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［発売額］大人600円・小児300円
［通用期間］ご購入日から翌月末までのお好きな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、京都センチュリーホテル、
大津市観光案内所（石山駅、大津駅、堅田駅前）

［有効区間］京阪大津線全線（京津線・石山坂本線）

※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

※有効区間を越えてご乗車の場合は別途運賃が必要です。

http://www.keihan.co.jp

600円で
1日乗り放題
なんと

特典が盛りだくさんですよ！！（詳しくは駅のパンフレットで）
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　ようこそ大津へ！ようこそ大津ジャズフェスティバルへ！
　お祭り好きな男が酔った勢いで「大津で、なんかオモロイ事を、みん
なでやろ！」と言い出し、そして始まった“大津ジャズフェスティバル”。
今年で7回目を迎えることとなりました。
　年を追う毎に、ご支援、ご協力を頂く方も増し、期待もして頂けるよう
になりました。また、昨年は、文化団体から賞も頂戴し、光栄に浴すると
ころです。
　音楽の力で、市民の力で街を元気にしたいというお祭り好きの男の
思いは、現在も私達実行委員一人ひとりに繋がれています。
　歴史ある街並み・美しいびわ湖の風景の中で、音楽に包まれた心地よ
い時間をお過ごし頂けるように、そして、世界で一番美しいジャズフェス
ティバルを目指して準備を進めてまいりました。
　この2日間、JAZZと一緒に街を歩きながら、あなたなりの大津の良さ、
音楽の素晴らしさをどうぞ見つけてください。

大津ジャズフェスティバル実行委員会一同

“大津発”の音にこだわりました
大津市民のミュージシャン
優先枠ステージを設けまし
た（JR大津駅前）。
さらにメインゲストのひと
つNabowaのメンバー 4人
の内3人が大津出身！

パートナー会場を充実
OJFの趣旨に賛同してく
ださった地元の企業やお
店が独自に企画・運営する
演奏やイベントが増えま
した。

OJF通年グッズを制作
一年間を通じて販売する
グッズとしてキーホルダー
とストラップを制作。
デザインはなんと各15種
類!

第三代実行委員長就任
第一代小山、第二代吉田に
続き、第三代神之口令子が
就任。
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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！

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28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？

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。

パートナー会場のオリジナリティを味わおう！
OJFが主催しないパートナー会場では、入場料やチャージが
必要なプログラムもありますが、OJFとひと味違った楽しみを
体験できると思いますよ。

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。
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Nabowa

纐纈歩美カルテット

ゲスト紹介

大野えり・若井優也DUO

大野えりプロフィール
名古屋出身。同志社大学卒。
学生時代よりライヴ活動を開始。3年の時、山野BIG BAND コンテストで審査員特
別賞を受賞。
1979年、日本コロムビアより〝Touch My Mind”アルバムデビュー。
以後、Hank Jones率いるGreat Jazz Trio との共演盤を含め、8枚のアルバムをリ
リース。
その他、DJ.Krushのアルバムに参加、〝ルパン3世”のエンディングテーマ、TVCM
〝真っ赤な太陽“等多岐に渡り活動。
抜群の歌唱力、温かなイントネーションで国内のみならず、海外のミュージシャン
からも賞賛されている。
2006年5月3日、通算9枚目となるNY録音盤〝Sweet Love“をリリース。
精力的にライヴ・コンサート活動を進めている。
YAMAHA音楽教室でVocalの講師もつとめている。
2006年NY録音盤〝Sweet Love”、2012年〝Eri Ohno Standards”に続き、2014年3月
16日、通算11枚目のNew CD〝Dialogue”（若井優也とのDuo Album）をリリース。

若井優也プロフィール
1986年1月14日愛知県名古屋市生まれ。
3歳よりヤマハ音楽教室に通い、ピアノを村上由里子氏、作曲・和声学を若林千春
氏に師事。
大学入学と同時にジャズ研究会に所属し、都内のライブハウスのジャムセッション
に通いながら独学でジャズピアノを学ぶ。
2005年第36回山野ビッグバンドジャズコンテストに慶應義塾大学ライトミュー
ジックソサエティの一員として出演し、バンドで優秀賞、個人で優秀ソリスト賞を受
賞。
これまでに6枚のアルバム「しあわせな森のジブリ」（2010年）「しあわせな夢のジ
ブ リ」「PianoでJazz!!」（2011年）「Piano Jazz The Beatles」（2012年）「Images」
（2013年）「神曲Jazz」（2014年） のプロデュースを手掛け多方面から大きく評価さ
れる。
2011年青木カレン（vo）とともにNHK教育テレビ（Eテレ）「3ヶ月トピック英会話・
歌って発音マスター！～魅惑のスタンダード・ジャズ編～」にレギュラー出演。2013
年同じくNHK教育テレビ（Eテレ）「囲碁フォーカス」にて大きく特集され反響を呼
ぶ。
現在、Woong San（vo）、Charito（vo）、大野えり（vo）、青紀ひかり（vo）、鈴木央紹
（ts）、小林鈴勘（尺八）、井上陽介（b）、原大力（ds）等のグループを中心に、様々な
セッション・レコーディングで幅広く活躍中。

京都を拠点に活動している4人組インストゥルメン
タル・バンド、Nabowa（ナボワ）。
現在までに4枚のフルアルバム、数枚のミニアルバ
ム、シングル、アナログ盤をリリース。
2010年5月、セカンド・アルバム『Nabowa』を発表、
「FUJI ROCK FESTIVAL’10」に出演。
2011年4月、シングル『SUN』を発表、夏には2年連
続となる「FUJI ROCKFESTIVAL’11」に出演。
2011年9月、数人のシンガーを迎えた非インストゥ
ルメンタル・アルバム『DUO』を発表。
2012年9月、サード・フルアルバム『Sen』を発表し、
「朝霧JAM2012」にも出演。
2013年1月、初となるライブアルバム『20120707』を発表。
2014年は結成10周年イヤーとして、6月に2年振りとなるフォース・アルバム『4』、9月に10周年
記念盤『Nabowa Meets Carlos Nino & Friends』を立て続けにリリース。
「FUJI ROCK FESTIVAL’14」をはじめ大型フェスへ多数出演し、10月には初の海外台湾公演を
行う。
2015年は「ARABAKI ROCK FEST.15」に出演、4月には昨年に続き台湾公演を行ない大成功を
おさめた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   www.nabowa.com

纐纈歩美プロフィール
1988年生まれ　岐阜県出身
トロンボーンを演奏する父の影響で、幼少の頃から、ジャ
ズ、ラテン、フュージョンに親しむ。
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、椿田薫氏に師事。
その後甲陽音楽学院名古屋校にてさらに音楽について学
ぶ。
この頃から岐阜、名古屋を中心にライブ活動を始める。
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。
ジャズオリジナル、クールジャズ、自身のオリジナルなどを
収録し、注目を浴びる。
2011年2ndアルバム「DayBreak」を発表。
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年ニューヨークでレコーディングした4thアルバム「Brooklyn Purple」を発表。
2014年前作に続き、ニューヨークにて収録した5thアルバム「Balladist」を発表。
自身でも初の挑戦となったバラード集は、リラックスした背景と奥深い音色が好評を得ている。
収録メンバーはDavid Hazeltine（Pf）、David Williams（Ba）、Lewis Nash（Ds）。

現在東京を中心に自己のリーダーライブや、様々なセッションのサポートとしても積極的に活動
中。
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。

纐纈 歩美（as）、佐藤 浩一（pf）、安田 幸司（b）、安藤 正則（dr）

10/18（日） 16:30 スカイプラザ浜大津 響

堀川 達（b）、景山 奏（gt）、川上 優（dr/pf）、山本 啓（vl）

10/18（日） 18:00 おまつり広場

大野 えり（vo）、若井 優也（pf）

10/17（土） 16:00 大津市民会館（大ホール）

（平成 27年 6月 4日現在）
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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

好きな楽器を手に
家族・友人と音を重ねる

ちょっぴり緊張した雰囲気
共に微笑み合えるあたたかい時間

いつも我が家はコンサート会場

4 20 525-0059
Tel 077-561-7820 -22 5279
Fax  077-561-7836 14 245

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。
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浜田博行プロフィール
大津市在住。大阪生まれ。
中学から吹奏楽団にてトランペットを始める。
高校時代にジャズと出会いクリフォード・ブラウンやマイルス・デイ
ビス、フレディ・ハバードに熱中する。
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
テレビ等媒体へ出演。また2枚のアルバムに参加。トランペットは井
口純夫氏、大阪フィルハーモニー交響楽団の橋爪伴之氏、ニュー
ヨークにてクラウディオ・ロデｯテイ氏、岡崎好朗氏に師事。ヴォーカルは浦千鶴子氏に師事。
ジャズ界の重鎮サックスの古谷充との双頭クインテットは結成10年を超える。
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、牧野竜太郎、マヤ・ハッチ、京都コンポー
ザーズジャズオーケストラ、C.U.Gジャズオーケストラ、ラルフ・ムーア、ピーター・ワシントンらと演奏。
人材の少ない日本人のジャズトランペッターの中で、サックスのジミー・ヒースからその演奏を賞賛さ
れる。
1996年大津市瀬田にジャズライヴハウス「ねこ」をオープン。国内外の演奏家を多数招き滋賀のジャ
ズシーンの核となる。2001年トランペットレッスンスタジオのある大津市堅田に場所を移し「ジャズプ
レースねこ」と名づけホームコンサート形式で ライヴを月1回程度のペースで開催中。
しがぎんジャズライブ、しがぎんビジネスクラブ、大津ジャズフェスティバルを始め数々のコンサート、
また企業の周年事業などの演奏を行う。
立命館小学校をはじめとする学校での音楽鑑賞会、図書館でのライブラリーコンサートなどにも出演。
第35回（平成22年度）滋賀県文化奨励賞受賞。
「滋賀ジャズの父」と呼ばれる。

浜田 博行（tp/vo）、五島 健史（tb）、平川 勝朗（pf）、平川 雅子（b）、小松 尚人（dr）

ベーシスト刀祢直和によって集められるジャズカルテット。活動
はJAZZ シーンだけでなくCLUBやROCKシーンにも広げ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。
今回は東京からSilent Jazz Case、Shima&ShikouDUO、のトラ
ンペッター島裕介をメンバーに迎え新たなサウンドに、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）、水上ダンヒル洋（dr）、藤川 幸恵（pf）、
鈴木 孝紀（b.cl/cl）、島 裕介（tp/fl）

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。

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/

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

ゲスト紹介

10/18（日） 13:00 大津市旧大津公会堂
10/18（日） 15:00 おまつり広場

10/17（土） 12:00 大津市民会館（大ホール）
10/17（土） 15:00 おまつり広場

浜田博行クインテット 西村有香里カルテット

TONE QUARTET+1 今西佑介セクステット

2010年６月に結成。
以来、関西のライブハウスのみならず、定
期的に東京や名古屋、沖縄へもツアーを行
い、様々なイベントやジャズ・フェスティバ
ルにゲスト出演するなど、精力的に活動を
続けている。
今西の作・編曲した曲を主なレパートリー
とし、「アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・

メッセンジャーズ」や「ワン・フォー・オール」を彷彿とさせるストレート・アヘッド
なスタイルの楽曲で幅広いファン層に支持される。
メンバー全員が関西屈指の実力派ジャズ・ミュージシャンであり、それぞれのソロ
もこのバンドの大きな魅力の一つだが、やはり三管編成の重厚なアンサンブルと
多彩なアプローチを最大の売りとしている。
2011年に「CRISP」、2012年に「WAYFARER」2014年に「WEATHER」と3枚のＣＤを
リリース、現在4枚目のCDの製作に取り掛かっており、今後も要注目のバンド。

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）

10/17（土） 13:00 大津市民会館（大ホール）
10/17（土） 15:00 大津市旧大津公会堂

10/18（日） 15:00 大津市旧大津公会堂
10/18（日） 17:00 おまつり広場

医療法人社団　新緑会

０７７－５２２－２１５３
〒520-0043 大津市中央一丁目６－１８

☆この冊子をご持参の方、ランチ注文時のセット
　ドリンクサービス(10/17～11/18まで )

