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　湖国三大祭りのひとつである「大津祭」の次の
週末、大津の街はJAZZの音色であふれます。
　̶̶2009年から始まった大津ジャズフェス
ティバルは、今年で第８回を迎えることとなりま
した。これもひとえに、大津ジャズフェスティバ
ルを応援してくださっている皆様方のお力添え
によるものと、実行委員一同誠に感謝致してお
ります。
　さて今年も、なぎさ公園おまつり広場をメイ
ン会場に、大津のまちなかにある教会や寺院、
駅前、そして湖に停泊する船の上や湖岸の芝生
広場など、それぞれ趣きのことなる会場から
JAZZをはじめとする多様なジャンルの演奏が
繰り広げられます。また、そんな音楽とともに
大津の街をお楽しみいただける企画も盛りだく
さんの2日間となっております。
　さぁ皆さん！パンフレットを片手に「JAZZと
一緒に街歩き」をぜひお楽しみください。

大津ジャズフェスティバル実行委員会一同

ワールド
びわガーデン
同時開催！！

おまつり広場
フードコートが拡大、

１１ブランドの
ドラフトビールを

飲みくらべ！！

第8回  OJFトピックス
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OJFの楽しみ方

実行委員会からのお願い

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

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

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

会場に向かおう！
OJFは2日間でのべ22もの会場にてJazzを中心と
した演奏が行われます。
会場前を通りかかったら、ぜひその会場に足を止めて
みてください。演奏途中でも構いません。
会場毎にそこでしか聴けない音楽と、その会場独自
の特色があります。
様々な会場に足を運んでみてはいかがでしょうか？

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

◯全会場、演奏毎の入れ替えは実施致
しません。

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

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

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

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

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

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

困ったことがあれば…

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

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

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。

会場について 撮影・録音について

実行委員会または実行委員会が許可した担当者が、本フェスティバルの広報および記録
の目的で撮影・録音等を行う場合があります。
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三 陽 輸 送（有）
大津市瀬田大江町１3－１

Tel  077-544-2180
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ゲスト紹介

■森田真奈美トリオプロフィール
ジャズ・ピアニスト／コンポーザー Manami 
Moritaに よるピ アノ・トリオ。Manami 
Morita は2011年４月～2016年３月まで、
テレビ朝日系｢報道ステーション｣のオープ
ニング・テーマ｢I am｣で話題となり、最近
ではニッポン放送「おしゃべりラボ～しあわ
せSocial Design」のOP曲を担当するほ
か、放課後NPOアフタースクールのアドバ
イザーを務め、国内のジャズコンサートのみ
ならず、ワシントンD.C.のサクラ祭りで演奏
するなど国内外で活躍中。そして、アメリカ
合衆国コネチカット州生まれの新鋭ベーシストZak Croxallは、2015年8月
に日本へ拠点を移し、ジャンル問わず精力的に活動。近年ではポーランド人
ジャズピアニストRafal Rockiscskとのヨーロッパツアー、Manami Morita
との全米やアジア諸国のツアーに参加する。そしてドラマー工藤明はジャズ、
クラブシーンを軸としながら、青木カレン、中塚武、石川周之介、野口茜trio、
jazz collective、m.s.t、sara rector、kotetsu、jazzin'park、vusik等、様々
なバンドやアーティストのサポートを行い、国内外問わず活動中。

森田 真奈美（pf）、Zak Croxall（b）、工藤 明（dr）

■Vermilion fieldプロフィール
2005年 結 成。朱（piano）・栗 田

（sax）がアメリカで行っていたセッ
ションを母体にジャズ・ファンク・ラ
テン・ゴスペル・プログレやアフリカ
音楽等幅広い音楽性を持つメン
バーで活動を開始。
メンバー全員が作曲を手掛けるオリ
ジナルの数々は、7～80年代クロ
スオーバー・ジャズを現代の感覚で
蘇らせ、「胸が熱くなる」「景色が見える」ステージはさながらお祭りの様相を
呈する。
2010年6月にフルアルバム"Vermilion Field"、2011年11月に"West-side Hill"
をリリース、そして2015年3月にビクター・エンターテイメントより"Feira"でメ
ジャーデビュー、各紙より賞賛を受ける。
2016年には東京・すみだストリートジャズフェスティバルの公式テーマソン
グ「太陽の樹」を手掛ける。

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

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

■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ＴＶ
ＣＭ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（b）、齋藤 洋平（dr）

10/16（日） 16：00 ～ 大津市民会館（大ホール）

10/15（土） 16：00～ 大津市旧大津公会堂
10/15（土） 18：00～ おまつり広場

森田真奈美トリオ 西村有香里カルテット

Vermilion field 纐纈歩美トリオ

■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。今年5月、敬愛するアートペッパーをトリビュートしたアルバム「Art」を発表。

