯ 15:00～
Folk

田中きょう（vo/g）
デビューはライヴハウスから始まる
現在では2枚のアルバムを出したり、MBSの番組（ドキュメント.08）に出演
するなど多岐に渡って活動中
歌はもちろんギターの音色・トーク、全て楽しいライブです

田中きょうクン

10月18日㈯ 16:00～
Jazz

ユカ（vo）　テル（b）　ホリ（g）　etc.

開店56周年を迎え、レコードと生演奏をお楽しみに

45オールスターズ

10
月
18
日
㈯

コラボ
会場

コラボ
会場
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昨年好評だった『OJFスタンプラリー』を、今年も行います。
スタンプラリーにエントリーするために、まずは各演奏会場で
パンフレットと一緒に配布する『OJFスタンプラリーシート』を
ゲットしてね！！（どんな景品が貰えるかはお楽しみ）
（スタンプラリーシートは数に限りがありますので、予めご了承ください）

OJFスタンプラリー

まずはシートを
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F　大津市民会館　小ホール
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あ

●10月19日㈰ 会場

JR 大津駅前

●グッズ販売

　荒天中止
（小雨決行）

さ
大津別院

12:00~ Pops

guitarpapa（g） りこちゃん（vo,pf） HAREmama（vo） りんちゃん（vo,g）
アコースティックなコーラスユニットPARIMARIです。結成一年半になりま
した。獰猛な食欲を持つ「てんこ盛りシスターズ」としても活躍中です。

PARIMARI12:00～ Pops

シュウ（vo/ag）　バタ（ag/cho）　ミヤ（b）
2009年、かつて同じバンドメンバーとして音楽活動を共にしてきた3人
が、再び集まって結成したのが「燦燦」。燦燦というグループ名は、太陽が
降り注ぐような明るくて暖かいポップミュージックを演奏したいという思い
と英語で太陽を意味する“SUN”や、グループ人数の“3”などいろいろな意
味を掛けています。

燦燦

13:00～ Pops

きど よしこ（vo）　幸重 洋平（g）
歌とギターの夫婦DUOで岡山県を拠点にあちこちで活動中。「楽しむ」を
モットーにPopsからJazz、そしてオリジナルソ\ングまで幅広い音楽を融合
させワクワクワイワイな空間を創りあげたいと思います。

きどよしこ＆幸重洋平

13:00～ その他

ひさ（vo） にいたん（vo） ひらちゃん（vo） めいめい（vo） よっさん（vo）
大阪を中心に活動している社会人アカペラグループ、マルゲリータです。
私たちの歌声で心地よいひとときをお過ごしいただければ嬉しいです。

マルゲリータ

14:00～ Rock

みやがわ ひろゆき（vo,g）　吉村 バンマス岳也（b）　和田 浩（key）
浅見 信之（g）　新谷 文孝（perc）　片岡 浩二（perc）
滋賀県守山市在住のみやがわひろゆきを中心に主に地元守山市で活動
している平均年齢40代半ばの日本語で歌うロック、フォーク、ブルース系
バンドです。洋楽を日本語に独自に訳してカバーしたり、オリジナル曲を
演っております。どうぞ宜しくお願い致します。

みやがわひろゆき&BraT's
14:00～ Jazz

浅龍（vo,pf）　 Satsuki（sax, vo）
音の無いミュージシャンのSatsukiとその師匠、浅龍の師弟なDuoです。

浅龍&Satsuki

15:00～ その他

風流亭六弦じゅん（ag）
ルーツミュージックをベースにしたオリジナルをギター一本で楽しく演奏
します。よろしくお願いいたします。

風流亭六弦じゅん
15:00～ Jazz

kazumie（vo）　山下サトシ（pf）　ハセヤン（カホン）　seisky（tp）
Jazz、Soul、Pops、Bluesのカバー曲やオリジナル曲を演奏するソウルフル
なアコースティック・ユニットです。京都のライヴハウスを中心にライヴ活
動中です。大津ジャズを盛り上げられるよう頑張ります！

sweetones

16:00～ その他

Miechan（vo/key）　Jyo（g）　Tsu-zy（b）　Tasuku（perc）
低音系女声VO＆Key、ギター、ベース、カホンのユニットです。ベースさん
カホンさんはikumenと仕事と音楽活動を両立されてます。あ、どこかでみ
たメンバーって言わないでくださいね。B面ですから（笑

B面ikumens+2
16:00～ Pops

鈴木 智貴（ukulele/g）
平成2年9月生まれ。23歳、奈良県出身のギター／ウクレレ奏者。楽器1本
で奏でられるメロディーはいつも感情豊かで情景を映し出す。時に熱く、時
に優しく、歌の無いインストゥルメンタル楽曲が聴く人を魅了する。大阪芸
術大学ポピュラー音楽コース卒業。

鈴木智貴

10
月
19
日
㈰
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す

●10月19日㈰ 会場

京阪浜大津駅前

12:00~ その他

せ
どない屋

12:00~ Fusion

大河内 一宏（dr）　大森 直樹（b）　横井 英男（g）
大澤 恭子（key）　菊地 とおる（key）　永井 光優（as）
元々は会社の音楽好きが集まり結成。その後幾度かのメンバーチェンジを
経て、今は多彩なギター＆ツインキーボードサウンドを「ウリ」に、メロディ
アスでエモーショナルなフュージョンを探求中！

TKO SESSION12:00~ Jazz

中村 浩（vo/dr） 篠原 浩一（g） 真多 美恵（key） 小谷 誠一（b） 横井 俊浩（ts）
こんにちは！いよいよ大津ジャズの季節がやってきましたね～！おなじみの
J.SWINGは毎年このフェスを目標に頑張っています。今年は新たな趣向
（？）も盛り込みつつも、王道スタンダードジャズの演奏をにぎやかにお届
けしたいと思います。