〒520-0043
大津市中央 1丁目6-18　森井眼科ビル1F

077-574-7068
定休日　日・祝 (ジャズフェス開催の18日は営業！）
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■ 資料請求・お問合せ

www.star-music.jp

検索スター音楽学院

■詳しくはこちら

電話
〒604-0956  京都市中京区等持寺町26-1-508
スター音楽学院  京都本部 

S T A R  M U S I C  A C A D E M Y

●ボイストレーナー養成講座
PopsやRock、歌謡曲などポピュラー音楽に特化した最新のカリキュラムで皆様を
本物のボイストレーニングのインストラクターへと育成します。受講は毎月1回第3
土曜日、JR京都駅八条口そばのスタジオです。ボイストレーニングの理論と実践、
ボーカル指導の基礎、楽譜の読み方、さらにピアノ実習と充実したカリキュラムを
ご用意しました。教材はDVD教材13巻、テキスト、ヤマハ電子ピアノも付いてきます。
詳しくは事務局までお問合せ下さい。

●ボイストレーニングコース
毎月1回のレッスンであなたの歌をランクアップ！しっかりとした音程、音域の拡大、
確実なリズム感を身につけるRock、Pops、Jazzのボーカリスト必修のボイストレー
ニングです。
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ボストン・バークリー音大卒の朱（ピアノ）・栗田
（サックス）の帰国をきっかけに既に様々なジャ
ンルで活躍中のミュージシャンが集まり2005
年 に結成、関西を拠点にジャズ・フュージョン・
ラテン・ファンク・ゴスペルやプログレッシブ
ロック・アフリカ音楽を掘り下げている幅広い
音楽性を 持ったメンバーで構成されている。
メンバー全員が曲を書き、モダンでクールなク
ラブ・ジャズとは一線を画すエネルギッシュな
演奏スタイルでクロスオーバー・ジャズを現代の感覚で 蘇らせたオリジナル曲の数々
は「胸が熱くなる」「景色が見える」を合い言葉にステージをお祭り騒ぎへと変貌させ京
阪神を中心に全国で幅広いファン 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、セカンドアル
バム〝West-side Hill〞をリリース、そして2015年3月にはビクター・エンターテイメントよ
りサードアルバム〝Feira〞でメジャーデビューを果たし各紙より賞賛 を受ける。

http://vermilionfield.com

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

ゲスト紹介

10/17（土） 13：00 JR大津駅前　 【ふたりバーミリオン】
10/17（土） 15：00 大津市民会館（大ホール）

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言う
ものに衝撃を受ける。
そして高校生の頃に
RayBryant.OscarPeterson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月にファーストアルバム中山瞳Trio「Perdido」が全国発売になる。
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。

中山 瞳（pf）、光岡 尚紀（b）、引田 裕路（dr）

10/18（日） 14：30 スカイプラザ浜大津 響

Vermilion Field

中山瞳Trio

WAIWAI STEEL BAND / 
ワイワイスティールバンド

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

10/17（土） 18：00 おまつり広場

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、中学に入り本格的にク
ラシックピアノを岡田千秋氏に師事、京都華頂女
子高等学校 音楽科へ入学。その後、相愛大学音楽
学部器楽学科に進む。その頃ジャズに出会いAN 
music school京都にてジャズピアノを亀田邦宏
氏、アンサンブルをベーシスト石橋敬一氏、その
他、ドラマー堀尾哲二氏に師事する。
卒業と同時に京都祇園『CANDY』にてライブ活動
をスタート。同時にWestin Miyako Hotel kyoto ロ
ビーでの週4日レギュラー演奏を数年間務め、そ
の影響で海外に興味を持ちニューヨーク、カナダ
などのJAZZClubに遊びに行ったりして刺激を受
ける。
2014年1月13日には念願の1stアルバム「Deep blue」深い海の気持ち～を発売。KBSラ
ジオ京都、『武部宏の日曜トーク』や、MBSテレビ『ちちんぷいぷい』などメディアにも出
演。現在、オリジナル楽曲を中心に様々な海外アーティストともセッションをしている。

小野 あさみ（pf）、有福 珍（Eb）、村上 友（dr）

10/18（日） 13：30 スカイプラザ浜大津 響

小野あさみPiano Trio
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小柳淳子プロフィール
大阪府出身。高校時代はハードロッ
ク・ヘヴィメタルバンドを結成、学園
祭等で活躍。関西外国語短期大学卒
業後、会社勤めの傍ら社会人ポップ
スバンドに参加。1995年京都の老舗
ライブハウス「CANDY」にてジャズシ
ンガーデビュー。以来関西で数多く
のミュージシャン達と共演。活動の場
はライブハウス、イベント演奏、レ
コーディングワーク等、多岐にわたる。
2011年8月、韓国「テグ国際ジャズフェスティバル」出演。
スィンギーに、ブルージーに、且つファンキーなナンバーも得意とする自由な歌唱
スタイルで、幅広いファン層の支持を得ている。

歌うギター、笑うベース、踊るピア
ノ、陽気な3人組からなる関西発
エンターテイメントスウィング
Show ！！ 
2010年冬「ハッピーじゃなきゃス
ウィングじゃない！！」を合言葉に
大阪下町の飲み屋にて結成。
スウィングジャズが大衆音楽で
あった古き良き時代のスウィング
ナンバーをこよなく愛し、ルーツに根ざしたサウンドとファッション、様々なエッセン
スを内包した奇想天外なアレンジで独自の世界を展開、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！
エビバデClap！せーのでStomp！！あなたのハートにSwingin' ！！！
ピアノ担当イダカの故郷マザーレイク滋賀で今年もクラストは暴れまくります！！
2015年5月に3枚目のアルバム「スイングキネマ」をリリース。

小柳 淳子（vo）、あかぎ しほ（pf）、坊や（b）、鈴木 泰徳（dr）

高田 亮介（g）、井高 寛朗（pf）、斎藤 一郎（b）

ピアニスト葭葉愛子、テナーサックス奏者今井晴萌を
中心としたプロジェクトバンド。
葭葉愛子によるオリジナル曲を中心に演奏しており、
独自の世界観を持つ楽曲、プレイに定評がある。
2人とも関西出身ながら、東京にて意気投合し発足し
たプロジェクトであり、現在東京、大阪と東西を行き来
しながら活動している。
今回は関西屈指のベーシスト、衛藤修治、東京で活躍
中の気鋭若手ドラマー、井上優を迎えてのステージ。
必聴！！

葭葉 愛子（pf）、今井 晴萌（ts）、衛藤 修治（b）、井上 優（dr）

ゲスト紹介

10/17（土） 14:00 大津市民会館（大ホール）
10/17（土） 17:00 おまつり広場

バンドプロフィール
Jazzシンガー宮藤晃妃リーダーバンド。スタンダードを中
心とし、力強く、時に優しく歌い上げながらバックではピア
ノ笹井真紀子のアレンジがクールでそれぞれの個性を光
らせる。
昨年6月に発売された宮藤晃妃ファーストアルバム
「That's Life」のレコーディングメンバー。
今回サックス篠崎雅史をゲストに加え更に重厚なサウン
ドに。

宮藤晃妃プロフィール
Jazzスタンダードを中心に映画音楽、Pops、R&B、唱歌な
どいろんなジャンルを歌いこなす。関西の重鎮サキソフォンプレイヤー古谷 充氏に師事｡  
2013年「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」にてグランプリ獲得。
2014年６月にファーストアルバム「That's Life」をリリース。 
ソロ活動以外でも、Jazzでは珍しいボーカル阪井楊子とのデュオユニット〝Gee Baby〞を
結成。好評を得ている｡アメリカともJazzで交流をもち日本でワークショップを開催したり
独自のボーカルスクール「Gee-Baby Music」にてシンガー養成にも力を注いでいる。
現在、関西一円のホテル、ラウンジ、イベント、ライブハウス等で活躍中。名古屋、福岡な
どでのライブ、神戸市のイベントなどにも参加し活動の場を広げている。

http://miyafujiaki.himegimi.jp/

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

10/18（日） 12:00 大津市旧大津公会堂
10/18（日） 15:30 スカイプラザ浜大津 響

10/17（土） 13:00 大津市旧大津公会堂
10/17（土） 15:00 baar musica tio 【今井晴萌 葭葉愛子 Duo】

10/18（日） 16:00 琵琶湖ホテル バー桃山

Clap Stomp Swingin'

葭葉愛子 今井晴萌 Project Band

奥様キングス 宮藤晃妃カルテット with 篠崎雅史
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Crazy Ponchi
with Tomo

大津JAZZ
FUNK GROOVE!!

Kiyoko & Eriko
Piano Flamenco

ShuU けいほ・まゆどんDuo♪ リベラル
ジャズトリオ

Σ Spirits Jazz
Society 2015 奥様キングス

サナエとサトル
～おんぷ と ギター♪～
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baar musica tio

葭葉愛子 今井晴萌
Project Bandふたりバーミリオン

J.SWING

the Strange Brass

The Sun Clover

THAT’S ON

アプレミディ

むじか・とれぇす

すっぴんおふ

井戸端JAZZ倶楽部

Street No Chaser

風流亭六弦じゅん

アルデンテ

Ｎanotango

さわら

滋賀 FUNKY JAM

川上弦太バンド

chicken souL

幸バンド

Free Dimension

SKB3

オービーズ

ALLTone

SAXY Y’s SOUL

なみもりドロップス

TONE QUARTET + 1

TKF

中央小学校金管バンドクラブ
FJB FUJIMI Jr. Band

Vermilion Field

TONE QUARTET + 1

今西佑介セクステット

蛭子山ホームズ

今西佑介セクステット

Soul of Lake

アンティーズ

空（SOLA）

大垣トリオ

ふたりEB-4

おみえどんと
グリニッジーず

ORB

Add Flavor

Y’s Band ＧＢジャズ楽団 福原大毅クインテット Wi-Tech Project.大野えり・若井優也DUO

ANUNA

今井晴萌 葭葉愛子Duo

おっくん

OJFスタンプラリー

まずはシートを
手に入れよう！！
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そ　大津市旧大津公会堂
な　大津市民会館(大ホール)
に　おまつり広場

会場リスト
一般会場

パートナー会場

A　レインボーミュージックスクール
B　パーンの笛
C　ギャルリーオー
D　KASCLE
E　ブロッコリー

F　洋酒喫茶 45
G　しがぎんホール
H　メグミ
さ　どない屋
せ　スカイプラザ浜大津 響

昨年に引き続き、今年も『ＯＪＦスタンプラリー』をやってます。
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

『ＯＪＦスタンプラリーシート』をゲットしてくださいね！！
（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！！

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！

10/17㈯13：00～17：00日時

大津百町館場所

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とお考えください。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なのです。今年はホストが首を長くして
待ってるかもね＾＾?

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

10月17日18日の両日、『じゃず
力車（人力車）』がおまつり
広場を基点に駆け巡ります。
会場への移動や大津の街
の探訪にぜひご利用くださ
いね。

『じゃず力車』！！
見つけたら乗るべし！
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●10月17日㈯ 会場

JR大津駅前 そば處 やま喜

14：00~ Jazz

本郷 景子(vo＆pf)、松本 真由美(g)
Jazzのスタンダードナンバーを ほんわか愉快にお届けします♪

けいほ・まゆどんDuo♪12:00~ その他12：00~ Jazz

美和(sax)、谷尾 芝保(pf)、杜若 伸紀(dr)、高木 直(b)
結成５年目のバンドです。大津市出身メンバー 0/4、大津市在住メンバー
3/4！、そして大津市大好き＆大津JAZZ大好きメンバー 4/4！！楽しく
JAZZやっています。気軽に聴きにきてください。お待ちしています！

あづにゃんかるてっと

15：00~ Jazz

金井 聖宜(g)
ジャズスタンダード曲を中心にギター１本で演奏します。

金井 聖宜

16：00~ Blues

おっくん(g)
大阪は枚方から参りました“おっくん”42歳です！
アコースティックギターで主にブルースなど弾き語ります！
ブルースなメロディに乗せて、日頃の憂さ、鬱憤を晴らしますよ！
魂のボーカルと、アコースティックギターな響きに酔いしれてくださ～い！

おっくん

17：00~ Pops

ミセスパンプキン(vo)、ミーナ(vo)、ヨコチン(pf)
陽気なマダム達がお届けする、少し懐かしいpops！！
1970年代の音楽で、青春リバイバル！！

マダムコパン

14：00~ Pops

ShuU(g&vo)
ShuU

2011年夏活動開始、滋賀県在住のシンガーソングライター。2014年にオ
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。
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。フォーク世代から若者まで楽しめる癖になる音楽をお届けし
ます。