纐纈 歩美（as）、佐藤 浩一（pf）、安田 幸司（b）

10/15（土） 16：00～ スカイプラザ浜大津 スタジオ１
10/16（日） 14：00～ 大津市旧大津公会堂
10/16（日） 16：00～ スカイプラザ浜大津 響

10/16（日） 15：00～ 大津市民会館（大ホール）
10/16（日） 17：00～ おまつり広場
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滋賀銀行は、環境省認定の
「エコ・ファースト企業」として、
「環境経営」に取り組んでいます。

『しがぎん』
お友だち募集中！

【登録方法】
『しがぎん』公式アカウント
@shigaginで検索

Facebook
配信中!!

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

『しがぎん』
オリジナルキャラクター
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ゲスト紹介

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

今西佑介セクステット

■今西佑介セクステットプロフィール
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
パートリーとして、「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」、
2016年に「METEOROLOGY」と４枚のCDをリリース、今後も要注目のバ
ンド。

10/16（日） 14：00～ 大津市民会館（大ホール）

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

刀祢 直和（b）、水上ダンヒル洋（dr）、藤嵜 佳里（pf）
10/15（土） 15：00～ スカイプラザ浜大津 響
10/15（土） 17：00～ おまつり広場

TONE BASS TRIO

■jajaプロフィール
2004年ホリプロよりCDデビュー。HMVのJazz部
門、ネット予約１位・発売２週間セールス１位を獲
得。韓国・ソウル「第一回チャラ島国際ジャズフェ
スティバル」に招聘される。2005年マレーシア、イ
ンドネシア、シンガポール、タイ、韓国、フィリピン、台
湾にてCDデビュー。「釜山国際映画祭のオフィ
シャルライブ」参加。マレーシア「ペナン島ジャズ
フェスティバル」参加。2006年WHDエンターテイ
メント&ビクターよりメジャーデビュー。2ndアルバム
では、７つのグラミー賞を受賞している作曲家
Roger Nichol がレコーディングを担当。アドリブア
ワード国内ニュースター賞を受賞。2007年アドリ
ブアワード国内ベストジャズ・フュージョン賞を受賞。2008年～独立しセルフマ
ネージメントオフィスを設立。同年、初のLive DVDをリリース。2009年にはリー
ダーでもあるSAX秋山幸男がアドリブアワード（スイングジャーナル社）国内
SAXプレイヤー人気投票で10位に入るなど、幅広い層から支持を得ている。
2012年、初のドイツツアー。2013年にはヨーロッパ公演（ドイツ・ルクセンブ
ルク）も大成功。2016年、北海道から九州の一度の全国ツアーは50ヶ所以
上。横浜から世界へ。japanese jazzを認めさせるオンリーワンバンドです。

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

10/16（日） 13：00～ JR大津駅前
10/16（日） 15：00～ ビアンカ

jaja

■小野麻美プロフィール
京都生まれ山科育ち
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、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 に進むと同 時 にAN 
music school京都にてジャズピア
ノを玉田隆、亀田邦宏氏に師事。
卒業と同時にYAMAHA講師とな
ると同時に京都祇園『CANDY』に
て演奏活動をスタート。
Westin Miyako Hotel kyoto にてレギュラー演奏を数年務め、その影響を
受け海外に興味を持ちニューヨークJAZZClubアーサーズタバーンにて山
本恵理 （pf）アランハンプトン（Wb）竹内郁夫trioのLIVEを観てオリジナル
中心に繰り広げられる世界に刺激を受ける。
◆2014年1月13日に念願のピアノトリオ1stアルバム「Deep blue」深い
海の気持ち～を発売。ラジオや、テレビに出演。現在もオリジナル楽曲を中
心にピアノトリオや様々な編成で関西や関東にも遠征し、ジャズフェス、海外
アーティスト等ともセッションをする。

小野 麻美（pf）、中嶋 明彦（b）、西野 滉平（dr）

10/16（日） 12：00～ JR大津駅前
10/16（日） 15：00～ スカイプラザ浜大津 響

小野麻美Piano Trio
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ゲスト紹介

■小柳淳子プロフィール
大阪府出身。
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。
ライブハウス、イベント演奏、レコーディン
グワーク、歌唱指導等、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。
2012年３月、ジャズギタートリオとの
ファー ストCDア ル バ ム『Find The 
Words』発売。
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。

http：//blogs.yahoo.co.jp/junko_chanchan

小柳 淳子（vo）、牧 知恵子（pf）、衛藤 修治（b）、佐藤 英宜（dr）
10/16（日） 13：00～ 大津市民会館（大ホール）
10/16（日） 16：00～ 大津市旧大津公会堂