J.SWING

13:00～ Jazz

澤嶋 効（as）　吉田 功治（g）　山中 大介（dr）　針間矢 保治（b）
神戸の開業獣医師（犬や猫のお医者さん）のバンドです。

Kobe Swing Vets
13:00～ Blues

岩瀬 聖也（vo） 谷口 夏海 新井 俊毅（key） 佃 彩乃 深田 航希（dr） 曽田 紳嗣
黒川 大貴 松浦 竜嗣（g） グラント・ビリー・ジーン（sax） 木村 史郎（b）
第1回から参加の草津東高校軽音楽部です。普段はバンド単位でロックや
Jポップなどをやっていますが、毎年参加のこのジャズフェスに備えて、少
しいつもと違ったジャンルに挑戦しています。今年は、「草東と言えばブ
ルース」に加えて、“大人な”ポップスにも取り組んでみます。

草津東高校軽音楽部

14:00～ Jazz

竹内 玲司（tp）　二之湯 志貴穂（tb）　藤島 茂樹（p）
武藤 知子（b）　高橋 学志（dr）
愛知県名古屋市を中心に活動するジャズコンボバンドです。美女2人と野
獣3人のクインテットです。

美女と野獣14:00～ Fusion

雨皿 英樹（pf）　中川 恵理（vl）　新谷 拓自（dr）　福田 孝雄（b）
結成4年目。ヴァイオリンのエモーショナルかつメロウな音色を前面に推す
ジャズ/フュージョンバンドです。情熱大陸やスペイン、シング・シング・シン
グ等の名曲に挑戦するかたわら、メンバー全員がリスペクトする椎名林檎/
東京事変も重要なレパートリーです。今回、大津ジャズフェスに是非参加さ
せて頂きたく、メンバー一同燃えております！どうぞよろしくお願い致します。

Dear Suite Charlie

15:00～ Jazz

とい（vo）　くまし（g）　フィオ（b）　しんじ（dr）　福井辰哉（pf or key）
jazzやbossaのスタンダード曲を中心に、お酒の進む音楽をあなたに！

bebe'
15:00～ Pops

長澤 慶高（vo/g） 吉原 徹（chor/b） 澤井 弘匡（g） 薄 竜太郎（dr）
大津市石山地区にあるヘアーサロンに集まるオヤジバンドです。独自に滋
賀県、琵琶湖をPRするゆるキャラ「びわこぐま」の公式テーマソングを歌っ
ています。昨年も浜大津駅にてびわこぐまと共に出演させていただきまし
た。今年も出演が決まれば、びわこぐまが応援にきてくれるかも？

NASA BAND

16:00～ Rock

まこちゃん（vo,hca）　なーさん（g,chor）　しげちゃん（b,chor）
やまさん（dr,chor）
第2，3，5回と出させていただきました。おっさんの作るROCK・BLUES・
FUNKをどうそお楽しみください。呼吸困難が心配される昨今ですが（笑）
倒れん程度に暴れます！

WEASE

16:00～ Fusion

津田 欣哉（sax） 木村 ユウマ（g） 中島 文男（b） 辻川 郷（dr） 福谷 さちこ（key）
5人の近江の精鋭たちが、楽器を手に戦い抜きます。強烈Jフュージョンの
嵐をとくとご覧くだされ！！

近江戦国無双

10
月
19
日
㈰
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●10月19日㈰ 会場

スカイプラザ浜大津 スタジオ１

12:00~ その他12:00~ Bigband

リーダー（tp/mc）　若（tp）　あちゃちゃ（tp）　のんのん（tb）
ぎしこ（tb）　みっちょん（as）　あかねちゃん（ts）　
むらちゃん（bs）　けいくん（b）　なおやん（pf）　ほっしー（dr）
ちひろ（vo）
京都、滋賀を中心に活動するホーンバンド「えんぶらす」です。誰もが聞き
馴染みのある有名ジャズミュージックからアニソン、ポップスまでノリのい
いサウンドをお届けします。

HORN BANDえんぶらす

12:00~ その他13:00～ Bigband

バイオレットめぐみ（as/cl）　スマイリー由美（as）　
オレンジさやか（ts/cl）　ドラゴン山縣（ts/cl）　
チャーミー恵子（bs/as）　ボーズ篠田（tp）　イーグル阪口（tp）
チップス薫子（tp）　プリンまさこ（tp）　シナモン真弓（tp）　
ポニー野田（tb）　プリッツひろよ（tb）　ブルマン青山（tb）
スイート目片（tb）　ブラザー辻（b）　スモーク上（dr）　
ワラビーいつき（pf）　marisa（vo）

大津を拠点に活動するビッグバンド、The Black Bears Jazz Orchestraで
す。6回目の出演となる今回も「BBJOスタイル」のswingをお届けいたしま
す。どうぞお楽しみください。

The Black Bears Jazz Orchestra

14:00～ Bigband

垣貫 和美（as）　桂田 高子（as）　佐合井 治美（as）
左崎 雅彦（as）　本多 馨子（as）　深川 信（ts）　村上 悟（ts）
久保 美代子（ts）　岸田 直也（bs）　秋永 和佳奈（tp）
清川 正（tp）　安武 美弦（tp）　栗本 英明（tp）　小西 尚美（tp）
奥野 平（tp）　桂田 誠（tb/mc）　清原 猛史（tb）
森 真由美（tb）　三田村 成人（tb）　大日 一誠（g）
玉木 完治（b）　横木 美和子（pf）　伊藤 律子（pf）
澤村 幸一郎（dr）　多胡 博雄（dr）　小西 一平（dr）　
土井 健雄（perc）

今回で3回目の出場となります。耳の肥えたお客さんばかりで毎回ビビっ
ています。下手くそですが一生懸命演奏しますので、よろしくお願いいたし
ます。

高島市民Jazzオーケストラ「BigBell」

16:00～ Bigband

佐々木 高浩 （as）　本城 敦史 （as）　岩崎 孝次 （as）
萩野 秀雄 （as）　永原 恵 （as）　 浅野 利通 （as）　佐藤 那央 （as）
名越 千紘 （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）　湯浅 亜希子（ts）　丹羽 誠（ts）
茨木 信也（bs）　田井 都子（pf）　安田 真介（dr）　原 氏賀（b）

2008年6月～結成以来。。。丸6年目を迎えております。大津JAZZフェスと
共に。。。Sax ～ Only．．．Bigband。

S．S．J．B

15:00～ Bigband

たなか,いちのせ,おち,おがわ（as）　かそり,ふるかわ（ts）
つのだ（bs）　たなか（fl）　おおた（btb）　なかひら（tp）
ぴあわき（Pf）　たかぎ（b）　かねこ（dr）