15：00~ Pops

サナエ(vo)、サトル(g)
ボーカルとギターのデュオです。オールディーズのナンバーやカントリー
ミュージック、映画音楽など、ギターの音色と歌でお届けします。聴いてくだ
さる皆さんのところへ色んなおんぷ♪が届きますように。。♪( ´▽｀)

サナエとサトル～おんぷ と ギター♪～

16：00~ Jazz

ジョー(g)、中村 浩(dr)、真多 美恵(key)、小谷 誠一(b)、ミサ(vo)、横井 俊浩(sax)
J.SWINGは大津ジャズとともに誕生し成長してきた滋賀県人のバンドで
す。今年で７回目、大津駅前では５年ぶりの演奏です。今回はここ大津駅
周辺を荒らしまわっていた元悪ガキ・中村浩のドラムにのせてのスタン
ダードジャズの演奏となります。ジャズと大津を愛する私たちの演奏をお
聴きください。

J.SWING

あ い

13：00~
朱 恵仁(pf)、栗田 洋輔(ts)

ふたりバーミリオン

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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真常寺

え
大津教会

12：00~ pops、jazz、映画音楽

田口 菜穂美(vo&uke)、武藤 ケンイチ(vo&g)、伏見のジョン(vo&h)
2002年結成。絶妙のハーモニーを奏でるトリオ。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を続けてい
ます。メンバー伏見のジョンが奇跡の復活で、大津ジャズに帰ってきます！

むじか・とれぇす12：00~ Jazz

エルビス佐々木(tb)、ライオネル阪東(tb)、ペネロープ豊田(tb)、
レイチェル永田(tb)、グーフィー廣瀬(tb)、チャールストン吉田(tb)、
カルロス岸本(tb)、デーモン徳井(perc)
結成９年目！いつの間にかけったいなトロンボーンメンバーがこんなに集
まっちゃいました。聴いて楽しい見て面白い！！音楽はチャレンジだ！

the Strange Brass

13：00~ Pops

ゆかり(vo)、ソフィア(vo)、おーるど(pf)、りんちゃん(g)
オフコースを女性ボーカルでカバーするアコースティックユニットです。
近江を代表する（？）ツインボーカルをお楽しみください。

すっぴんおふ
13：00~ Fusion

塩澤 静香(g)、森田 知恵(key)、守安 志織(b)、小出 直史(dr)
jazzやfunk、fusionで活躍する個性あるメンバーが集まった、結成一年目
のバンドです！グルーヴを楽しんでください！！

The Sun Clover

14：00~ 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。京都を中心に、関西で活動中。

cumomo
14：00~ Jazz

秋山 寛太郎(pf)、吉田 一生(b)、色川 裕三(dr)、安田 あきら(ts)
ピアノを中心とした、スタンダードJazzトリオです。☆
モットーは明るく楽しく、元気よくで頑張っています。Jazz以外にも、日本の曲な
ども取り入れた曲目を披露しますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。

リベラル ジャズトリオ

15：00~ 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）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、関西一円の音楽祭・イベント等にも出演。Jazyy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

15：00~ Jazz

美和(sax)、谷尾 芝保(pf)、杜若 伸紀(dr)、高木 直(b)
結成５年目のバンドです。大津市出身メンバー 0/4、大津市在住メンバー
3/4！、そして大津市大好き＆大津JAZZ大好きメンバー 4/4！！楽しく
JAZZやっています。気軽に聴きにきてください。お待ちしています！

あづにゃんかるてっと

16：00~ Jazz

岩岡 眞弘(g)、松原 あおい(tp)、佐藤 大輔(ss)、安井 牧(cl)、
杉 美奈子(vo)、安河内 大介(vo)
めだかです。いつもお世話になっております。
今年もエントリーさせて頂きます。よろしくお願い致します。

Street No Chaser16：00~ Rock、Pops、Oldies

Teddy Kaz(vo)、マッサン(dr)、コーチャン(fl)、チーチャン(b)、
せいちゃん(vo)
大津京都在住の腕前より音楽大好きなOver 60のグループ

THAT’S ON
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酒・酎・音　はやし

12:00~ その他

き
平井酒造

12：00~ Latin

Hiroshi Noguchi(g)、Mithyl Nakamura(bnd:バンドネオン)
いぶし銀のギタリストと駆出しバンドネオニスト。
年齢差ダブルスコアな二人がTango、POPsを中心とした音楽を奏でます。

Ｎanotango12：00~ Jazz

マリーン(vo)、ヨンあらかわ(g)、keiko(pf)、OgawaH(b)、coca(perc)
聴いて楽しむだけでなく、奏でて楽しむ私たち！応援してくださる方々あっ
ての私たち！年来の友情で結ばれた音楽仲間のスタンダードJAZZ！しば
し、お楽しみいただければなによりです！

井戸端JAZZ倶楽部

13：00~ Pops

Ayako(sop)、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13：00~ Flamenco jazz

小島 季代子(pf)、Eriko(perc)
ピアノとパーカッションでフラメンコを演奏しています。ジャズやラテンの
エッセンスもたっぷり織り交ぜて、ギターとはひと味違った独自のフラメン
コサウンドでお届けします。

Kiyoko & Eriko Piano Flamenco

14：00~ Roots music

風流亭六弦じゅん(g)
ジャズ、ブルース、カントリーといった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アコースティックギター一本で楽しく演奏いたし
ます!

風流亭六弦じゅん14：00~ Pops

奥田 俊幸(g)、浅井 伸之(g)
男性アラフォーアコースティックデュオの空（SOLA）です！関西を中心に活
動してます。主に洋邦のポップスやジャズなどのコピーと、数曲のオリジナ
ルをやっております。アコースティックギターのアンサンブルと、天使の歌
声による絶妙なコーラスワークに酔いしれてくださ～い！

空（SOLA）

15：00~ Jazz

key(vo)、yurugi(g)、junko(key)
滋賀、京都で活動中のアコースティックユニット。
オリジナルからカバーまで幅広くお届けします。

アルデンテ15：00~ Pops

大垣 雅晴(vo)、増山 守(g)、小出 一真(g)
現役外科医三人でやってます。うち二人は滋賀県内の病院に勤務してい
ます。普段はブルースロックを基調としたバンドで演奏していますが、トリ
オではインストあり昭和歌謡ありオリジナルフォークソング？ありで変幻自
在にいろいろ挑戦しています。

大垣トリオ

16：00~ Jazz

奥平 ともあき(g)、小島 季代子(pf)、Eriko(perc)
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！
ジャズでは珍しいギターとピアノ、パーカッションという編成から繰り出す
サウンドも見物です！

奥平ともあき×小島季代子×Eriko
16：00~ Jazz

ZAZOU(g)、浅嶌 周造(pf)
滋賀・京都でそれぞれ活動している二人が、長年一緒にやっているピアノと
ギターのジャズデュオです。息の合ったインタープレイをお楽しみください。

ふたりEB‐4
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公益財団法人

公益財団法人
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大津祭曳山展示館前

け
baar musica tio

14：00~ Jazz

Tatsuya Kokubu(as)、Noriaki Kunikane(pf)、
Rintaro Terada(dr)、Naoto Sakai(b)
ANUNAは京都の学生を中心としたバンドで、従来のジャズから最新の
ジャズ、オリジナルなどを幅広く取り上げて演奏しています。皆様に今まで
のジャズとは違った新しい雰囲気をお楽しみいただければと思います。

ANUNA

15：00~

今井 晴萌(ts)、葭葉 愛子(pf)
今井晴萌 葭葉愛子Duo

12：00~ Jazz

坂田水 雅子(vo)、谷口 武(vo)、北脇 久士(g)、奥谷 崇(b)、木曽 稔之(dr)
笑いあり涙ありのボーカルデュエットユニットです。スタンダードジャズを
中心にお届けします。

天敵ズ

16：00~ Jazz

和久井 カツヒデ(g)、鷲尾 和哉(b)、小柳 順子(pf)、はせお(dr)、三原 朋子(vo)
Baar Musica TioのSession Host Memberによって結成されたJazz Band。
一味変わったJazzを大真面目にふざけて演奏する。更にGuest Musisanに
２人の女性のVo,Pfが加わることによって多彩なSoundに。

Crazy Ponchi with Tomo

13：00~ Jazz

岩崎 恵(pf)、佐伯 洋一郎(ts)、富樫 拓馬(b)、吉田 匡志(dr)、おみえどん(vo)
京都で一番小さなJazz Liveのお店“グリニッジハウス”のけいちゃんと
JAZZ仲間で組んだユニット“グリニッジーず”と、Vocal“おみえどん”です。
よろしくお願いします。

おみえどんとグリニッジーず

17：00~ Smooth jazz

川上 弦太(as)、武内 薫央(g)、浅野 晶(key)、藤山 剛(b)、阪井 ちょく(dr)
京都、大阪のライブハウスやイベントを中心に活動しています。シャカタク、
エリックマリエンサル、デイブコーズ、などおしゃれでポップなスムースジャ
ズをたっぷりお届けします。歌うようなサックスをぜひお楽しみください。

KYOTO SMOOTHJAZZ PROJECT

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
楽しんでいます。

ORB

18：00~ 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・トロンボーンがメインのクインテットです。
京都や滋賀などのライブハウス・レストラン、各地のジャズフェスなどで演
奏しています。

ユカ☆&Friends

15：00~ Fusion

kayo(sax)、村上 友啓(g)、岡崎 伊佐央(b)、有吉 崇郎(pf)、色川 裕三(dr)
jazz、Funk、Fusionなどのカバーやオリジナル曲で活動中です☆
個性的な楽曲とさわやかで情熱的な演奏でお楽しみください。

Add Flavor

16：00~ Jazz

カナヤン(ts)、ちいこ(as)、Matchan★(ts)、筈井 源一(ts)、トミー(ts)、
本城 敦史(as)、坂平 和代(as)、黒ボンバー(ts)、ゆかり(pf)、
秋山 としはる(b)、吉田 匡志(dr)
関西を中心に活躍されているテナーサックス奏者・西村有香里さんに師事してい
る京都・滋賀のサックス愛好家が集まったグループです。スタンダードなジャズナ
ンバーを心を込めて演奏したいと思います。

Y’s Band

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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京阪浜大津駅前

し
スカイプラザ浜大津 スタジオ1

12：00~ Gospel

岩脇 恵子(sop)、大西 澄子(sop)、清水 隆子(sop)、マリちゃん(sop)、藤居 キヨ子(sop)、
松林 和子(sop)、宮本 美佐江(sop)、横田 亜基子(sop)、品川 洋子(sop)、ななえ(sop)、
津谷 美月(sop)、宇野 正美(mez)、かりんとう(mez)、山田 千恵子(mez)、
大石 依子(【声楽】メゾアルト)、辻 チフミ(【声楽】メゾアルト)、
宮本 寿美子(【声楽】メゾアルト)、今北 芳子(alt)、kana(alt)、坪内 俊明(alt)、
徳永 貴子(alt)、沼ちゃん(alt)、米川 麻美(alt)、津谷 美雅子(alt)、竹下 明男(alt)
Soul of Lakeは、５年前に大津市民会館主催のゴスペルワークショップに
参加したメンバーが、ゴスペルをもっと楽しみたいとの熱い思いで結成さ
れたゴスペルクワイアです。現在、10代から70代までの約40人のメン
バーにより大津市を中心に活動しており、ゴスペルの楽しさや素晴らしさ
を多くの人々に知っていただくため、地域のイベントにも積極的に参加し
ています。

Soul of Lake12：00~ Fusion

森田 幸(vo)、半谷 譲(vo)、羽根 正巳(g)、斎藤 啓志(pf)、
高木 賢二(perc)、柳井 崇(dr)、森田 達也(b)、坂田 寿士(key)
カーペンターズ等の聞きやすいPOPSからフュージョンまで。夫婦を中心と
したユニットです。聞き覚えのあるボーカル曲を中心に構成しています。円
熟のリズムセクションがボーカルを包みます。

幸バンド

13：00~ Gospel

リーダー(alt)、きたっち(alt)、ABちゃん(alt)、もっち(alt)、村もっちゃん(alt)、
たみちゃん(mez)、GOぴる(mez)、よっしー(mez)、りえちゃん(mez)、ゆきっぺ(mez)、
ONちゃん(sop)、やっちょこ(sop)、まゆみん(sop)、さっちゃん(sop)
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。

私たちは音楽を通して皆様に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です！立命館大学びわこ・くさつキャンパスを
活動拠点とし、滋賀や京都の地域のお祭り、LIVEに出演させて頂いており
ます！