小柳淳子OTSUスペシャルカルテット
山下 拓郎（cl）、岸本 良平（pf）、斎藤 一郎（b）

Clap Stomp Swingin'

■Clap Stomp Swingin'プロフィール
ホンキートンクな調べに乗せて今宵もヤ
ツらがやってくる…古き良き時代の
ファッションとサウンド、時を超えたスイン
グのリズムと個性溢れるパフォーマンス
を武器にコンサートホールからカフェ、野
外フェスから路上、酒場から酒場、お声
がかかればどこへでも…時と場所を選
ばず縦横無尽に活動中。ハッチハッ
チェルオーケストラ（2013年レインボー
ヒル）、ロックンタスケロール＆ザ キャプ
テンスイング（2014年フジロックフェス
ティバル）等々、各アーティストのサポー
トバンドとしても定評を得る。2014年よりプロテストキャバレー「カジノフォー
リー」に参加。全国各地で絶賛を浴びる。2012年３月、1stアルバム「Clap 
Stomp Swingin'」をリリース。 2013年４月、2ndアルバム「フルスイング」を
リリース。2015年5月、ミュージカル・コメディ映画をトリビュートした3rdアル
バム「スウィングキネマ」をリリース。2015年10月～2016年３月、半年間に
渡り「I Saw Her Kissing Nat Cole」と題したナットキングコールトリビュート
シングルを毎月リリース。2016年９月、ピアニスト交代、クラリネットを加えたカ
ルテット編成でニューアルバムをリリース予定。
やるせない日常にスイングを！ 楽しい日々にもスイングを！ なにはなくともスイン
グを！ 黄金時代に想いを馳せる、今を生きるスイングバンドがあなたの街を踊
らせる!

10/16（日） 13：00～ スカイプラザ浜大津 響
10/16（日） 16：00～ 琵琶湖ホテル バー桃山

Into the Night with 今井晴萌 〈special guest〉 吉川弾

■Into the nightプロフィール
磯部寛樹（gt）、磯部直樹（ba）の若手兄弟に
よるジャズ・コンテンポラリー、インストゥルメンタ
ル・バンド。ポップ、ラテン、ジャズ、メタル、プログ
レなどのあらゆる要素がミクスチャーしていなが
らも一貫した「Into the Night」独自の世界観が
漂う、他に類を見ない不思議なサウンドを醸し出
す。2016年、手数王、菅沼孝三氏を招きファー
ストアルバム「Into the Night」をリリース。
■今井晴萌プロフィール
1993年生まれ、滋賀県出身。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。現在首都圏、関西圏のライブハウスを中心
に、ジャズ、ファンク、R&B、ソウル、ロック、フュー
ジョン等幅広いスタイルのバンドで活動してい
る。2016年、単身渡米。ベーシストVictor Wooten主催Vix Camps参加。
■吉川弾プロフィール
ボストンにてLouis Catoに師事。2005年東京ジャズロックバンド「Qui」に加入し
2009年アメリカで開催された世界規模のフェスティバル「Progday」に参加。2007
年「ニライカナイ」でメジャーデビュー。現在、Qui、宮崎隆睦グループ等、様々なバンド
で活動。村上てつや、YUKI、石田純一、花＊花等サポートもしつつ、ジャンルを超えた
全方位ドラマーとして活動している。

磯部 寛樹（g）、磯部 直樹（b）、今井 晴萌（ts）、吉川 弾（dr）

10/15（土） 14：00～ スカイプラザ浜大津 響
10/15（土） 16：00～ baar musica tio

葭葉愛子今井晴萌 Project Band

■葭葉愛子プロフィール
京都外国語大学出身、元国際線グランドホ
ステスというユニークな経歴を持つ。大学時
代に突然ジャズピアノに魅了され、ビルエバ
ンスやオスカーピーターソンのCDを聴くよう
になる。大学卒業後、なぜか自らが演奏者
になりたいと思い独学から始める。
独学に限界を感じ、ジャズピアノを木畑晴
哉氏に師事。
大阪のライブハウスでの演奏経験を積み、
いつの間にか東京、大阪、神戸等、幅広く
演奏活動をするようになる。
独自の世界観を持ち、情景が浮かぶオリジ
ナル曲にも力を入れている。

葭葉 愛子（pf）、今井 晴萌（ts）、衛藤 修治（b）、井上 優（dr）

10/15（土） 12：00～ 大津市旧大津公会堂
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医療法人社団　新緑会

０７７－５２２－２１５３
〒520-0043 大津市中央一丁目６－１８ 〒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