ほとんど初心者から熟練のプレイヤーまでが混在する私たちは、ビッグバ
ンドやらオーケストラなど名前を付けるのがおこがましい『ジャズの子』た
ちです。そういうメンバーですので、聴いて頂ける方には協力しあい、楽し
くジャズを演奏しようとする、“大人の必死”を楽しんでもらえますよう、よろ
しくお願い致します。

Unnamed JAZZ Babies～名もなきジャズの子たち
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スカイプラザ浜大津 響

12:00~ その他

つ
大津市旧大津公会堂

12:00～ Jazz

折原 ようこ（vo）　鷲巣 典代（pf）　岩田 美智夫（g）　
高山 良雄（b）　山名 正和（dr）
毎年 大津ジャズで演奏させて頂くのを楽しみにしています♪ スタンダー
ドナンバーを中心に…大人のJazzをお聴きください♪

折原ようこ with 鷲巣典代バンド12:00~ Jazz

今井 晴萌（ts）　西村 靖博（g）　安河内 大介（b）　
橋本 里美（pf）　ドラネコ（dr）　黒ボンバー（ts）
東京修行3年目の今井晴萌と、ギターの西村靖博の両プロを中心にスタン
ダードだけではなく、ちょっとブルージイな味付けでお楽しみ頂きます。今
回も、黒ボンバーは、2曲以内限定の演奏予定です。（笑）

黒ボン・ランド

13:00～ Jazz

浜田 博行（tp,vo）　浅井 良将（as）　小川 容司（pf）　
大澤 善樹（b）　小松 尚人（dr）

浜田博行クインテット フィーチュアリング 浅井良将
13:00～ Jazz

高田 亮介（g）　井高 寛朗（pf）　斎藤 一郎（b）
Clap Stomp Swingin'

14:00～ Jazz

今西 佑介（tb）　横尾 昌二郎（tp）　當村 邦明（ts）
加納 新吾（pf）　光岡 尚紀（b）　弦牧 潔（dr）

今西佑介セクステット14:00～ Jazz

立野 修史（ts）　マル（pf）　浦谷 和幸（dr）　おくちゃん（b）
どんな方にも楽しんでいただける様な楽しいジャズ！ をモットーに活動し
ています。時にはスインギーに、そして時にはアグレッシブな演奏をお届け
します。

立野商会

15:00～ Jazz

山本 昌（as）　竹内 正史（pf）　泉 正浩（b）
Moment Jazz Trio

15:00～ Jazz

しゃん（vo）　とみい（pf）　じゃっきー（ts）　engen（b）　えろびん（dr）
ジャズを楽しむ中高年バンドです。メンバーは滋賀、大阪、神戸と広くまた
がっていますが、お互いに和気あいあいと向上心を忘れずに楽しんでい
ます。

ShanShan-JuzzClub

16:00～ Jazz

麻生 優佳（vo）　ZAZOU（g）　勝居 哲史（pf）　小林 道治（b）
戸田代 武（dr）
「誰もが耳にしているスタンダード曲を、多くの人に新鮮な発見と共に、
ジャズの魅力を知って楽しんでもらえたら…」と語る麻生優佳（京阪神を中
心に意欲的な活動を続ける実力派ジャズヴォーカリスト）を迎え、京都・滋
賀のジャズシーンで活躍する大津ジャズフェスティバル常連のメンバーが
集まって「大人のジャズ」をお届けします。

麻生優佳 & OTSU JAZZ CREW

16:00～ Jazz

宮藤 晃妃（vo）　篠崎 雅史（ts）　笹井 真紀子（pf）　
平川 雅子（b）　齋藤 洋平（dr）

宮藤 晃妃カルテット

●グッズ販売
●本　部

ゲスト紹介ページをご覧ください。 ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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琵琶湖ホテル バー桃山

12:00~ その他

と
大津港シンボル緑地

12:00~ Pops

ShuU（g/vo）
2011年夏、活動開始。滋賀県在住のシンガーソングライター。

ShuU12:00~ Jazz

山本 昌（as）　竹内 正史（pf）　泉 正浩（b）
ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

Moment Jazz Trio

13:00～ Pops

Key（vo）　yurugi（g）　junko（key）
滋賀、京都中心に活動するvo.gt.keyの3人組アコースティックユニット。オ
リジナルから洋楽のカバーまで幅広くお届けします。

アルデンテ13:00～ Jazz

クレイジー和田（pf/key）　トモ平田（dr）　マイホーム原谷（b）
大津JAZZは2回目の参戦です！とにかく自由で楽しくフリーな演奏で皆さ
んと一緒に盛り上がっていきたいと思います。声援・ヤジ・飛び入り演奏な
どなど何でもOKですので宜しくお願いします。

クレイジー和田トリオ

14:00～ Gospel

（sop）キミ,ヒロシ　（mez）さっちゃん,いるるん,まゆみ　
（alt）モモエ,その子　（ten） サミー
主に滋賀、京都、大阪で活動しているゴスペルグループ。音楽イベント、地
域のお祭りなどにも出没します！ゴスペルは日本ではあまり馴染みはない
かもしれませんが、メロディーとハーモニーの美しさ、リズムの楽しさなど
を感じてもらえたら嬉しいです！

Bicerin
14:00～ Pops

澤田 ユカ（vo）　吉田 なお（P/cho）　HER-B（as）
洋楽Popsを中心に、ゆったりと落ち着いた楽しい空間をお届けしたいと思
います。

Monkey Banana

15:00～ Pops

菅井 宏美（vo/pf）　金山 典世（perc/cho）
Pf/Vo＆カホンのデュオユニットです。大津の皆さんにツヅリの音楽を聴
いて欲しくて、東京から来ました。

ツヅリ・ヅクリ
15:00～ Fusion

水谷 輔（as）　中瀬 浩明（b）　水谷 郁（g）　小河 和子（kb）
藤田 和義（dr）
バンド結成は1985年と、歴史の長いバ ンドでございます。今まで幾度とな
くメンバーチェンジを行ってきましたが、なんとか29年に渡り継続して参り
ました。バンドメンバーの子供さんもメンバー に加入したりと刺激を受け
てまだまだ成長中のバンドです。大津ジャズフェスは今年で5度目の出演
になります。よろしくお願いいたします。