アンティーズ

13：00~ Rock

後藤(g&vo)、杉本(dr)、岩澤(ba&key)
プログレRockを突き進めるトリオバンドです。
今年もRUSH Coverで突き進みます！

Free Dimension

14：00~ Funk

落合 祐介(as)、倉橋 浩二(g)、福谷 さちこ(key)、岩井 こーた(b)、辻川 郷(dr)
県内でマンスリーで行われている話題のFUNKセッション『滋賀FUNKY 
JAM』！！このセッションのホスト陣が中心となって浜大津駅にFUNKの旋
風を巻き起こします！滋賀を中心に関西一円で活躍中のメンバーによる強
烈GROOVEをお楽しみください☆

滋賀 FUNKY JAM

15：00~ Fusion

川上 弦太(as)、中尾 太一(g)、浅野 晶(key)、伊藤 貴史(b)、阪井 ちょく(dr)
今や絶滅危惧種ジャンルの日本のフュージョン、とりわけT-SQUAREの曲
を中心にお送りします。メンバーそれぞれの卓越したテクニックと安定感
あふれるグルーブをお楽しみください。

川上弦太バンド

16：00~ Funk

今井 チカラ(g&pf&vo)、木佐貫 洋平(b)、SLAB 浅野(dr)
chicken souL = 今井チカラの音楽活動の総称。solo～trioなど、その時々
でメンバー・編成を変える。SOUL、ROCK、JAZZなどを織り交ぜ独自の
FUNKを探求。

chicken souL

14：00~ Jazz

おでんくん(as)、いおりん(as)、やかん(ts)、なおやん(ts)、
ほりでー(bs)、さわさん(tb)、のりさん(tb)、おせち(tb)、もも(tb)、
てぃふぁーる(tp)、かなこ(tp)、こじこじ(tp)、みわ(tp)、
たむちゃん(tp)、えび(pf)、ひびちゃん(g)、じょも(b)、JJ(dr)

Σ Spirits Jazz Society 2015
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す
スカイプラザ浜大津 スタジオ2

12：00~ Fusion
大澤 秀人(dr)、森岡 隆介(g)、村井 智樹(g)、池田 謙信(b)
ジャムセッション大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。演奏曲はROOM335（ラリーカールトン）・SPAIN（チッ
クコリア）などインスト曲中心で演奏します。今回ジャズフェス初参戦、トッ
プバッターということで若干緊張気味ですが一緒に楽しんでもらえたらと
思います。よろしくお願いします！

ALLTone

15：00~ Bigband

たなか(as)、たなふる(fl)、いちのせ(as)、おがわ(as)、かねこ(dr)、
つのだ(bs)、わだ(dr)、ぴあわき(pf)、なかひら(tp)、まつお(g)、
ぴあもと(pf)、きぬがさ(as)、かそり(ts)、たかぎ(b)、ながたきや(ts)、
おおた(バストロンボーン)、よこよこ(as)
結成から数年、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しています。
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。
そういうビッグバンドですので、いわゆるうまさを求めるよりも、聴いて頂
ける方に“大人の必死”を楽しんでもらえますよう、楽しんで頂けたらと思
います。　

Unnamed JAZZ Babies ～名もなきジャズの子たち

13：00~ Fusion

酒井 康充(ts)、藤野 恒二(g)、井高 寛朗(pf)、大嶺 泰史(b)、上田 高史(dr)
サックスプレーヤー酒井康充を中心に結成されたフュージョンバンド。メ
ンバーがそれぞれ書き下ろした渾身のオリジナル曲を時にはアグレッシ
ブに、時にはメロウに奏でます。

SAXY Y’s SOUL

16：00~ Bigband

坂田 雅枝(as)、こやぴい(as)、秦 ゆり(ts)、吉仲 正記(ts)、
高居 裕香(bs)、石川 洋輔(tb)、白石 栄利(tb)、小栗 直美(tb)、
磯野 哲至(tb)、藤田 尚孝(tp)、横尾 昌二郎(tp)、原田 拓子(tp)、
三谷 如也(tp)、海野 哲朗(tp)、田中 雄紀(pf)、原 由希子(g)、
砂川 雅城(b)、笹山 大輔(dr)
今年10周年を迎えるバンドです。関西を中心にライブ、イベント出演など
の活動をし、モダン＆コンテンポラリーなナンバーを演奏します。

ＧＢジャズ楽団

14:00~ Fusion
米澤 光由(g)、下村 和弘(b)、二木 哲也(dr)
トリオでインストゥルメンタルのオリジナル曲を演奏します。ジャンルは一
言では表せられない、ハードロック、プログレ、ブルースを融合したエキサ
イティングな楽曲です。SKB3は結成してようやく１年ですが、様々な音楽
経歴を持つメンバーで構成されたバンドです。よろしくお願いします。

SKB3

15：00~ Rock
ヒラピー(g)、ウッチャン(dr)、リサ(key)、うじろくん(g)、よっっちゃん(vo)、サイトウ(b)
気ままに自由に音楽を楽しんでいる『オービーズ』年齢問わず、ジャンル問
わずでどんな曲にもチャレンジして感性を磨いています。
音を感じ体で伝える♪親父バンドです。

オービーズ

16：00~ Funk
西村 靖博(g)、黒田 雅之(ts)、福谷 さちこ(key)、中井 民雄(b)、芝原 秀司(dr)
滋賀のジョンスコこと西村靖博を中心に結成されたスペシャルユニットによる
スーパーセッション!! JAZZ FUNKの強烈なGROOVEが嵐のごとく吹き荒れる
こと間違いなし！これはぜったい見逃せない!!大物ゲストの参戦もあるかも？！

大津JAZZ FUNK GROOVE!!

10
月
17
日
㈯
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年長～中3対象

077-579-7111

そ

●10月17日㈯ 会場

大津市旧大津公会堂

な
大津市民会館（大ホール）

12：00~ Jazz

ZAZOU(g)、浅嶌 周造(pf)、小林 道治(b)、戸田代 武(dr)、
西村 有香里(ts)

EB-4 feat 西村有香里

14：00~ Jazz

尾崎 中哉(g&vo)、濱 栄人(f.mand＆chor)、
坂庭 寛悟(cl＆chor)、田村 豊(wb＆chor)
結成10年、相変わらず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。結成当時の演奏曲を再アレンジ、これもまたひと味…。

蛭子山ホームズ

15：00~

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

16：00~ Jazz

福原 大毅(g)、森本 輝久(pf)、鳥山 万紀子(b)、今北 有俊(dr)
日本全国で活動中の社会人ミュージシャンが集まり、結成。
JAZZギタリストもとい「エフェクタリスト」である福原大毅をリーダーに、
新しい可能性に挑戦。

福原大毅クインテット

12：00~

刀祢 直和(b)、水上 ダンヒル(dr)、藤川 幸恵(pf)、
鈴木 孝紀(b.cl&cl)、島 裕介(tp&fl)

TONE QUARTET + 1

13：00~

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~

小柳 淳子(vo)、あかぎしほ(pf)、坊や(b)、鈴木 泰徳(dr)
奥様キングス

15：00~

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

Vermilion Field

16：00~

大野 えり(vo)、若井 優也(pf)
大野えり・若井優也DUO

ゲスト紹介ページをご覧ください。

13：00~

葭葉 愛子(pf)、今井 晴萌(ts)、衛藤 修治(b)、井上 優(dr)
葭葉愛子 今井晴萌 Project Band

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。

10
月
17
日
㈯

●グッズ販売
●本　部
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2015.12.31
22:30~

今年も年越しは

■場所：三井寺境内・金堂前　■演奏：三井の晩鐘 スペシャルセッション

大晦日
１１月２３日（祝）膳所生涯学習センター

ダンディ・デュークス
５０周年記念コンサート 第三弾！！

１３時開場　１４時開演　入場料５００円

BONDS COMPANY
つなぐ、むすぶ、信頼のネットワーク

株式会社　ボンズカンパニー
滋賀県大津市比叡平２丁目５２－１８ TEL:077-529-8111

http://www.bonds-c.com
貨物輸送事業  インテリア内装事業  保険代理業  人材派遣業

に

●10月17日㈯ 会場

おまつり広場

16：00~ Jazz
田口 ひかる(as)、田尻 智大(ts)、渡辺 梓(as)、上田 知世(ts)、松平 大(bs)、
塩原 秀典(tb)、小野内 勇人(tb)、田中 優子(tb)、湯川 英之(tb)、大槻 寿彦(tp)、
関 篤志(tp)、島崎 悠介(tp)、田中 麻未(tp)、佐藤 順(dr)、島元 篤彦(pf)、野本 悟史(b)
こんにちは！Wi-Tech Project.(ワイテックプロジェクト）です！当バンドは早稲
田・慶応・明治のビッグバンドサークルの同期を中心として発足し、早４年に
なります。年に４～５回、日本各地のジャズフェスティバルやパーティー演
奏、自主開催ライブ等精力的に活動しております。今回は大阪、北海道、金沢
に続き４度目の演奏旅行になります。応援のほどよろしくお願いいたします！

Wi-Tech Project.

13：00~ Gospel

宮崎 拓也(vo)、境木 早苗(vo)、奥 恵美(vo)、前川 明香(vo)、
梅村 大嗣(vo)、植平 美和子(vo)、角井 邦大(b)、佐野 圭太(g)、
岡田 弘志(dr)、村井 歩(key)、角井 裕美子(as)、吉瀬 由佳子(as)、
末吉 春奈(tp)、牛谷 梓(tb)
ご来場の皆さまとともに大津ジャズフェスを楽しみたいと関西各地から集
まったバンドです。みなさんがよく耳にする曲をアレンジしお届け致しま
す。お時間のあるかぎり大津ジャズフェスをお楽しみ頂ければ幸いです。

ＴＫＦ

12：30~ Marching band

まぐみ(tp)、ことみ(tp)、もね(tp)、あんじゅ(tp)、はやと(tp)、
ゆうか(tp)、まな(tp)、わこ(tp)、ゆあ(tp)、みお(tp)、まお(tp)、
さほ(tp)、あいる(tp)、あさき(tp)、まい(Alt hr)、りんな(Alt hr)、
まほ(Alt hr)、かずは(tb)、みすず(tb)、かな(euph)、ゆい(dr)、
みのり(dr)、ゆいね(dr)、あやか(dr)、ももか(dr)、れお(dr)
小学生のマーチングバンドです。メンバーは大津、草津、京都から集まっ
たマーチングの大好きな元気な小学生達。毎週土曜の午前中、富士見
小学校をお借りして、練習させていただいています。昨年結成10周年を
むかえ、今年5月10日には10周年記念演奏会をびわ湖ホールにて開き
ました。新たな一歩を歩み始めたFJB。ますます、がんばります！

FJB FUJIMI Jr. Band

12：00~ Brassband

４年生(８名)、５年生(18名)、６年生(４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。今年度は、30人
でクラブをスタートしました。半分が初心者、残りのほとんどが２年目の
メンバーですが、みんなで教え合いながら仲良く練習し、８月２日の地
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。聴いてください。

中央小学校金管バンドクラブ

1965年に大津市で結成され、おかげさまにて本年結成50周年を迎えさせて
頂きました。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。

19：00~ Bigband

大原 清仁(as&コンサートマスター)、岡本 藍(as)、長谷川  友絵 (as)、梶原 久嗣(ts)、
草川 一彦(ts)、河端 隆志 (tp)、森田 良和(tp)、羽田 和明(tp)、小池 雅典(tp&vo)、
竹中 温子(tp)、酒井 千庫(tp)、中村 巧(tb&バンドリーダー)、大釡 章代(tb)、木田 巧(tb)、
佐々木 要(tb)、堀 正和 (g)、木田 良美 (pf)、山上 香代(b)、土井 重彰(b)、吉田 孝史朗 (dr)、高野 國昭 (perc)

ダンディー・デュークス JAZZ オーケストラ

14：00~ 昭和歌謡ロック

みやこ(vo)、なんたろう(g)、おっくん(b)、ねーさん(key)、
さっちん(tp)、りえぽん(tb)、かっずん(as)、もりりん(dr)
東京ブギウギ、銀座カンカン娘、恋のバカンス、自動車ショー歌、お祭りマ
ンボ、恋の季節、他人の関係、真っ赤な太陽、カサブランカダンディ、異邦
人、木綿のハンカチーフ、やさしい悪魔、また逢う日まで…昭和を代表する
名曲たちを独自にアレンジし、パワフルなボーカルとホーンセクションでノ
リノリに演奏する昭和歌謡ロックバンド「なみもりドロップス」です。皆様も
知ってる曲があれば、あの頃に戻って一緒に歌って踊ってくださいませ。