大津駅から徒歩三分
素材にこだわり、日本酒にこだわる居酒屋
大小個室、テーブル、カウンター席有り

宴会は最大36名様まで可能

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

☎077-526-4353

ピアノを活用した貸切イベントOK!
シニアサークルやママ会等にぜひ

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

☎077-548-8883

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

大津駅から
徒歩3分

カフェ＆バー
白いピアノ

■住 ■営
■休
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ゲスト紹介

■市川純也プロフィール
―21歳の全盲のピアニスト―
５歳からクラシックピアノを始め、
12歳からジャズやロックに傾倒
すると共に作曲活動を開始。
高校を卒業と同時にプロ活動
をスタートし、京阪神のライブハ
ウスを中心に活動中。
ジャズ、フュージョンに加えオリジ
ナル曲では高い評価を得て
いる。また全国各地でソロピア
二ストとして様々なイベントに出演し、活動の幅を広げている。
今年11月には自身のリーダーバンドNaked Boysでオリジナル曲のレコー
ディングを予定している。

HP：Junyaのドリームワールド（市川純也ブログ）
      http：//yaplog.jp/makobee/

市川 純也（pf）

10/15（土） 13：00～ スカイプラザ浜大津 響

市川純也

■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。
◇中山瞳は［高原かな・中山瞳Duo］としても出演。
10/15（土） 14：00～ JR大津駅前
10/15（土） 16：00～ スカイプラザ浜大津 響

中山 瞳（pf）、光岡 尚紀（b）、引田 裕路（dr）

10/15（土） 13：00～ JR大津駅前
10/15（土） 17：00～ スカイプラザ浜大津 響

中山瞳Trio 高原かなカルテット

■高原かなカルテットプロフィール
2009年5月4日、高槻ジャズストリート出
演のために高原かなのもとに集められた
ぱくよんせ、鶴賀信高、棟允嗣の3人。リ
ハーサルもなく、当初はその日限りの予定
だった4人だったが、音を出した瞬間…『な
んだこのグルーブ！なんだこのスウィング感
は？！』高原かな談。というわけで、高原かな
のリーダーバンドとして活動開始。2010
年には自主レーベルよりミニアルバム

『FOUR！』を、2012年にはライブ録音CD『カナカルライブ！』をタイムマシンレコードよ
りリリース。2015年11月には高原かなの積年の夢であったクリスマスアルバム『カナ
カルクリスマス！』をリリース。2012年金沢ジャズストリートバンドコンペティション準グ
ランプリ受賞(ちょっと悔しい)。韓国インチョンでのジャズフェスティバルにも出演、好
評を得る。2015年夏以降、メンバーのほとんどが東京へ進出。活動を全国区へと広
げ個々の活動もめざましい4人。結成8年目を迎え、演奏クオリティとエンターテインメ
ント性をあわせ持つ稀有のボーカルカルテットとしてさらに存在感を放っている。

高原 かな（vo）、ぱくよんせ（pf）、鶴賀 信高（b）、棟 允嗣（dr）

10/16（日） 12：00～ 琵琶湖ホテル バー桃山
10/16（日） 14：00～ スカイプラザ浜大津 響

高原かな・中山瞳Duo

■高原かな（Vo）プロフィール
3歳からエレクトーン奏法を、9歳からドラ
ム奏法を学び、ポピュラー音楽の基礎を
習得。大阪府立清水谷高校にてバス
ケットボール部で活躍するかたわら合唱
部で声楽の基礎を学ぶ。同時にアメリカ
ンミュージック、特にブラックミュージック
に傾倒し強い憧れを抱く。その後、大阪
音楽大学短期大学部声楽専攻修了。
声楽、音楽理論、ピアノ奏法を習得。卒
業後ジャズを歌い始める。2008年より関西を拠点にプロ活動を始め、「高原かな
カルテット」を結成。2010年12月には初アルバム『FOUR!!』を自主レーベルより
発表。2012年9月、金沢ジャズストリートバンドコンペティションにて「高原かなカ
ルテット」が準グランプリ受賞。同年12月、タイムマシンレコードよりライブレコー
ディングCD『カナカルライブ！』を発表。従来のジャズ作品のイメージを覆したと全
国で高い評価を得る。2013年、セロニアスモンクコンペティション初のアジア版
であるOsaka Asian Dreams Jazz Competitionのセミファイナリストの一人に
高原かなが選出される。（※セロニアスモンクコンペティションとは、世界で最も権
威のあるジャズのコンペティションである。）JAZZの伝統的なスタイルに強いこだ
わりを持ちながらも新しいジャズの表現も積極的に取り入れ、そのスウィング感あ
ふれる歌唱とエンターテイメントたっぷりのパフォーマンスには定評がある。すいか
をこよなく愛し、その思いは『カナカルライブ！』のジャケットにも反映されている。