First Circle

16:00～ Latin

カルロス松田（vo/g）　ミッキー大畠（vo/g）
アグリーニャ西田（vo/perc）
ミッキー大畠と、カルロス松田と、アグリーニャ西田の3人組。 偽・メキシカ
ン・ストリート・ミュージック・ユニット。あなたの誕生日、結婚式に....全ての
パーティーに....ドスタコスで踊ろう！

ドス・タコス
16:00～ Jazz

木原 鮎子（vo）　大野 綾子（pf）　浅井 良将（as）
音織 guest 浅井良将

　雨天中止

10
月
19
日
㈰

‒31‒

な

●10月19日㈰ 会場

ビアンカ

12:00~ Pops

に
なぎさ公園アーカス前

12:00~ Pops
さっちゃん（vo/perc）　おっくん（key）　Kameさん（b）　
たけポン（g）　ゆっくん（dr）
今年の4月に結成したばかりの大阪のバンドです。女性ヴォーカルの
J-POPを中心にレパートリーを選んでいます。バンドの売は、何と言っても
伸びのある美しいさっちゃんの歌声です。

Snowy
Jennu（vo）　Hiro（b）　ku（g）　Tasuku（as）　
Maki（Key）　Mr Gohda（dr）
バンドの結成は2013年という新品のバンドでございますが、ライブの回
数は年を重ねるごとに増えております。Voのジェンヌを中心に歌謡曲から
JAZZっぽい雰囲気のナンバーまで、アコースティックな演奏でお届けいた
します。大津ジャズフェスは今年で2度目の出演になります。よろしくお願
いいたします。

Jennu&Boys

13:00~ Rock
YURI（vo）　あばうと（g）　ぐちゅ（b）　まつ爺（dr）　ずけ（key）
関西を中心に活動している平均年齢40OVERの社会人バンド「まるちびた
みん」です（^「̂耳に残る聴きやすいオリジナル曲を目標！」に活動してい
ますが、イベント等によっては昭和歌謡曲やJ-POPのカバーを演奏する事
もあります。

まるちびたみん

13:00~ Jazz

宮藤 晃妃（vo）　篠崎 雅史（ts）　笹井 真紀子（pf）　
平川 雅子（b）　齋藤 洋平（dr）

宮藤 晃妃カルテット

14:00~ Fusion
ひげ（EWI）　Maskey（key）　Jumper（g）　デコピン（b）　
しょうちゃん（dr）
T-SQUAREのトリヴュートバンドです。主に大阪心斎橋で活動しています。
数々の音楽イベントに参加させて頂いております。大津ジャズは3回目の
参加です。是非観にお越し下さい。

デコピン・プロジェクト

14:00~ Pops

本田 裕一郎（g）　品川 明子（key）　若林 輝彦（b）　
藤井 俊忠（dr）
癒し系女性ボーカルと、小刻みなリズムを加えた個性敵なアレンジで、独
特な世界観を作り出しました！心地よいサウンドでより多くの人に楽しんで
いただけたらと思います！是非楽しい時間を共有しましょう。

RIM PEG PULS ONE

15:00~ その他
ma-ko（vo）　シゲ（dr）　天野（b）　井尻（sax）　しんぺい（sax）
なお（tp）　ミキ（key）　マチャミン（tb）　山田（g）
京都を中心に活動しているSOULバンドです。60～70年代のちょっとアナ
ログなSoul flavorを感じて頂ければ嬉しいです。どこかで聴いたことのあ
る曲、初めて聴くカッチョ良い曲、自称クラシックSOULのジュークボックス
バンドです。一緒に歌って踊って下さい。

The KG’s

15:00~ Jazz

高田 亮介（g）　井高 寛朗（pf）　斎藤 一郎（b）

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

Clap Stomp Swingin'
16:00~ Fusion
くにチャン（b）　あきヤン（g）　はまチャン（dr）　
まこチャン（key）　かよチャン（perc）
爽やかでノリのいいフュージョンの曲をお届けします。ロックやジャズの好き
な方も SIDE SLIP のクロスオーバーな時間を楽しみにお越し下さいませ。

SIDE SLIP

　雨天中止

〒520-0047 大津市浜大津4-1-1　TEL:077-523-0070

〒520-0802 大津市馬場2-10-19  TEL:077-524-9606
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マイルストーン

の
おまつり広場

12:00~ Bigband

横山 真理子（as）　山内 紳平（ts）　澤村 尚子（ts）　山内 朱子（bs）　
石井 智正（tp）　阿古 雅樹（tp）　仁志出 健二（tp）　仁科 典久（tp）　
石田 勝行（tb）　藪下 悟（tb）　野々部 泰司（tb）　吉田 博行（tb）　
長野 雄輔（pf）　赤松 静夫（g）　芦田 真一（perc）　
黒河 信一郎（perc）　戸田 等（dr）
今年で結成20周年を迎えた、大津市を拠点に滋賀・京都で活動する社会
人バンドです。JAZZはもちろん、他にも様々なジャンルのレパートリーも楽
しみながら演奏活動をしています。

Coconuts Crush Orchestra12:00~ その他

ケイコ（perc）　マリッペ（pf/acc）　ひでやん（vo/g）　
やまさん（g）　院長先生（b
ジャズがジャズと呼ばれる前のジャズを日本語でアコースティックに近い
感じで演ってます。中には「これがジャズか～？！」というものもあるかも、で
すが、細かいことは気にせず楽しくやりましょう。

Good Lovin Quintet

13:00~ Funk

宮崎 拓也（vo）　梅村 大嗣（vo）　境木 早苗（vo）　
奥 恵美（vo）　前川 明香（vo） 　植木 美和子（vo）　
佐野 圭太（g）　角井 邦大（b）　おかピー（dr）　村井 歩（key）　
鈴木 亮吉（perc）　加藤 裕美子（as）　吉瀬 由佳子（as）　
アジュ（tb）　末吉 春奈（tp）
関西を中心にライブ活動をしているエンターテイメントバンドです。大津
ジャズフェスと言えばTKFと言って頂けるのが私たちの夢です。今回も観に
来てくださる方に楽しんでもらえるよう選曲しましたので、皆さんのお時間
の許す限り一緒に楽しい時間を過ごしましょう！