なみもりドロップス

18：00~
伊澤 陽一 他(steelpan)

WAIWAI STEEL BAND / ワイワイスティールバンド

ゲスト紹介ページをご覧ください。

17：00~
小柳 淳子(vo)、あかぎしほ(pf)、坊や(b)、鈴木 泰徳(dr)

奥様キングス

ゲスト紹介ページをご覧ください。

15：00~
刀祢 直和(b)、水上 ダンヒル(dr)、藤川 幸恵(pf)、鈴木 孝紀(b.cl&cl)、島 裕介(tp&fl)

TONE QUARTET + 1

ゲスト紹介ページをご覧ください。

10
月
17
日
㈯

●グッズ販売
●飲食ブース
●総合案内
　荒天中止
（小雨決行）
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●パートナー会場・パートナー企画

レインボーミュージックスクール
ジャズコース発表会

10/17㈯
14：00～

日時

レインボーミュージックスクール場所

入場無料の会場
背景白は

です。
連絡先 070-5651-5107

関西で活躍している音楽家が中
心となってレッスンを行っている
ジャズとクラシックの音楽教室で
す！ジャズコースの生徒の皆さん
の演奏をお楽しみください♪

A 大津ジャズの「聖地」
スペシャルライブ

10/17㈯日時

パーンの笛
（ワンドリンクオーダー制）

場所

出演

連絡先 077-527-2728

ＯＪＦ発祥の地で、今年は夜まで
じっくり楽しんでください。美味し
いお酒といっしょに・・・。

13：00～
14：00～
15：00～
16：00～
17：00～
18：00～
19：00～

西村有香里ユニット
九生えつこグループ
パン笛音楽隊
ともみ倶楽部
HALCO with C
刀祢直和・島祐介・藤川幸恵
今井晴萌グループ

B

（演奏各40分）

ギャルリーオー
ソノムコウ vol.3

ギャルリーオー場所

2,000円（ワンドリンク付）料金

連絡先 077-521-4515

町家ギャラリーで現代アートに囲
まれ、スタンダードナンバーをお
楽しみください。

10/17㈯ 17：00～日時
※この時間設定につきましては、お客様の開場が17
時と致します。実際は１０時からギャラリーは開いてお
りますし、演奏開始は１７時半からとなります。

出演

17：30～18：15
18：30～19：00

19：15～20：00

ピアノトリオ
ピアノトリオ
＋辻田恭子（v）
ピアノトリオ
＋サックス

平川勝朗（pf）、平川雅子（b）、
木曽稔之（dr）、栗田洋輔（ts）

C For all ages
～KASCLEファミリー広場～

10/17㈯
12：00～ 17：00

日時

KASCLE場所

コンテンツ

連絡先 080-6103-2900

KASCLE（キャッスル）子 供 も 
大 人 も、科 学・文 化・芸 術・環
境を生きた英語で楽しく学べる空
間。お城という英語、Ｃａｓｔｌｅにかけ
て、街の中心としての役割を果す
ことを目指しています。“かりきりん”
のちょっと不思議なライブと懐かし
い紙芝居や英語あそびなど、家族
みんなで楽しめるステージです。

・“かりきりん” ライブ
・紙芝居　志滋海社中
・英語であそぼう！

D ブロッコリー
しっぽりライブ

10/17㈯日時

ブロッコリー
（ワンドリンクオーダー制）

場所

12：00～
13：00～
14：00～
18：00～
19：00～
20：00～

ツヅリ・ヅクリ
アルデンテ 
Sweet&Bitter 
ツヅリ・ヅクリ
アルデンテ
Sweet&Bitter

（演奏各40分）

出演

連絡先 090-9617-5836

美味しい家庭料理とライブのお
店ブロッコリー。元気なママさん
手作りのお料理と一緒にお腹も
耳も大満足。今年も、ブロッコリー
お奨めミュージシャンの熱いパ
フォーマンスをお楽しみに。

E

14：00～

16：00～

秋山トシハルトリオ
（田名部洋子vo,川那辺俊彦
g,秋山トシハルb）

久保田雄大トリオ
（久保田雄大g,若松美恵子
vo,伊藤輝雄b）

（演奏各40分）

洋酒喫茶45
“あの頃”を思い出して…。

10/17㈯
12：00～ 18：00

日時

洋酒喫茶45
（ワンドリンクオーダー制）

場所

出演

連絡先 ０８０-５６７３-７１２７

57年の歴史を誇る老舗ジャズ
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“あの頃”の若者
たちがすみちゃんママに会いに集
まります。今年も大津ジャズに合わ
せてオープン。ライブとレコードの
優しい音色が素敵。

F

パートナー会場
パートナー企画
パートナー会場
パートナー企画

入場料が必要な会場
背景グレーは

です。

出演 レインボーミュージックスクー
ルの生徒の皆さん＆講師＆
教室セッションホスト
14：00～
15：00～

第一部
第二部
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●マイナンバーに関する相談

●パートナー会場・パートナー企画

びわ湖大津館
イングリッシュガーデンジャズライブ

10/17㈯
11：30～、14：00～

日時

びわ湖大津館場所

連絡先 077-511-4187

昭和９年に建築され、国内外の
要人たちを魅了した、「湖国の迎
賓館」旧琵琶湖ホテルをリニュー
アル活用した大津の文化施設
「びわ湖大津館」。びわ湖を望む
イングリッシュガーデンで、秋風に
吹かれながらビッグバンドの演奏
に耳を傾け、心地よい時間をお
過ごしください。

I びわ湖花街道
Autumn premium jazz night

in 花街道

10/17㈯
18：30～ 20：30
（受付18：00～演奏スタート19：30予定）

日時

おごと温泉・びわ湖花街道
１階ダイニングホール開花亭

場所

連絡先 0120-051041

JAZZと和食のコラボレーション。
美食会席とともに楽しむ大人の
ための珠玉のジャズナイト。

J

10/17㈯
19：00～ 22：00

日時

baar musica tio場所

※演奏希望者は譜面持参のこと

2,000円

ギャラリー・学生は1,500円

（ソフトドリンク×2付き
・アルコール類は差額追加必要）

料金

前売 2,500円、
当日 3,000円
定員：80名様（前売りチケット優先） 

料金

連絡先 077-514-8839

大津ジャズの夜のお楽しみ。出演
した人もできなかった人もみんな
で一緒に、熱い夜を！

け

10/17㈯・18㈰日時

どない屋
（ワンドリンクオーダー制）

場所

14：00～
15：00～
16：00～
17：00～
18：00～

スィートフィッシュ
未定
幸バンド
コウタ君バンド
有名、無名バンドで
だらだらと…。

（演奏各40分）10/17㈯

18：00～ 打ち上げセッション大会
10/18㈰

出演

連絡先 077-521-7699

あの“誰がカバやねんロックン
ロールショウ”の円ちゃん、メグさ
んのお店。うどんとライブの提灯
がオシャレやなぁ。

さ

しがぎん経済文化センター
ガーシュウィン物語第１話

「ラプソディー・イン・ブルー」

10/17㈯ 14：00～日時

しがぎんホール 
(滋賀銀行本店2F)

場所

一般 3,000円、
学生 2,000円

料金

連絡先 077-526-0011

世界的に活躍するクラシック演
奏家、そして実力派ジャズミュー
ジシャンが、ガーシュウィン作品を
お届けします。

出演 加藤景子、萩原吉樹、
野村祐子、浦千鶴子、
ガハプカ奈美、浜田博行、
大澤善樹、小松尚人

※関連イベントとして、10/9・10/16 18：30～、
浜田博行さんによる「ハマちゃんのジャズ講座」
（2回通し券2,000円、1回券1,000円）も開催。

G 湖南航路高速船メグミ
ジャズクルーズ

10/17㈯
11：00、13：00、
14：30分発
（乗船時間約60分）

日時

ノーチャージ・乗船料要
（大人1,960円、小人980円）

料金 入園料要
（大人270円、小人120円）

料金

連絡先 077-524-5000

びわ湖クルーズを気軽に楽しめ
るようにと、今春から就航した６０
分の高速船クルーズ。大津ジャズ
に合わせてこの日はなんとジャズ
船に！大津港から小さな船旅気分
を味わい、途中下船して「びわ湖
大津館」にも足をのばせます。

出演 須曽野豊（g）＆澤田ユカ（vo） 出演 BIG JAZZ BAND Jackとまごの気

季節の会席料理
＋フリードリンク＋ライブ
10,000円（消費税・入湯料込）

料金

出演 大野えり（Vo）、若井優也（pf）

H

纐纈歩美カルテット
JAZZ LIVE

baar musica tio
ジャズセッション

10/17㈯
開場16：30／開演17：00

日時

スカイプラザ浜大津6F
／リスニングルーム「響」

場所

纐纈歩美（as）、佐藤浩一（pf）、
安田幸司（b）、安藤正則（ds）

出演

乗船料+食事+フリードリンク
8,000円

料金

（ご夫婦割2名様15,000円 ※ほか
の割引との併用不可）＜予約制＞
浜田博行バンド
withスペシャルゲスト 牧野竜太郎  

出演

連絡先 077-525-0022

若手ながら人気と才能、実力を兼
ね備えた女性アルトサックス奏
者・纐纈歩美さん率いるカルテッ
トによる大津公演が決定！

せ ビアンカ
プレミアムジャズクルーズ

10/18㈰
18：00～ 21：00

日時

大津港場所

連絡先 077-524-5000（9時～ 17時）
0120-050-800

ワインと夜景、大人が楽しむ一夜
限りの船上ジャズライブ。滋賀が
誇る名トランぺッター 浜田博行
がジャズ界の王子様牧野竜太郎
を迎え、熱い船上ライブを繰り広
げます。

ち

大津港場所

今年もやります！
一緒に盛り上げチャイナ

～どない屋スペシャルライブ～

予約制
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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

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

に
おまつり広場

10月18日㈰ 会場MAP

おまつり広場

マイルストーン

大津別院

琵琶湖ホテル バー桃山
なぎさ公園アーカス前

どない屋
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

JR大津駅前

あ
JR大津駅前

お
大津別院

時

時

時

時

時

時

時

時

12

13

14

15

16

17

18

19

浜大津
アーカス

琵琶湖
ホテル

● 一般会場あ

に

ち

一本木コロッセオた

つ

て

と

お

さ
こ
しせ

こ
京阪浜大津駅前

さ
どない屋

し
スカイプラザ浜大津

スタジオ１
そ

大津市旧大津公会堂
ち

ビアンカ
た

一本木コロッセオ
つ

なぎさ公園
アーカス前

と
マイルストーン

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

せ
スカイプラザ浜大津

響

て
琵琶湖ホテル
バー桃山

黒ボン・フレンズ

cool-site AA.