高原 かな（vo）、中山 瞳（pf）

10/15（土） 14:00～ JR大津駅前
10/15（土） 16:00～ スカイプラザ浜大津 響
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あ そば處 やま喜 い 大津教会 お 平井酒造 け 京阪浜大津駅前 つ おまつり広場き baar musica tioえ 大津
聖マリア教会 か 大津祭

曳山展示館前 こスカイプラザ浜大津
スタジオ1 さスカイプラザ浜大津

スタジオ2 く 大津市
旧大津公会堂
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を スカイプラザ
浜大津 響わJR大津駅前

ふたりEB-4

金井 聖宜

若松美恵子＆
久保田雄大DUO

Elements of depot

めだか・安藤佳子・
ZAZOU

Nanotango

デュオ・セルペンテ

さわら

Bicerin

Just Friends Choir

ザ・ブラスグラス

ONE LINE

菅ちゃんあっちゃん和ちゃん

19弦

スキャット・カンパニー

茉美

風流亭六弦じゅん

Duo shin-nan

Bandoneon Trip

レインボーミュージックバンド

あづにゃんかるてっと

Witty Quartet

Y's BAND

♭3

PEACE BOX

DOPE☆STARS

Into the Night with 今井晴萌
〈special guest 吉川弾〉

畠山ゆきTRIO

ザッツ・オン

黒ボン・フレンズ

The Majestic
Jazz Orchestra 琵琶湖

Groovin' Cats Swing Orchestra

CLUB THE THIRD - West

纐纈歩美トリオ

time signature

ユキナ＆エローズ
（Yukina & hEroZ）

Grandpa

御影真秀withラズライクエア

The Sun Clover feat. OJO

中央小学校金管バンドクラブ
FJB FUJIMI Jr. Band

rim peg plus one

New funktion

Thrive on Praise

なみもりドロップス

葭葉愛子／今井晴萌
Project Band

幸バンド
（koi-sounds special）

華奢凛ーキャサリン

SIGNAL

Vermilion Field 

TONE BASS TRIO

Vermilion Field

ダンディーデュークス
ジャズオーケストラ

滋賀県高等学校軽音学部会：Ａ

中山瞳Trio

高原かな・中山瞳Duo

TOT

Pawl Newmen

市川純也

Into the Night with 今井晴萌
〈special guest 吉川弾〉

TONE BASS TRIO

高原かな・中山瞳Duo

中山瞳Trio

Add Flavor

たまにわ

川上弦太バンド
～T-SQUARE TRIBUTE～

滋賀県高等学校軽音学部会：Ｂ

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
赤十字病院

商店街アーケード

明日都
浜大津

三井寺

浜大津

島の関

大津

上栄町

161
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津
線

寺
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通

中
央
大
通

浜大津
アーカス琵琶湖

ホテル

百石町通

中町通

浜通

湖岸道路

なぎさ通

京町通（旧東海道）

琵琶湖汽船 大津港

おまつり広場

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 スタジオ２

大津市
旧大津公会堂

baar
musica tio

glass studio
& bar Porto

洋酒喫茶 45

レインボー
ミュージック
スクール

ブロッコリー

KASCLE

こなもんと酒と肴のお店

長等二丁目

平井酒造

大津祭曳山展示館前

大津百町館
★

JR大津駅前

58

● 一般会場
□ パートナー会場
★ セッション会場
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パーンの笛C
ここち夢D

白いピアノ A

スカイプラザ浜大津 響

どない屋
M

M’s CAFEGハピネスビレッジ
I

L

大津市民会館

10月15日㈯ 会場MAP

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！

10/15㈯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15日16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！

会場リスト
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パートナー会場
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M’s  CAFE

H
I
J
K
L
M
N

ブロッコリー
ハピネスビレッジ
こなもんと酒と肴のお店 長等二丁目
洋酒喫茶 45
glass studio & bar Porto
どない屋
びわ湖大津館

街歩きポスター展
成安造形大学 × 大津ジャズフェスティバル

10月8日（土）【大津祭宵宮】～
15日（土）【第8回大津ジャズフェスティバル1日目】

ギャラリーＱ（丸屋町商店街内）

昨年の大津ジャズフェスティバルを
いろんな目線で切り取った作品たち…ぜひご覧ください。

会期

場所
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●10月15日㈯ 会場

そば處 やま喜 大津教会

14：00~ Jazz

ZAZOU（g）、浅嶌 周造（pf）
ExtraBrothers4（EB-4）のフロントからなるデュオです。野球の試合のよう
に１曲づつ攻守を交替して時間までスタンダードジャズをお届けしようと
思います。