TKF

13:00~ その他

ヨシノミナコ（vo&p）
京都出身のシンガーソングライター ヨシノミナコが、ジャズに影響を受け
た切なくて愉快なオリジナルを中心にお届けします。

ヨシノミナコ

14:00~ Bigband

勝見 友男（tp）　石田 伸浩（tp）　石田 義昭（tp）　
前田 圭一（tp）　石田 正巳（tb）　林 幸子（tb）　横田 稔（tb）　
山本 太郎（tb）　高谷 満廣（tb）　相川 さとみ（as）　
中島 智子（as）　畑　淳治（ts）　古川 佳英子（ts）　
遠藤 朋子（bs）　島田 康平（g）　桂 秀雄（b）　加藤 芳顕（dr）　
園 美果（pf）
守山市を拠点に活動を続け、今年で結成50年を迎えます。Swingすること
の楽しさ、素晴らしさが伝わるような演奏をモットーにしています。11/23
（日）には栗東さきら大ホールで50周年記念演奏会を開催します。

Music Ace Jazz Orchestra

14:00~ Jazz

鈴木 智貴（g）　観月 彩可（vo）
温かく、心に滲みるような歌声を持つボーカリスト観月彩可と、それに柔ら
かく寄り添うアコースティックギタリスト鈴木智貴の2人からなるカバーユ
ニット。福祉施設やイベント会場での演奏を中心に全国的に活動中。

観月彩可and鈴木智貴Duo

15:00~ Jazz

奥谷 崇（b）　本郷 景子（vo/pf）　森 鉄兵（g）　今井 晴萌（ts）
滋賀中心に演奏しているグループです。「長男・次男・三男（⁈）」の年齢が
1歳ずつ違う仲良し義兄弟に、東京で活躍中のグループ公認の末っ子が
合流しての演奏です！

奥本鉄兵withはるも

16:00~ Jazz

くまちゃん（g）　めだか（b）　やまちゃん（as）　asa（pf）
京都滋賀で活躍してるユニットです。

やまのなかのくまちゃん

●グッズ販売
●飲食ブース
　荒天中止
（小雨決行）
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15:00~ Jazz

浜田 博行（tp,vo）　浅井 良将（as） 　小川 容司（pf）　
大澤 善樹（b）　小松 尚人（dr）

浜田博行クインテット フィーチュアリング 浅井良将

16:00~ Jazz

中来田 正晴（b）　北村 信二（as）　榎本 明宏（dr）　
福田 岳彦（key）　かわだ さやか（tp）
浪花のジェットコースタージャズバンド。メキシコ政府主催・中南米最大級の
音楽祭「Vive Latino」（2011）、ドイツ・アートロックの祭典「FREAK SHOW」
（2013）に出演するなど、国内外で活動中。癖になるサウンドをぜひ。

Djamra

17:00~ Bigband

東 かおる（vo）　小柳 淳子（vo）　横山 未希（sax）　
足立 藍子（sax）　大竹 亜矢子（sax）　古山 晶子（sax）　
益山 あい（sax）　岩田 英司（tp）　岩本 敦（tp）　
内藤 咲重（tp）　野々村明（tp）　David Boyle（tb）　
太田 健介（tb）　白石 栄利（tb）　堤 友香（tb）　
藤川 幸恵（pf）　Jesse Forest（g）　手島 甫（b）　市橋 隆（dr）

The Global Jazz Orchestra with Vocal

18:00 ~ Jazz

今西 佑介（tb）　横尾 昌二郎（tp）　當村 邦明（ts）　
加納 新吾（pf）　光岡 尚紀（b）　弦牧 潔（dr）

今西佑介セクステット

19:00~ Jazz

当日のお楽しみに．．．．^ ＾。

OJF Grand Finale

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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大津百町館で大津百町館で
一日中セッションだ！一日中セッションだ！

滋賀と言えば
江州音頭でしょ♪

滋賀と言えば
江州音頭でしょ♪

10/18㈯12：00～17：00日時

大津百町館場所
10/18㈯16:00～16:40日時

おまつり広場場所

baar musica tio
月例ジャムセッション

参加費：2000円
（ソフトドリンクｘ2付き）

10/18㈯
19:00～22:00

日時

baar musica tio場所

一緒に盛り上げチャイナ
どない屋ライヴ

主催：浜大津どない屋
京阪浜大津駅より徒歩3分

10/18㈯17:00～日時

浜大津どない屋
（077-521-7699）

場所

ライヴやりまっせ～♪
お気軽におこしやすぅ～♪

ギャルリーオー
"辻田恭子展"

「ソノムコウ Vol.2」
10/14㈫～26㈰（月休）
10:00～17:00

（18日 コラボ会場　詳細 22ページ）

日時

大津市丸屋町商店街
ギャルリーオー

場所

コラボ

イベ
ント

1
コラボ

イベ
ント

2

「ビアンカ プレミアム・ジャズクルーズ」
　（浜田博行/白川ミエ/浦千鶴子）
大人のための一夜限りの船上ライブ

料金：8,000円（ご夫婦割／お二人で15,000円） ※他の割引との併用不可
乗船料 、ブッフェ料理代 、ワイン・ソフトドリンク飲み放題料金を含む

10/19㈰18：30～21：00 ＜予約制＞日時

大津港発着 ビアンカ場所

お問い合せ 琵琶湖汽船予約センター　077-524-5000

12：00～17：00

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、よければ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
とお考えください。お店のセッションと違ってホストは居ませんが、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なのです。
素晴らしい演奏になったり、空中分解したりはすべて時の運ということで一
緒に楽しみませんか！

打楽器アンサンブルの皆さんとともに、リズムの楽しさ
や面白さを体験しよう！最後には、13時～のセッションで
録音された、大津の“音”をループさせながら生まれた音
風景とともに、みんなで一緒に演奏しましょう。