LYNX

NASA BAND

WEASE

セカンド サークル

ゆどうふデュオ

グルフレンズ S.S.J.B

Koto Trio デコピン・プロジェクト

19弦

B面ikumens＋２

EB-4
（EXTRA BROTHERS QUARTET）

Free Flight
Brass Band

草津東高校軽音楽部

燦燦

PEACE BOX Clap Stomp Swingin’

E*Band

Clap Stomp Swingin’
西村有香里カルテット

纐纈歩美カルテット
Stellaと男前カルテット

ツヅリ・ヅクリ

鈴木智貴

中山瞳Trio
ONE LINE

age seventeen OsakaSwingLab
小野あさみPiano Trio

Chocopafe
浜田博行クインテット

Good Lovin’ Quintet

市川 あきを

The KG’s

奥本鉄兵 withはるも♪

the Soul to Ask

IMADEGAWA JAM CLUB

Dear Suite Charlie

たまにわ

宮藤晃妃カルテット
with 篠崎雅史

素和歌(sowaka)

雷猫 ‐KaMiNaRi NeKo‐

Just Friends

畠山ゆき&ZAZOU

まどか

中石4

うかりん、くまちゃん

TOT

浜田博行クインテット

Thrive on Praise

SOJA PARANOIA

Music Ace
Jazz Orchestra

稲妻近江商人

Voice on Touch

jazz con clave

観月彩可and鈴木智貴Duo

Belle Equipe

きどよしこ＆幸重洋平
＋MAYU

The Black Bears
Jazz Orchestra

高島市民Jazzオーケストラ
「BigBell」

折原ようこ
with 鷲巣典代 BAND

HORN BAND
えんぶらす

西村有香里カルテット

Nabowa

OJF Grand Finale

SQS（Sax Quintet in Sakira)

大津市
旧大津公会堂

そ

琵琶湖汽船 大津港
あ　JR大津駅前
お　大津別院
こ　京阪浜大津駅前
さ　どない屋
し　スカイプラザ浜大津 スタジオ１
せ　スカイプラザ浜大津 響
そ　大津市旧大津公会堂
た　一本木コロッセオ
ち　ビアンカ
つ　なぎさ公園アーカス前
て　琵琶湖ホテル バー桃山
と　マイルストーン
に　おまつり広場

会場リスト
一般会場

昨年に引き続き、今年も『ＯＪＦスタンプラリー』をやってます。
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

『ＯＪＦスタンプラリーシート』をゲットしてくださいね！！
（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！！

10月17日18日の両日、『じゃず
力車（人力車）』がおまつり
広場を基点に駆け巡ります。
会場への移動や大津の街
の探訪にぜひご利用くださ
いね。

『じゃず力車』！！
見つけたら乗るべし！



‒26‒

幼児教育から大学受験まで
幼児部・小学部・中学部

高等部

ピグマリオン幼児教室（２才児～）
膳所教室（小３～中学生）
守山教室（小１～中学生）
西大津教室（小１～中学生）

077-523-6435
077-523-5595
077-583-0798
077-524-9123

膳　所　校
守山銀座校
長浜駅前校
JR 石山駅校
京都西院校

077-526-9702
077-583-5401
0749-50-3386
077-531-1210
075-313-5270

東大　　　京大　　　国公立医学部名 名 名728 298 581

集団授業 /個別指導集団授業 /個別指導
無料体験受付中

あ

●10月18日㈰ 会場

JR大津駅前

お
大津別院

12：00~ Jazz
野本 千春(g)、川村 一郎(b)、足立 琢也(g)
京都と滋賀を中心に活動しているトリオです。スタンダードなジャズやボサ
ノヴァなどを演奏します。個性的な3人が融合し、大人の音楽を奏でます。

Koto Trio12：00～ Jazz

大辻 彩(dr)、安田 直紀(pf)、伊藤 輝雄(b)、黒ボンバー(ts)
ジャムセッションで知り合った大津市在住ミュージシャン主体のグループ
です。

黒ボン・フレンズ

13：00～ Pops
吉野 修(vo)、川畑 徹(g)、宮武 智子(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」です。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。結成以来、アコースティックポップスの可能性を追求
しながら、かつ燦燦独自の世界観を作り上げるべく、関西を中心に活動を
続けてきました。大津ジャズフェスティバルには毎年出演させて頂いてま
すが、今年も燦燦のポップスを皆さんに聴いてもらいたいです！よろしくお
願いします。

燦燦
13：00～ Jazz

ZAZOU(g)、浅嶌 周造(pf)、小林 道治(b)、戸田代 武(dr)
滋賀・京都のメンバーが集まって結成し、大津ジャズフェスには3回目の出
演となります。お馴染みのスタンダードナンバーからちょっとマニアックな
曲まで、個性溢れるメンバーのインタープレイをお楽しみください。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（EXTRA BROTHERS QUARTET）

14：00～ Acoustic instrumentals & songs
ようじ(g)、ゆみ(【弦楽器】kt：箏)
クラシックからポピュラーソング、スタンダードジャズまで誰もが知る楽曲
を優しく、そして軽やかに奏でる2人組のユニットです。箏の13弦とギター
の6弦が織りなすアコースティック・サウンドの美しい響きを、ゆったりした
気分で存分にお楽しみください。

19弦
14：00～ Pops

Ayako(vo)、Haluca(chor)、Shiba-Shu(dr)、Naito(g)、Hama(b)、Matsuura(key)
普段は主にオリジナル曲で活動する、自称「大人の夜のポップスバンド」
です。昼間が似合わないかも知れませんが、そのギャップも含めて楽しん
で頂ければと思います。メンバー全員滋賀県民で過半数が大津市民です
ので、地元のイベントでぜひ演奏したい！ということで応募しました。よろ
しくお願い致します！

cool-site AA.

15：00～ Jazz

幸重 洋平(g)、きどよしこ(vo)、MAYU(vo)
今年で３回目の出演です。岡山県を中心に各地で活動中の「きどよしこ＆
幸重洋平」ボーカル＆ギター夫婦DUOです。今回は同岡山からソウルシン
ガーのMAYUを加えてのステージとなります。さまざまなジャンルを織り交
ぜながら楽しいステージにしたいと思いますので宜しくお願いします。

きどよしこ＆幸重洋平＋MAYU
15：00～ Rock

浩一郎(vo&g)、安田 佳史(g)
比叡平から来たオヤジ2人組がギターと歌でロックを奏でます。

LYNX

16：00～ pops
mata-mama(key＆vo)、Tsu-zy(b)、Tasuku(perc)、Joe(g)
現役ikumens２名（ベース＆カホン）＋子育ておわりかけ（VO＆KEY）＋子
育て未経験（ギター）のユニットでゆるーいJAZZ＆POPSをお届けします。
癒しの時間をどうぞ♪

B面ikumens＋２16：00～ Rock

長澤 慶高(vo)、薄 竜太郎(dr)、吉原 徹(b)、澤井 弘匡(g)
琵琶湖を勝手にPRするゆるキャラ「びわこぐま」のテーマソングを歌って
います。今年も会場に「びわこぐま」が応援にきてくれるかも？

NASA BAND

10
月
18
日
㈰

●グッズ販売

　荒天中止
（小雨決行）

●グッズ販売

　荒天中止
（小雨決行）
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こ

●10月18日㈰ 会場

京阪浜大津駅前

さ
どない屋

12：00~ Jazz

中井 奏志(g)、赤松 謙太郎(dr)、高田 敏実(b)、三戸 香(pf)
ドラムス赤松謙太郎、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
一宮、滋賀長浜等のライブハウス、イベント等で活動中。結成して15年余。
息の合った演奏をお楽しみください。

PEACE BOX12:00~ その他12：00~ Fusion
TUYOPON(sax)、jumper(g)、Maskey(key)、デコピン(b)、しょうちゃん(dr)
大阪ミナミを中心に数々の音楽イベントに参加させて頂いております
T-SQUAREトリヴュートバンド「デコピン・プロジェクト」です。
大津ジャズは４回目の参加です。是非、観にお越しください。

デコピン・プロジェクト

12:00~ その他14：00~ Blues、Funk
グラント・ビリー・ジーン(as)、芦田 菫(dr)、猪飼 和也(dr)、北川 顧紗衣(g)、
北出 陽暉(g)、下清水 久瑠美(g)、松永 陽奈(g)、日野 雄大(g)、古川 翔也(g)、
龍 美来(b)、里見 蘭世(tp)、西川 綾音(key)、濱田 美優(key)、安田 直紀(key)
第１回から出演させて頂いている草津東高校軽音楽部、今年も浜大津駅
前にやってまいりました。今年は「Blues」に加えて「Funk」にも挑戦してみ
ました。FunkyなGrooveが出ていたら、一緒に踊ってください！

草津東高校軽音楽部

13：00～ Pops

ケロヨン(key)、ボヨヨン(vo)、てっちゃん(b)、げんちゃん(perc)
高校２年生のときの同級生バンドです。楽しかった1970年代を思い出し
ながら、なつかしいポップスを演奏します。

age seventeen

13：00～ NewOrleans Jazz
川上 拓也(as)、中平 雄大(ts)、塩ノ谷 幸司(tp)、山口 賢介(tb)、
西本 翔一(スーザフォン)、折田 健吾(perc)、マルシェ２世(perc)、松原 明音(tp)
５人のホーンセクションとスーザフォン・ドラムスからなるブラスバンド。
ニューオーリンズの音楽をバックボーンにしながらも、伝統にとらわれな
いジャンルレスなサウンドを持ち味とする。その斬新なスタイルは21世紀
型ブラスバンドとして、内外の注目を集めている。
WEB SITE http://ffbb.web.fc2.com/　　　twitter https://twitter.com/freeflightnews
facebook https://www.facebook.com/FreeFlightBrassBand

Free Flight Brass Band

14：00～ Rock

イシクラ(e.b、vo)、けいばーど(dr、chor)、ヨッシー(e.g、chor)
60～70年代中心Rock、Blues etc.いろいろカバーする「いい、バンド」です！

E*Band

15：00～ Jazz

高橋 ジョージ(pf)、末永 ありさ(as)

生まれたてのピアノ・サックスデュオ「ゆどうふ」。大阪を中心にゆるりと活
動中。ちょっとポップなジャズを皆様へお届けします。

ゆどうふデュオ15：00～ Rock
まこちゃん(vo)、なーさん(g)、しげちゃん(b)、やまさん(dr)
過去４回、そこかしこの会場で楽しく演奏させていただきました。身体はガ
タガタ・気持ちは学生、のAround50のおっさんたちが、息を切らせつつ
Rock､Blues､Funkさせていただきます。ご同輩の方のみならず、老若男女
問わずどうぞお楽しみくださいませ。

WEASE

16：00～ Jazz

グルフレンズ(as)、グルフレンズ(pf)、グルフレンズ(b)、
グルフレンズ(dr)、グルフレンズ(vo)
３ヶ月に１回は色々な場所で楽しく演奏しています。

グルフレンズ16：00～ Fusion
kyoko(vo)、水谷 郁(g)、tasuku(as)、松本 裕美(key)、かずよし(dr)、中瀬 浩明(b)
バンドの結成は2012年ですので、歴史の短いバンドでございます。FIRST 
CIRCLEを母体としてボーカル物中心でメンバー再編成しています。JAZZ
からPOPS、昭和歌謡まで幅広く取りくんでおります。大津ジャズフェスは今
年で３回目の出演になります。よろしくお願いします。

セカンド サークル

10
月
18
日
㈰
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定休日：月曜日

し

●10月18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

スマイリー由美(as)、バイオレットめぐみ(as)、
オレンジさやか(ts)、ドラゴン山縣(ts)、パラダイス柴田(ts)、
チャーミー恵子(bs)、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)、スイート目片(tb)、
ブルマン青山(tb)、スモーク上(dr)、マダムさとみ(pf)、
ブラザー辻(b)、marisa(vo)
グレンミラーをはじめとするスウィング黄金期のクラシカルなナンバーや
昭和歌謡をお楽しみください。

The Black Bears Jazz Orchestra

12:00~ その他13：00～ Bigband

水上 勝(as)、谷川 照美(as)、古川 雅章(ts)、金崎 長光(ts)、
山下 竜太(bs)、柿崎 芳皓(tp)、山崎 奈緒(tp)、北村 康(tp)、
大迫 吉成(tb)、林 珠恵(tb)、松葉 たかね(pf)、谷口 有美(pf)、
梶 利文(g)、村井 辰郎(b)、上田 亜沙実(dr)
20歳以上ならスキルをはじめ一切問わないビッグバンドです。ジャズ曲に
傾倒せず、ビッグバンド編成でできる曲ならジャンルを問わず挑戦してい
ます。

OsakaSwingLab

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)、久保 美代子(ts)、深川 信(ts)、村上 悟(ts)、
岸田 直也(bs)、秋永 和佳奈(tp)、奥野 平(tp)、清川 正(tp)、
栗本 英明(tp)、桂田 誠(tb)、三田村 成人(tb)、森 真由美(tb)、
伊藤 律子(pf)、横木 美和子(pf)、玉木 完治(b)、大日 一誠(g)、
澤本 泉(dr)、澤村 幸一郎(dr)、多胡 博雄(dr)

2005年４月に滋賀県高島市に発足した社会人バンドです。上手な演奏は
出来ませんが楽しくやってます。大津ジャズは４回目の出場となりますが、
温かい声援をお待ちしております。

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)、
平岡 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(key)、原 氏賀(b)、中村 浩(dr)
大津ジャズとともに．．スカイプラザ浜大津とともに．．そして、ゆかりん師匠
とともに．．．．早や七年。ただ．．平均年齢はどんどんと高くなるばかり、朽ち
果てるまで、頑張るしかない！！

S．S．J．B

15：00～ Bigband

リーダー(tp)、あちゃちゃ(tp)、れおぽん(tp)、たいぽん(tp)、
のんのん(tb)、ぎしこ(tb)、みっちょん(alt)、あかりん(alt)、
あかねちゃん(ten)、さやかさん(ten)、えりかちゃん(pf)、
けいくん(b)、はっちゃん(dr)
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。　
上手じゃなくても伝えられる楽しさがある筈！
若い学生メンバーもがんばってます。応援よろしくお願いします。