ふたりEB-4 12：00~ Jazz

めだか（安河内 大介）（b）、安藤 佳子（vl）、ZAZOU（g）
春に結成したばかりのヴァイオリン・ギター・ベースという珍しい編成の
ジャズユニットです。アコースティックなサウンドで季節を感じさせる音楽
をお届けしたいと思います。

めだか・安藤佳子・ZAZOU

13：00~ Latin

Mithyl Nakamura（Bandoneon）、Hiroshi Noguchi（g）
タンゴを中心とした情熱のラテン音楽をバンドネオンとギターという最小
単位のユニットで奏でます。昨年に引き続き、ミドルエイジとシニアエイジ
の２人による演奏をお楽しみください。

Nanotango

14：00~ Crossover

しんちゃん（fl）、いっこちゃん（pf）
草津在住のフルートとピアノのデュオです。クロード・ボーリングのジャズ組
曲（抜粋）を中心に親しみやすい曲を演奏します。

デュオ・セルペンテ

15：00~ Pops

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

さわら

16：00~ Gospel

サミー（ten）、エリー（alt）、いるるん（alt）、さっちゃん（mez）、
まゆみ（mez）、きみ（sop）、たけま（pf）
今年10周年を迎えてますますバージョンアップ！？心に響くハーモニーを目指し、日々練
習しています。聴いてくれる人がゴスペルっていいなあと思ってもらえると嬉しいです。

Bicerin

15：00~ Jazz

かない まさのり（g）
JAZZスタンダード曲をソロギターで演奏します。

金井 聖宜

16：00~ Jazz

若松 美恵子（vo）、久保田 雄大（g）
やわらかなサウンドでJazzやBossa novaのスタンダードナンバーをお届け
します。

若松美恵子＆久保田雄大DUO

17：00~ Pops

Megumi（vo）、Iku（g）、Tasuku（as）
結成８年ほどになりますが、大津ジャズフェスティバルには、初めて参加さ
せて頂きます。
普段は、大阪市内のBar等でライブを行わせていただいております。
ジャズ、ポップス等ジャンルは、幅広いですがボーカルのMegumiの七変
化な歌をぜひお聞きください。

Elements of depot

あ い

10
月
15
日
㈯
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え

●10月15日㈯ 会場

大津聖マリア教会

お
平井酒造

12：00~ Jazz

フジモ（vo）、ヘンド（b）、リクス（pf）
ジャズボーカルの名曲を入れ替わりたくさん歌います。スキャットもコンテ
ンポラリーもスタンダードもみな同じ、しっかりやります時間まで。

スキャット・カンパニー

13：00~ Pops

茉美（vo）
京都生まれ滋賀在住。シンガーソングライター。看護師を通して感じたこと、
日々のことを弾き語ってます。

茉美

14：00~ ルーツミュージック的オリジナル

風流亭六弦じゅん（g）
ジャズ、ブルース、カントリー等のルーツミュージックをベースにしたオリジ
ナルをアコースティックギター１本で楽しく演奏いたします。関西、関東で
活動中。今年アルバムを全国発売。

風流亭六弦じゅん

15：00~ Latin Jazz ＆ Spanish

M-1046X（g）、SAORI（pf）
ラテンジャズやスパニッシュなどを演奏するギターとピアノのデュオ

Duo shin-nan

16：00~ Latin

Mithyl Nakamura（Bandoneon）、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、POPSを中心とした
世界の音楽を奏でます。

Bandoneon Trip

12：00~ Jazz Chorus + Gospel

中川 修一（pf）、秋山 敏治（b）、SAYURI（sop）、落合 景子（alt）、安田 文宏（ten）、筵井 武（bas）
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年より出演、大津ジャズフェスには第1回より連続
参加。今回、2006年結成のジャズコーラスグループ「Pentangular Choral Ensemble」のメンバー５人から新しく４声による、バロッ
ク音楽のジャズアレンジ演奏にも挑戦。アカペラから、ゴスペル、ジャズコーラスまで…ぜひ、究極のハモリお楽しみください。

Just Friends Choir

13：00~ Jazz

たかちゃん（vo, as）、Serge Maumary（cl）、ゆきちゃん（key）、
しげちゃん（vo, bjo, g）、わかさん（vo, vi）、Lucky Hirao（vo, bass）
バンジョーも入れながら、明るく楽しいジャズを演奏したいと考えてい
ます。びわ湖にさわやかな風をお届けします！

ザ・ブラスグラス

14：00~ Jazz

寺谷 泰寛（g）、佐々木 隆史（ts）、GEOFFERY GRANT（perc）
今年もお世話になりますONE LINEです。爽やかな風と共に癒しのインストルメンタル
ナンバーをお楽しみください。皆さんの知っている曲を中心に心地よいサウンドとし
てアレンジをしております。もちろん、オリジナルも演奏を致します。ご期待ください。