おまつり広場

「あ、こりゃどっこい
せ～」

　　「ほら、しっかりせ
～」

　　　　　一緒に踊り
ましょう♪

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！

OJFでは初めての試みです！

踊り手、唄い手（音頭取り）、お囃子、
太鼓が一つになる

江州音頭がOJF初出演！
（桜川伯山一門会）

13:00～

同日開催される、アート体験を通じ、びわ湖について考える子供むけワークショップ。
OJFとのコラボセッションのキーワードは、びわ湖、そして大津の“音”。

出演：大津江州音頭保存会
「桜川伯山一門会」

演奏・指導 中谷満とパーカッションアンサンブル「シュレーゲル」

桜川伯山、二代目桜川伯山、桜川文楽、桜川姫文、
桜川姫伯、桜川泉山、桜川菊山、他踊り手一同

びわ湖のおと探検隊
～音を感じ、録音してみよう～

講師：小松正史
作曲家・和風ピアニスト・音のソムリエ・
京都精華大学人文学部教授・工学博士

びわ湖 こどもアートセッション 2014 in 大津びわ湖 こどもアートセッション 2014 in 大津コラボ

イベ
ント

3 10/19㈰13:00～16:00日時 大津市民会館小ホール場所 観覧無料

※なお、このセッションへの参加の申し込みは
　既に終了しています。

※自由席、座席定員を超えた場合は入場を制限する
　場合があります。

音とリズムにふれる「さわって、叩いて、どきどき」
14:30～

だれでも
参加OK！

ジャズの
スタンダードの
セッション

参加自由
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豊かな社会環境を創造する総合建設会社
（子育てｻﾎﾟｰﾄ認定企業／ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001・ＥＡ21 認証取得）

土木工事
舗装工事
建設資材生産販売
太陽光発電事業取締役社長　山　川　　　守

本 社 　〒 520-0047　 滋賀県大津市浜大津二丁目５番９号
ＴＥＬ 077－525－5131( 代 )　ＦＡＸ 077－526－4416
ＵＲＬ   http://www.kk-shoken.co.jp/

（支店･工場等）大阪･名古屋･四日市･長浜･彦根･栗東･湖南･甲賀
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いろいろ楽しい“おまつり広場”へいらっしゃ～い！！

飲食物＆グッズ販売飲食物＆グッズ販売

★缶バッジはぜひGetしてきてくださいね！★★缶★缶注目
演奏のある会場で300円以上の募金をするとGetできる缶バッジ。
服やカバンに付けるだけじゃなく、おまつり広場に持って来たら、
イイコトがあるかもしれません。
（イイコトが何かは、当日までのお楽しみ・・・）

飲食物の販売

毎年恒例。今年のメインビジュアルをモチーフにしたOJFオリジナ
ルグッズを数量限定で販売いたします。数量限定につき早い者勝
ちですよ！
（OJFグッズの詳細は38ページをご覧くださいね）

OJFオリジナルグッズの販売
売り切れ御免！

「聴きに行きたいバンドの演奏会場がわから
ない」「行きたいと思っていた会場への行き方
がわからない」「ボランティアがしてみたくなっ
た」などなど、わからないことや困ったことは
おまつり広場総合案内にお尋ねくださいね。

おまつり広場総合案内
何かあったらこちらへ

GO！

今年も、OJFがセレクトした名店が軒を連ね、
お口やお腹も楽しめるフードやドリンクを
取り揃えてお待ちしております。

美味しいフードが
お出迎え！

Open/12：00  Close/20：00

イメージ

イメージ

10月18日㈯･19日㈰
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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%)
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OJFをさらに楽しく

成安造形大学とのコラボレーション

　成安造形大学では、地域連携プロジェクトの一環として「プロジェクト演
習PR-A」の受講者30名がポスター制作に取り組みました。
　5 月22 日にOJF実行委員会のご担当者からオリエンテーションを受けて
制作を開始。6月5日の初回プレゼンテーションでは、チラシデザイン案とし
て提出された38点が8点に絞られました。2週間後のポスター案プレゼン
テーションとOJF実行委員会の皆様による投票審査を経て採用案が決定し
ました。

岡田志歩　成安造形大学　イラストレーションコース2年

※イメージは現在製作中のものですので、仕上がりと異なる可能性がございます。

↑白生地

↑
インディゴブルー生地

今回のデザインの中でも一番のメインである、ラフな手描きの
6th Otsu Jazz Festivalの文字を使用し、シンプルなイメージで
仕上げました。

　カラフルで動きのあるデザインで、楽しさや自由さということを
表現しています。堅苦しくなく、誰でも立ち寄れる大津ジャズフェ
スならではの雰囲気を感じられるようにしました。

各

今回のデザインの中でも一番のメインである、ラフな手描きの
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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）JTB西日本 大津支店
大津市梅林1-3-24 （JR大津駅前）

TEL 077-522-1656 

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

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

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

〒520-2144 大津市大萱1-2-29
TEL：077-543-7111   FAX：077-543-1266

http://www.sakaguchi.jp/

坂口テレビサービス（株）

関西電気保安協会 滋賀支店
〒520-0044 大津市京町４丁目４番２２号
TEL：077‒525‒1421   FAX：077‒524‒7950

http://www.ksdh.or.jp

一般財団法人

大津市石山寺１－３－３
京懐石　新 月

TEL 077－537－1436  FAX 077－537－2674
http://www.k-shingetsu.com/

（有）宮本工業
エクステリア工事

TEL 077－533－0105
大津市石山寺3－27－11

http://www.miyamoto-kougyou.com

〒520－0804　大津市本宮２－９－２７
ダイワ看板株式会社
TEL 077－522－6272  FAX 077－526－4051

daiwa-s@xug.biglobe.ne.jp  http://www.e510.jp/daiwa-kanban/ 

〒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　http://www.yamagiwasogo-lo.jp 

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
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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
〒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/