HORN BAND えんぶらす
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●10月18日㈰ 会場

スカイプラザ浜大津 響

そせ
大津市旧大津公会堂

12：00～

高田 亮介(g)、井高 寛朗(pf)、斎藤 一郎(b)

今年もやります♪どこにも負けない大人の雰囲気でスタンダードナンバー
を聴いて頂きます♪♪♪

Clap Stomp Swingin’

13：00～

浜田 博行(tp&vo)、五島 健史(tb)、平川 勝朗(pf)、平川 雅子(b)、
小松 尚人(dr)

浜田博行クインテット

14：00～ 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)

折原ようこ with 鷲巣典代 BAND

15：00～ 

西村 有香里(ts)、大野 綾子(pf)、山本 久生(b)、齋藤 洋平(dr)
西村有香里カルテット

16：00～ Jazz

安田 直紀(pf)、辻川 郷(dr)、京極 雪之介(b)、ひさぽん(g)、
サンドラ(vo)、ミランダ(vo)、シルビア(vo)
２年ぶりに大津ジャズに戻ってまいりました。３声女性ボーカルと男前リ
ズム隊、パワーアップした「Stellaと男前カルテット」です。今年もちょっと懐
かしのジャズからポップスまでを、絶妙のトークとともにお届け致します！

Stellaと男前カルテット

●グッズ販売
●本　部

13：30～ 

小野 あさみ(pf)、有福 珍(e.b)、村上 友(dr)
小野あさみPiano Trio

ゲスト紹介ページをご覧ください。

14：30～ 

中山 瞳(pf)、光岡 尚紀(b)、引田 裕路(dr)
中山瞳Trio

ゲスト紹介ページをご覧ください。

15：30～

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

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。

16：30～

纐纈 歩美(as)、佐藤 浩一(pf)、安田 幸司(b)、安藤 正則(dr)
纐纈歩美カルテット

ゲスト紹介ページをご覧ください。

12：30～ Rock soul

ふっきー(b)、もーリー(g)、やっぴー(vo)、みやわっきー(dr)
Chocopafe

Chocopafeとしては初出場です！がんばりまーす！

12：00～ Jazz

筈井 源一(ss&ts)、平岡 恵(as)、浅野 利通(as)、大橋 正晃(ts)、和田 久子(bs)
SQS（Sax Quintet in Sakira)

ジャズ好き、サックス好きのメンバーが集い栗東の“さきら”を
練習場所として結成した年齢差30の老若男女のSax Quintetです。
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一本木コロッセオ

ち
ビアンカ

12：00~ 歌謡曲、JAZZ

観月 彩可(vo)、鈴木 智貴(g)
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。

観月彩可and鈴木智貴Duo

13：00～ Fusion

宮田 博行(as)、井上 徹(dr)、宝田 直樹(b)、T‐まつばら(g)、
山本 幸広(key)
Belle Equipe ベル・エキップ は関西で活動するフュージョン・ボーカルバ
ンドです。懐かしい曲を、メロディを大切にした聴き易いサウンドにして、あ
なたにお届けします。

Belle Equipe

12:00~ その他12：00~ Jazz

ケイコ(perc)、マリッペ(pf)、ヤマト(vo)、ヤマチャン(g)、トヨチン(b)
Good Lovin’ Quintet

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
感じで演っています。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。

13：00～ アコースティック・弾き語り

市川 あきを(vo)、市川 あきを(g)
ギターの弾き語りで活動しています！！

市川 あきを

14：00～ Latin

大本 良明(perc)、佐田 美絵(vo)、田中 悟(b)、小林 さえ子(pf)、
上山 由朗(sax)
こんにちは、私達は奈良を中心に活動しています。
ジャズのスタンダードなどをラテンアレンジで演奏してます。
どうぞよろしくお願いします。

jazz con clave

14：00～ Bossa

寺谷 泰寛(g)、佐々木 隆文(sax)、Geoffrey Grant (perc)
BOSSAを中心としたアコースティックなインストバンドです。琵琶湖のほと
りで心地よい癒しの音楽でお届けします。少人数でのインタープレイでご
存知なナンバーをアレンジしております。どうぞ、ゆっくりお楽しみください。

ONE LINE

15：00～ Acoustic soul

Kazumie(vo)、山下 サトシ(pf)、ハセヤン(perc)、土肥 誠典(tp)
京都、滋賀を中心にライヴ活動中のアコースティック・ユニット。
Soul、Jazz、BluesといったBlack Musicを基調としたオリジナル曲やカバー
曲を演奏。
ソウルフルな歌声と熱い演奏で大津ジャズを盛り上げます！

Voice on Touch

15：00～ Acoustic pops

ムム(pf&vo)、てん(perc)
毎年出演させて頂き、ありがとうございます。
東京で活動している、ツヅリ・ヅクリです。
今年も滋賀の皆様に聴いて頂きたくてやって参りました！

ツヅリ・ヅクリ

平成２年９月生まれ。24歳、奈良県出身のウクレレプレイヤー。
ウクレレ１本でJazzから歌謡曲まで様々な曲を演奏致します！
大阪芸術大学ポピュラー音楽コース卒業。
2013年大阪パフォーマーライセンス最優秀賞受賞
2015年Ukulele Performer Contest テクニック賞受賞

16：00～ Ukulele

鈴木 智貴(uke)
鈴木智貴
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なぎさ公園アーカス前

て
琵琶湖ホテル バー桃山

12：00~ Jazz
濱 均(b)、X-MAN(b)、小林 沙桜里(pf)、中島 歩(dr)
雷猫　-KaMiNaRi NeKo-
カミナリネコと読みます。ツインベースが特徴のバンドで、二本のベースの響
きあう低音に鮮やかな鍵盤の音色と唸るドラムが混ざり合うインスト＆歌も
のバンドです。2015年５月に関西各地を中心に活動しオリジナル曲を中心
にchris minh doky、thundercat、george duke等のカバー曲をやっています。

雷猫 –KaMiNaRi NeKo–12：00~ Jazz
新保 雅浩(bs)、佐々木 諒(tp)、名越 建太(pf)、牧 慧(b)、中村 圭佑(dr)
京都今出川通り発祥のクラブ系コンテンポラリージャズバンド。今年も大津に戻ってき
ました！何が起きるかはその日の気分次第！メンバーも予測不能のジャムセッション、は
たして今年はどうなる？

IMADEGAWA JAM CLUB

13：00~ Jazz
水元 仁(b)、上嶋 貴子(pf)、SAYURI(vo)、Meg(dr)
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・滋賀を中心に
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 Friends奈良、京都を中心に活動している、ヴァイオリン／ジャズ／フュージョンバンドです。昨
年、初めて大津ジャズフェスに参加させて頂き、完全燃焼！大きなご声援も頂きました。
あの感動を再び！！と今回も無茶苦茶気合い入ってます！どうぞよろしくお願いします！！

13：00~ Fusion
中川 恵理(vl)、新谷 拓自(dr)、雨皿 英樹(pf)、福田 孝雄(b)

Dear Suite Charlie

14：00~ Pops
上前 喜彦(key&vo)、実理(perc&vo)
上前喜彦（key/vo）実理（perc/vo）2013年 ユニット結成。京都と和歌山を
行き来しながらライブ活動をいています。そわかとはマントラ（真言）「成
就する」と言う意味。マイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダー、オフ
コースなどのカヴァー、オリジナル曲をアコースティックのスタイルでお届
けします。ゆったりと、独特のコーラスワークをお楽しみください。

素和歌（sowaka）

14：00~ Funk系 Brass Rock
ucchy(tb)、kitam(tp)、nishiyan(tp)、mattun(alt)、ken(ten)、
dai(bar)、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。

the Soul to Ask

15：00~ Jazz
はまん(dr)、水元(b)、鈴木(g)、Great Matsunaga(fl)、Hiro(tb)
大津ジャズフェスには３年連続で出演させて頂いております。今年はギ
ターを導入し、より多彩な音でJazzからLatinからと楽しい演奏をしたいで
す。ぜひ子供さんから大人まで聞きに来てください。待ってます。

たまにわ

15：00~ Soul
ma-ko(vo)、うみもと みき(key)、まさみ(tb)、あまのけんじ(b)、
いじりよしゆき(as)、はせやん(dr)、しのやん(tp)、やまちゃん(g)

The KG’s

京都、大阪で活動しているソウルバンドです。60年代～70年代のソウルミュージックを
中心に演奏しています。ちょっと有名な曲から誰も知らないような隠れた名曲まで、玉手
箱を開けたような珠玉のレパートリーの数々はきっと皆さんの琴線に触れること請け合
いです。（ちょっと言い過ぎたかも知れませんが）琵琶湖畔に設置されたソウルジューク
ボックスバンド、是非観に来てに楽しんでくださーい！

16：00~ Jazz
奥谷 崇(b)、本郷 景子(pf)、森 鉄兵(g)、今井 晴萌(ts)
滋賀を中心に活動している義兄弟トリオ「奥本鉄兵」に、今年も東京で大活躍の公認
末っ子「はるも」が参加してくれることになりました！兄弟（?）ならではの息の合った演奏
をお楽しみください！

奥本鉄兵 withはるも♪
16：00~
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with 篠崎雅史

ゲスト紹介ページをご覧ください。
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マイルストーン

に
おまつり広場

12：00~ Rock

TERU(g)、YOSSY(dr)、KENGO(key)、KUSUYAN(g)、HASSY(b)、
KOMATON(vo)
最近オリジナルを作成！
ハードな音で邁進中。飛び上がるような大音響を聞いてストレス発散して
ください。

稲妻近江商人

13：00~ Bigband

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)、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)、山本 太郎(tb)、
高谷 満廣(tb)、園 美果(pf)、桂 秀雄(b)、加藤 芳顕(dr)
滋賀県守山のビッグバンドです。
11/29日曜日14：00～栗東芸術会館さきらで定期演奏会を開催します。
ご来場お待ちしております。

Music Ace Jazz Orchestra 

12：00~ Jazz

くまちゃん(g)、うかりん(ts)

モダンJAZZを演奏します。

うかりん、くまちゃん

14：00~ Funk

堀田 有希(vo)、生坂 彰朗(key)、池田 貴彦(g)、クリス テツジ(b)、
廣瀬 拓央(dr)、多田 俊輔(tb)、西谷 良宏(tp)、西田 哲也(bs)、
西出 文信(ts)、Pochi 吉村(tp)、平川 雅也(perc)
SoulとJazzのエッセンスを融合し、ここに究極の昇華！
強力リズムセクションが躍動し、扇動する。
重量級ホーンセクションが吠え、ささやく。
そして華麗な歌姫がハートを撃ち抜く！
復活 SOJA PARANOIA 大津に参上！

SOJA PARANOIA

13：00~ Jazz

美和(sax)、大塚 保雄(pf)、高木 直(b)

今年結成、初出演です。大津でリハしています。よろしければ聴きに来てく
ださい！よろしくお願いいたします。　tot

TOT

15：00~

浜田 博行(tp&vo)、五島 健史(tb)、平川 勝朗(pf)、
平川 雅子(b)、小松 尚人(dr)

浜田博行クインテット

14：00~ Jazz

中石 博之(tb)、ロッシー(as)、女将(pf)、須曽野 豊(g)
心地よいトロンボーンに絡みつくアルト
軽快な伴奏で支えます

中石４

15：00~ Jazz

畠山 ゆき(pf)、ZAZOU(g)
昨年秋に結成したピアノ&ギターのデュオユニットで、京都・滋賀のライブ
ハウス、ジャズフェス等にも出演しています。スタンダードを中心に、ブルー
ジーな曲や、オリジナルなども演奏しています。

畠山ゆき&ZAZOU

16：00~ Jazz

生島 まどか(vo)、中島 公和(g)

モダンJAZZを演奏します。

まどか

●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。
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16：00~ Funk

アッキー(vo)、中山(ts)、小林(ts)、関口(bs)、佐々木(tp)、
大河内(tp)、アニキ(g)、深津(b)、三浦(dr)、後藤(org)、稲葉(key)

Thrive on Praise

17：00~

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

Tower of Powerのカバーバンドとして東海地方で活動しているスライブオン
プレイズです。
メンバーは20代～50代まで、それぞれ多忙な中、月一回スタジオ入りし、限
られた時間の中で完成度を上げられるよう頑張っています。本日はライブで
の迫力あるサウンドはもとより、軽快なMCトークも？！お楽しみください。バン
ドWEBサイトは「褒められて伸びるバンド」で検索してください！

当日をお楽しみに～。

西村有香里カルテット

18：00~

堀川 達(b)、景山 奏(g)、川上 優(dr&pf)、山本 啓(vl)
Nabowa

19：00 ~ 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。

10
月
18
日
㈰



‒34‒

音楽だけやありまへん!いろいろ楽しい“おまつり広場”へいらっしゃ～い!!