ONE LINE

15：00~ Jazz

菅 宏行（vo）、平田 敦子（cl）、高寺 和美（pf）
クラリネットとボーカルとピアノで魅惑の空間を演出します。
仲良し３人の息のあった、楽しく美しい音楽をぜひぜひお聴きください。

菅ちゃんあっちゃん和ちゃん

16：00~ Acoustic Instruments & Songs

ようじ（g）、ゆみ（【弦楽器】kt：箏）
昨年に続き、２回目の出演です。スタンダードジャズからポピュラーソング、クラシックま
でみんなが知っている楽曲を軽やかに、優しく奏でる男女２人のアコースティック・ユ
ニットです。箏（こと）の13弦が旋律を、ギターの６弦がリズムと伴奏を、それぞれ独自の
アレンジでお届けします。19本の弦が織りなす音の響きに触れてみてください。

19弦

10
月
15
日
㈯
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●10月15日㈯ 会場

大津祭曳山展示館前 baar musica tio

14：00~ Jazz

中井 奏志（g）、赤松 謙太朗（dr）、高田 敏実（b）、三戸 香（pf）
ドラムス赤松謙太朗、ベース高田敏実、ギター中井奏志、ピアノ三戸香で活動する
ジャズカルテット。岐阜を中心に、大垣、多治見、愛知、滋賀、三重等のライブハ
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 BOX

15：00~ Funk

ruzz（b/ vo）、yuka（vo）、wakasan（g）、crazy kazu（g）、
penny-t（ts）、taku（b）、super seijip（dr）
DOPE☆STARSは、濃いファンクグルーブをベースとしたオリジナル楽曲で
活動しています。1994年に主宰のラズ（ruzz）氏により結成され、今も深化
を続けています。2013年にはファーストアルバム「DOPE IN DA FUNK」を
リリースし、さらに活動の幅を広げています。

DOPE☆STARS

17：00~ Jazz

畠山 ゆき（pf）、小林 道治（b）、戸田代 武（dr）
第１回から大津ジャズフェスティバルに数回出ていますが今年の畠山トリ
オは何かと大津に関わりの深いメンバーが集まりました。それぞれがエネ
ルギッシュに活動していますがこの３人が一緒に演奏するのは何を隠そ
うこれが初めてになります。10/30には近江八幡YUGEYAにて畠山ゆきト
リオでライブ予定です。是非お待ちしております。

畠山ゆきTRIO

18：00~ Pops

かずちゃん（g）、まっさん（dr）、こうちゃん（as）、ちかちゃん（b）
平均年齢68歳、大津市在住のオヤジバンド、誰もが知っている曲を聞いて
いる方と一緒に愉しめるステージを目指しています。

ザッツ・オン

12：00~ Jazz

水谷 清和（dr）、鈴木 康介（g）、奥谷 崇（b）、中司 美幸（pf）
大津と草津にあるレインボーミュージックスクールの講師と教室セッショ
ンホストによるバンドです。スタンダードジャズからヨーロッパ系のジャズ
までお届けします♪

レインボーミュージックバンド

13：00~ Jazz

MIWA（as）、谷尾 芝保（pf）、杜若 伸紀（dr）、高木 直（b）
大津ジャズ出演５回目。
大津発正統派ジャズユニットです（自称）

あづにゃんかるてっと

14：00~ Jazz

稲本 亘宏（b）、草野 友善（cl）、ヤマダ マサタカ（dr）、小林 美歩（pf）
こんにちは。大津ジャズフェスティバル初出演です。今年結成したばかりのメン
バーですが、各地それぞれで音楽活動をしている仲間が集まりました。今回は皆
様に旅をしているような気分を味わって頂けるジャズのナンバーをお届けします。

Witty Quartet

15：00~ Jazz

ちいこ（as）、横ちゃん（as）、本城 敦史（as）、まっちゃん（ts）、カナヤン（ts）、
黒ボンバー（ts）、原 富太郎（ts）、西田 則彦（ts）、児玉 栄一郎（ts）、筈井 源一（ts）、
佐伯 和男（cl）、坂平 和代（as）、高井 ひろみ（pf）、秋山 としはる（b）、吉田 匡志（dr）
滋賀・京都のサックス愛好家が集まったバンドで、関西で活躍されているテナーサックス
奏者の西村由香里さんに師事している仲間たちです。心を込めて演奏しますので、応援
よろしくお願いいたします！

Y's BAND

16：00~ Pops

中川 達貴（dr）、竹原 直哉（as）、植田 琴巳（tp）、
北出 英里（pf）、永井 里香（b）、濱口 亜貴乃（vo）
音楽と、人の出会いから生まれた、ちょっとお洒落でカッコいい！を目指す
若者の集いです。