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

大津市中央１－２－３１
結納の七黒

TEL 077－527－0796　FAX 077－527－0996

〒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 パッケージプラザ スギエ
大津市中央1-9-9

TEL 077-524-8015   FAX 077-524-8014

大津市中央1-8-27 TEL 077‒535‒7121

お料理とJazz

～ ここち夢 ～cocochimu
中安酒店
大津市中央１－８－１６

TEL 077‒524‒4133   FAX 077‒524‒4134

肉料理 かど萬
〒520－0043　大津市中央１－７－３５

近江牛専門店

TEL 077－525－2989  FAX 077－522－0600
http://www.kadoman.net/

お で 湖
〒520-0043　大津市中央1-7-18

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

大津市中央１－１－２０

無添加こだわりパン

ベーカリー カノン 〒520-0043 大津市中央1-7-18

ここのえ味噌醸造元
有限会社 九重商店
TEL：077-522-2184   FAX：077-522-2310

http://www.kokonoemiso.com

いのうえ酒店
大津市中央２-２-３６

TEL 077‒522‒6681　FAX 077‒525‒7085
「わんまいる」でクリック！

〒520-0047 大津市浜大津1-2-35
TEL・FAX：077-524-9039    r.gnavi.co.jp/c418001/

わ　た　や

和 楽 屋

株式会社 千丸屋
大津市中央二丁目1-15

TEL・FAX  077-522-3961
〒520-0043 大津市中央1-6-11 FECビルディング1F

TEL 077‒536‒5168

焼き立てパン工房

del sole ぴぃかん
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小川酒店
〒520-0047　大津市浜大津2-1-31

TEL 077‒524‒2203 FAX 077‒524‒2212

千石鮓
〒５２０-００４６　大津市長等３-３-４２　
TEL ０７７‒５２４‒３２３４

やきとり 大 吉
〒520-0047　大津市浜大津４-1-1

TEL 077‒524‒9301

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

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

ライブとうまいもん
どない屋
浜大津 077-521-7699

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

株式会社 アイリブ
〒520－0046 大津市長等２－８－８　マガザン・デ・ナガラ１B

パソコン修理

TEL 0120－86－9939  FAX 077－523－2780
http://www.ai-live.co.jp/

お食事　アケミ
〒520-0046　大津市長等２-９-３４

TEL・FAX 077‒522‒0339

オカモト水産
大津市長等２-９-３２

TEL 077‒524‒3301   FAX 077‒524‒3801

味処 花 瀬
〒520－0046　大津市長等２－９－３（菱屋町商店街内）

TEL・FAX 077－524－4275
http://www.soba-shinozaki.com

八 百 与
〒520－0046　大津市長等２－９－４

おいしい漬物

TEL・FAX 077－522－4021

大津市長等２－１－１７
大津中央鍼灸院

TEL 077－523－5035

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
〒520－0046 大津市長等２－１－２０
ハートフル整体院

TEL・FAX 077－525－0118  heart@relaxspot.net
http://www.relaxspot.net/heart-full
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阪本屋
大津市長等1-5-21

TEL 077-524-2406  info@sakamotoya.biz

HAIR STUDIO 
PASSION

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

東横イン 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

ブロッコリー
大津市長等2-10-5
TEL 077-524-3675

初音屋楽器株式会社
〒520-0044 大津市京町二丁目3-9

TEL 077ｰ524ｰ3255   FAX 077ｰ522ｰ4303

Cafe アキ
〒520-0044 大津市京町２-２-10
TEL・FAX 077-524-5438

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 幻の中華そば加藤屋

県庁前もり～んの章
〒520－0043　大津市中央３－４－２０
TEL・FAX 077－526－2600
http://www.katoya.biz/blog/morin

居酒屋つりや
〒520-0041　大津市浜町９-２８
TEL 077ｰ522ｰ9699
twitter    @izakaya_tsuriya

madocafe
〒520ｰ0042　大津市民会館２F
TEL077ｰ525ｰ5516

〒520－0035　大津市小関町7－24
佐知's Pocket

TEL 077－522－0639  FAX 077－522－0651
http://www.sachis-pocket.com/

㈲　木村商店
大津市中央4-9-15
TEL077‒524‒3390

あそうクリニック
大津市京町2-1-24
TEL  077ｰ510ｰ6580

HP  aso-clinic.com

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

〒520－0025　大津市皇子が丘２－６－１４
〈大津市立皇子が丘体育館前〉

田中接骨院
TEL 077－522－7783

内科・神経内科

安田医院
〒607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町62-7

TEL 075-583-2288
‒45‒

エクセル・ディアマン
宝石の修理・加工・リフォーム

TEL 077－521－1330  FAX 077－521－1358
http://exceldiaman.com

ホビーショップ チャンプ
〒520－0057　大津市御幸町５－２７　シブヤビル１階
TEL 077－525－9405　FAX 077－570－7322
info@hobbychamp.jp　http://www.hobbychamp.jp

酒仙 ひむか
大津市末広町３-３

TEL&FAX 077‒526‒4353

大津市御幸町４－２９

近江もつ鍋　御幸家
TEL 077－522－1083

フォトスタジオ

大津市柳が崎4-6
TEL 077-526-5291  フリーダイヤル 0120-5291-02

A i＆　振袖館 アイ
produced by 清水屋 〒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

比 叡 ・ 三 九 良
〒520-0113 大津市坂本６-２８-３
TEL・FAX 077‒578‒1720

藤本石油株式会社
〒520－0242　大津市本堅田３－５－５

ＥＭＧマーケティング合同会社代理店

TEL 077－578－2429  FAX 077－579－5123

暖灯館 きくのや
おごと温泉

TEL 077－578－1281　http://www.kikunoya.jp
大津市雄琴1－2－12

スパリゾート雄琴 あがりゃんせ
〒520－0102 大津市苗鹿３丁目９－５

TEL 077－577－3715  FAX 077－577－1926
http://www.agaryanse.co.jp

癒し処　新風堂
大津市馬場1丁目4－30 スペースVANVA1 2F

首・肩こりほぐし専門店

TEL 077－535－6585
http://www.shinpudo.net/zezeten/

〒520－0802　大津市馬場２丁目９－３－２Ｆ
Lamp hair make room

TEL 077－525－0950

島村楽器株式会社
大津パルコ店

大津市打出浜１４-３０　大津パルコ５F
TEL 077‒527‒7195  FAX077‒527‒7198
http://www.shimamura.co.jp/otsu/index.php

〒520－0802　大津市馬場３－１６－２２
Altero Custom Guitars

TEL 077－536－5160
http://altero.jp

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

草津市西渋川１－２３－２３　A・SQUARE　SARA２F
JEUGIA 草津A・SQUARE店

TEL 077－561－6570
http://www.jeugia.co.jp
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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