★ＯＪＦメイツの皆さんへ★
入会特典の缶バッジ、皆さまお持ちですか？
缶バッジを付けておまつり広場に来てくださると、
何か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

今年もメインビジュアルをモチーフにデザインしたOJFオリジナル
Ｔシャツを数量限定で販売いたします。また、今年新発売のオフィ
シャルグッズのキーホルダー＆ストラップもあります。ぜひチェッ
クしてみてくださいね。
（OJFオリジナルグッズの詳細は36ページをご覧ください）

『ＯＪＦオリジナルＴシャツ＆
オフィシャルグッズの販売』

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。

『ＯＪＦおまつり広場本部』
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

10月17日㈯･18日㈰

注目

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
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定 休 日 不定休

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%)

■営業時間【昼】月～金 11：30～13：30
【夜】月～土 17：00～24：00
【日・祝】　　17：00～21：00
【定休日】　　不定休
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OJFオリジナルTシャツOJFオリジナルTシャツ OJFオリジナル
缶バッジ
OJFオリジナル
缶バッジ

OJFオリジナル
キーホルダー
&ストラップ

OJFオリジナル
キーホルダー
&ストラップ

1枚 2,000円
サイズ S, M, L, XL

キーホルダー 各 500円　ストラップ 各 500円

物販ブースで
販売!!
物販ブースで
販売!!数

量
限
定
!!

今
年
し
か
買
え
ま
せ
ん
！！

数
量
限
定
!!

今
年
し
か
買
え
ま
せ
ん
！！

今
年
は
6
種
類
!!

今
年
は
6
種
類
!!

300円以上の募金で、缶バッジ1個プレゼント!

今年はバナナと
ダークブラウンの2色！！
これまでとは
一味違うカラー展開！
数量限定の早い者勝ちです！

OJFのシンボルマークをお手もとに♪
キーホルダー15デザイン！
ストラップ 15デザイン！
１デザイン２０個限定販売のレア商品！！
お気に入りをみつけたら即買い！！！
見逃したらなくなっちゃうぞ！！！！

OJFオフィシャルグッズ

※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。

↑ダークブラウン

↑バナナ

本　　　社：滋賀県大津市大江 2-33-3
栗東営業所：滋賀県栗東市安養寺 7-2-12
湖南営業所：滋賀県草津市笠山 1-9-40
京都営業所：京都府京都市山科区四之宮泓 3-5
彦根営業所：滋賀県彦根市佐和町 7-12

TEL 077（545）3171
TEL 077（551）1595
TEL 077（565）1428
TEL 075（595）6165
TEL 0749（21）4113
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いつか、あたりまえになることを。

草津市大路１丁目1-1
（エルティ草津4階）
TEL:077-565-1001

住宅に関する
ご相談は

何でも承ります。

積水ハウス株式会社
滋賀支店

家に帰れば、積水ハウス。

〒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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520-0043 3-4-28 2F

http://shibuya-automobile.co.jp

‒39‒

 

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
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由良クリニック 整形外科・リウマチ科
眼科

〒520-0047　大津市浜大津 2丁目1番 29号
TEL：077-510-1023 FAX：077-510-1013

〒525-0067　草津市新浜町 300番地 イオン内
TEL：077-567-7400 FAX：077-567-7410

由良クリニック眼科分院

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・呼吸器科・小児科

AM 9：00～12：30
PM 4：30～ 7：00

‒41‒

〒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

午前 9：30～午後 7：30 △
△祝日は15時まで（休診させていただくこともあります）

（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

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

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

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

〒520－0804　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/ 

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 〒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 

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 税理士法人 なぎさ中央会計
〒520－0806　大津市打出浜4－5 イトウビル3F

    京阪石場駅下車すぐ
TEL 077ｰ527ｰ5762
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曽根歯科医院
大津市瀬田五丁目35番10号
TEL：077‒545‒8148

〒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）
奥村管工株式会社

大津市神領三丁目１4－７

大津市上下水道ガス指定工事店

〒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

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 大生産業
〒520-2331 野洲市小篠原1979

http://www.taiseisangyo.co.jp
TEL：077‒586‒3456   FAX：077‒586‒3466

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  FAX 077-525-7088
http://www.kn-zeirishi.net

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

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

〒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/

有限会社 西常商店
〒520-0242 大津市本堅田3‐11‐21

TEL：077‒572‒0301   FAX：077‒573‒1855

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
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大津市中央一丁目２－３１
結納の七黒

TEL 077－527－0796　FAX 077－527－0996

〒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

〒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/

中安酒店
大津市中央１－８－１６

TEL 077‒524‒4133   FAX 077‒524‒4134

〒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 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

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 九重商店
TEL：077-522-2184   FAX：077-522-2310

http://www.kokonoemiso.com

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 大津市中央1-8-27 TEL 077‒535‒7121

お料理とJazz

～ ここち夢 ～cocochimu

〒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

ふるかわ社労士事務所
〒520-2111 大津市桐生2丁目1２‐13

TEL：077‒575‒2099   FAX：077‒549‒1759

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6‐13
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

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

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

町家から不動産全般・よろず相談
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八 百 与
〒520－0046　大津市長等２－９－４

おいしい漬物

TEL・FAX 077－522－4021

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

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

オカモト水産
大津市長等２-９-３２

TEL 077‒524‒3301   FAX 077‒524‒3801

自然坊たなか
〒520-0046 大津市長等2丁目10‐9

TEL・FAX 077‒526‒4555

大津市長等２－１－１７（菱屋町商店街）
大津中央鍼灸院

TEL 077－523－5035

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1‐21 田中駒1F
TEL 077‒523‒7267

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

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

HAIR STUDIO 
PASSION

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

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

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

〒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

大津市中央2‐4‐12
TEL：077-524-3392

http://kanpou-yonekura.main.jp

よねくら薬局
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
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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

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

〒520－0044　大津市京町１丁目3－40
TEL 077ｰ526ｰ2350

沖縄ショップ＆ゆくぃ処（沖縄家庭料理）

てぃだKanKan

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

大津市御幸町４－２９

近江もつ鍋　御幸家
TEL 077－522－1083

TEL 077ｰ572ｰ9711
なお
直
酒の肴 空 想 屋

〒520－0052　滋賀県大津市梅林1－3－25
TEL 077-532-4865

kusouya2002@maia.eonet.ne.jp
http://www.facebook.com/kuusouya

いのうえ酒店
大津市中央２-２-３６

TEL 077‒522‒6681　FAX 077‒525‒7085

株式会社 千丸屋
大津市中央二丁目1-15

TEL・FAX  077-522-3961

〒520－0042　大津市島ノ関1－10 中央団地103
酒・酎・音はやし

TEL 077ｰ523ｰ3326

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

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

㈲　木村商店
大津市中央4-9-15
TEL077‒524‒3390

ホーム　かたおか
〒520-0043 大津市中央4-8-1８

TEL 077-522-6717　FAX 077-575-4635
http://www.akira-anao.com/
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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

〒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

やきとり 大 吉
〒520-0047　大津市浜大津４-1-1

TEL 077‒524‒9301

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

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

ライブとうまいもん
どない屋
浜大津 077-521-7699

TEL 077‒522‒5837

浄土真宗 本願寺派（西）

泉　福　寺 〒520－0046　大津市長等2丁目8番32号
Ishigama
TEL 077ｰ548ｰ8555

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

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

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

TEL 077－536－5160
http://altero.jp

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

TEL 077‒525‒0950

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://zeze-katakori.net/

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」 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

‒47‒

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

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

比 叡 ・ 三 九 良
蓬　餅

〒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

〒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 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

古味設計事務所
〒522－0052　彦根市長曽根南町494－35

TEL 0749ｰ26ｰ1878

〒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

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

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

TEL 077‒533‒1067

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

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

〒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

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

〒520－1522　滋賀県高島市新旭町新庄1139－2
北　斗

TEL 0740ｰ25ｰ6522



‒48‒

OJF創始者 そして心からの友人・故小山清治
青木絵理子、浅嶌周造、荒井雅司、伊藤幸一、勝部伊織、
神之口令子、北川武司、佐々木吉宏、清水則秀、下島琢磨、
田島知世、田渕誠一、辻村豪純、手島光一、寺岡正樹、
中嶋彩音、丹羽誠、野口登代子、橋本浩美、樋口健一、
藤田彩、松下ひろみ、松宮未来、村山雅俊、安田弘子、
吉田圭佑、吉田耕司、頼経道子　　　　2015年8月現在

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！！

深井俊秀、米原大造、村田隆、野上政彦、熊谷直孝、森隆太郎、亀田英夫、嶋田雄弘、飯田正之、三好恭三、
三好由美子、今橋雅之、多田嘉孝、竹下明男、松井佐知子、ＷＡＳＡＰＩ、中井さち子、西田則彦、石橋範子、
塩川和利、中島峰夫、ひむかのつれ、山畑洋二、しんちゃん、熊谷道夫、山本育子、亀山真由美、城田義隆、
赤木俊夫、OPPO、橋本隆也、前田健治、岩波末彦、木村孝一郎、初田興志、尼田賢光、米田滋、
住居留まちなか、大隅一郎、長久寺西実円、トミナガ、小倉満里子、杉原正恒、さとけん、和田耕、今西克彦、
加藤律子、前田顕孝、かわばた、井上佳子、柴山久樹、柴山直子、中垣昌幸、あきすけ、ひろみ、山田泰樹、
高山繁、高山展子、春名直樹、春名真紀、タモツ、よこちゃん、今川貞夫、今川佳子、AYダンススクール、
坂本一紀、小西廣明、山田忍、高木直、高木美和、鑑継榮一、桑原一男、並河志津子、樋口恵美、樋口節子、
岩崎博、中澤清、柴田英紀、大林弘、羽田和明、勝間正人、市岡悟、山田実、岸野洋、中井保、白井良平、
時崎昇、中嶋茂泰、二反田隆治、西本育子、吉田月穂、蔦谷空澄・美空、笠井麻耶子、長谷川和江、
天野眞裕子、前田ファミリー、門田文香、松宮篤志、吉田敏之、吉田智子、吉田直史、吉田有希、吉田智絵、
吉田蒼一朗、神之口勝、北岸弘子、北岸信幸、福井美知子、NPO琵琶湖ライフケアシステム、まんだら山、
美湖ちゃん弁当、町なかディハウス美湖、ボナペティ美湖、マイママ・セラピー、ギャルリーオー、林 宜弘、
廣田正三、八軒良太、田中正子、田中かおり、田中さおり、鶴田俊二、鶴田明菜、 鶴田圭介、上林明人、
上林美由希、田渕郁子、田渕耕太、田渕草人、田渕早穂、本田宙子、小西章人、平野一道、倉嶋祐介、
津島玉枝、（株）ティーズ小林繁隆

～2015年８月末日現在　計160名（内24名匿名）のみなさま　掲載は敬称略・順不同～

OJF
6th

2015 Otsu Jazz Festival

琵琶湖の畔の百貨店。

西武大津店
6階＝催事場のご案内　※各催事とも最終日は午後6時にて閉場。

滋賀のええもんうまい
もん祭り
10月7日㈬～13日㈫

紳士・スポーツ
バーゲン
10月15日㈭～20日㈫

ワコール感謝セール

10月22日㈭～28日㈬

　「より効果的な販促・広告戦略はないか？」「もっとデジタル媒体を活用していき
たい」「紙媒体の特性を活かした印刷提案がほしい」「メッセージ性のある印刷物
でしっかりとＰＲしたい」
　お客様の様々なニーズや課題に、持てるノウハウや技術、経験やアイデアを駆
使して最適なソリューションを提供するのが、私たちの「ディレクション」の力です。

伝えたい想いが伝わるよう
きめ細かに、トータルにサポートします。

Direction

〒520-0846 滋賀県大津市富士見台3-18　TEL:077-533-1241 ／ FAX：077-534-0846
m i y a g awa i n s a t s u . c o . j p