株式会社 奥清商店
〒520ｰ2115 大津市新免二丁目１-３

TEL 077‒549‒0157  FAX 077‒549‒1192
http://okuse.co.jp/

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

〒520-0864 大津市赤尾町４-２４
TEL：077-532-7233   FAX：077-532-8288
info@effort-office.net   http://effort-office.net/

エフォート行政書士事務所
〒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

飯野会計事務所
〒520-0106　大津市唐崎１-１３-２９

TEL 077ｰ578ｰ8618   FAX 077ｰ575ｰ4947

〒520－0042　大津市島の関７－１３－２０４
安心コンサル有限会社

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

〒520－0242　大津市本堅田５－４－３８
三興機械株式会社
TEL 077－572－0131  FAX 077－572－0133

http://sankoukikai.jp

中嶋弘事務所
〒520-0042 大津市島の関7-13 レジデンス琵琶301
TEL 077‒525‒1330  FAX 077‒525‒6962

司法書士・土地家屋調査士

新陽商事
〒520-0812 大津市木下町18-8 ベラビスタ膳所

TEL 077‒525‒4570

町家から不動産全般・よろず相談

TEL 077‒522‒5837

浄土真宗 本願寺派（西）

泉　福　寺

株式会社 生美屋
〒520-0047 大津市浜大津１丁目２番４号
TEL：077‒524‒5938   FAX：077‒523‒3839

滋賀ヤサカ自動車株式会社
〒520-0821 大津市湖城が丘6-11

TEL 077ｰ522ｰ6767   FAX 077ｰ521ｰ1141

滋賀トヨペット（株）
大 津 店

〒520－0846　大津市富士見台１番１号
TEL 077－534－1221

株式会社 酒のかなざわ
草津市追分８-１６-１４
TEL 077‒562‒0038
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〒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

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

〒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

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

〒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

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

TEL 077‒533‒1067

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
〒520－2153　大津市一里山１－２４－２４
株式会社 フジケン
TEL 077－545－0331　FAX 077－543－3864

京琉酒彩

〒607-8044 京都市山科区御陵大津畑町32-5
TEL 075‒201‒1606

海   月沖縄創作料理屋
いわまの甜水

株式会社近江ミネラルウォーターサービス
大津市南郷３丁目１番１２号
TEL 077－537－3350

dining bar
BARRACUDA

京都市山科区竹鼻堂ノ前町４６-４  山科オフィスセゾン１F
http://bar-barracuda.com/

TEL 075‒591ｰ5199

Caffé Lucca
京都市中京区新京極六角東入ル南側

TEL 075－212－8088

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

Caraway
じゃず・くらふと・キャラウェイ

http://caraway.main.jp/

マンダリンシャワー
〒606－8392　京都府京都市左京区聖護院山王町43－2

パレステート日生熊野107　

ベーカリーカフェ&バー

TEL 075－708－6098

京都市伏見区納所北城堀31-18
TEL：050-3385-3822   FAX：075-631-2609
office@kyogei.com    http://www.kyogei.com

劇団京芸「天使のかいかた」
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OJFメイツの皆さん

OJF実行委員

♪♪
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！！

白井勝好、佐藤雄一、熊谷直孝、谷口俊一、よしお、てんり、オリビア、目片一清、OPPO、がんちゃん、大隅一郎、谷田昌蔵、谷章、ばうわう、野上政彦、村田隆、
岸野洋、中井保、時崎昇、けんさん、橋本隆也、前田健治、長谷川和江、天野眞裕子、三好恭三、三好由美子、メロンパン、今西克彦、山田髙史、馬越敏広、
山畑洋二、しんちゃん、渡辺征庸、まなぶくん、ベサメ・ミーチョ、高山繁、高山展子、森野茂生、冨永重紀、森垣善樹、今橋雅之、山本育子、深井俊秀、
OSAPOWER、近江化成工業、木村孝一郎、宮田きぬ子、井出恭代、坂本一紀、吉村勝郎、山田泰樹、今川貞夫、桑原一男、うっし～、橋本雅彦、加藤律子、
奥野佐知子、松井佐知子、小西廣明、川合、黒林憲幸、高橋利子、髙木美和、筑前琵琶法鏡院明智旭心、文鳥、山本哲弘、岡橋貞子、小林光男、井上美代子、
笠井麻耶子、吉田月穂、蔦谷空澄・美空、市川隆俊、桂陽三、吉田敏之、吉田智子、吉田有希、多田嘉孝、森隆太郎、小倉満里子、岡田次郎、冶武景一、宇野哲夫、
マイママ・セラピー、ギャルリーオー、北岸弘子、北岸信幸、神之口勝、西田豆腐店、春名直樹、春名真紀、西村綾子、鶴田俊二・明菜、山田実、宮藤晃紀、大野綾子、
田中正子、谷口勇飛、谷口陽菜、住居留まちなか、山元明、ヤマチャン、西本育子、森川稔、雨森鼎、福井美知子、津島玉枝、本多幸子、松本眞岐子、伊藤幸一、
上林明人・美由希、田中かおり・さおり、片桐圭、廣田正三、のぶちゃん、美湖ちゃんグループ、和田耕、美湖ちゃん弁当、ボナペティ美湖、小西章人、平野一道、
倉嶋祐介、田渕郁子、田渕耕太、田渕草人、田渕早穂、門田文香、松宮篤志、本田宙子、大津高校1975同窓生有志、柴山久樹、柴山直子、八軒良太

～2014年8月10日現在　計174名（うち40名匿名）のみなさま  敬称略・順不同 ～

♪

OJF創始者　そして心からの友人・故小山清治、浅嶌周造、荒井雅司、井関知子、井本拓希、勝部伊織、神之口令子、北川武司、木脇礼香、久保田明徳、倉田祐貴、
清水則秀、下島琢磨、田島勇、田島知世、谷口裕美、田渕誠一、辻村豪純、手島光一、寺岡正樹、戸田代武、中井英貴、丹羽誠、野口登代子、橋本浩美、樋口健一、
深川仁成、藤原悦子、松下ひろみ、松宮未来、村山雅俊、安田弘子、山口卓也、吉田圭佑、吉田耕司、頼経道子　　　　　　　　　　　　  　2014年8月現在
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