♭3

か き

16：00~

磯部 寛樹（g）、磯部 直樹（b）、今井 晴萌（ts）、吉川 弾（dr）
Into the Night with 今井晴萌〈special guest 吉川弾〉

ゲスト紹介ページをご覧ください。

10
月
15
日
㈯ 雨天中止
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●10月15日㈯ 会場

京阪浜大津駅前

12：00~ Jazz

伊藤 輝雄（b）、福谷 さち子（pf）、大辻 彩（dr）、黒ボンバー（ts）
楽しくスタンダードジャズを演奏します。
スペシャルゲストも登場していただける予定です。

黒ボン・フレンズ

13：00~ Smooth Jazz

村上 友啓（g）、岡崎 伊佐央（b）、有吉 崇郎（pf）、色川 裕三（dr）、kayo（sax/vo）
こんにちは！関西圏で活動しておりますアドフレーバーです。昨年は、大津ジャズフェスティ
バル、高槻ジャズストリート、琵琶湖ジャズin東近江などに出演させていただきました。ジャン
ルはSmooth Jazzとありますが、Jazzを少しPOPにしたものだと思ってください。オリジナルと
カバーで、爽やかで楽しい音楽をお届けしたいと思いますので、楽しんでいってくださいね！

Add Flavor

14：00~ Jazz、Blues、Funk、Bosa Nova
８年前に結成された滋賀県の高等学校９校が加盟している「滋賀県高等
学校軽音楽部会」より、今回は草津東高校軽音楽部が出演します。先日の
広島総文祭にも出演した草津東高校軽音楽部、大津ジャズフェスには第
１回よりずっと参加させて頂いております。普段演奏しているＪポップや
ロックとは一味違ったジャンルに今回も挑戦します。

滋賀県高等学校軽音学部会：Ｂ

15：00~ Fusion

はまん（dr）、HIRO（tb）、岩本（b）、浅野（pf）、Great Matsunaga（fl）
今年で４回目の出演です。Latin的なアプローチで楽しい音をだせるよう心
がけて演奏しています。フルート、トロンボーン、唄など多彩な編成でお届
けしますので、子供でも大人でも気楽に聞きに来てください。楽しんでね。

たまにわ

16：00~ Fusion

川上 弦太（sax）、中尾 太一（g）、浅野 晶（key）、伊藤 貴史（b）、側垣 智（dr）
2013年～４年連続出場！日本を代表するフュージョンバンド「T-SQUARE」のトリビュー
トバンドとして活動中。５月には元T-SQUAREベーシストの須藤満氏との共演も果たし、
快進撃を続けております。メンバーのテクニカル、そして聴衆を引き込むプレイをぜひ
お聞きください！

川上弦太バンド～ T-SQUARE TRIBUTE ～

10
月
15
日
㈯
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短期集中での上達を目指す方に…短期集中での上達を目指す方に…

英 会 話

英 会 話

www.velco.jp/info@velco.jp

無料体験レッスン実施中！

短期集中での上達を目指す方に…

英会話 VELCO 検 索

四条校・梅田校・大津校

京都 四条校・大阪 梅田校・滋賀 大津校

琵琶湖のリゾート地にある
短期集中で学ぶ合宿施設です。

滋賀英語の家ナノハウスでは外国人に
囲まれてホームステイ体験できます！
滞在中は英会話ベルコのレッスン受け放題。

滋賀 英会話スパルタロッジ

通い放題

会員様以外も
ご利用可能です！

予約不要 月１万円～
（税抜）

関西エリアで英語を学ぶなら…

●10月15日㈯ 会場

スカイプラザ浜大津 スタジオ 1

13：00~ Bigband

松尾 美鈴（as）、菅野 美鈴（as）、河村 昭一（ts）、諫山 祐貴（ts）、
森 大之（bs）、松井 美樹（tp）、横谷 裕嗣（tp）、小島 奈 （々tp）、
吉村 聡（tp）、山本 隆也（tb）、法月 彩見（tb）、山川 結（tb）、
元田 達己（tb）、諌山 美緒（pf）、奥谷 崇（b）、大辻 彩（dr）、
木曽 稔之（mc）
The Majestic Jazz Orchestra 琵琶湖は大津市を中心に滋賀県全域で活
動（予定）している社会人ビッグバンドです。今年の春に結成して、今回の
ライブはこのバンドにとって記念すべき初ライブになります。まだまだ荒削
りな部分もあるかと思いますが、琵琶湖マジェの柔らかいサウンドを是非
楽しんでいってください。

The Majestic Jazz Orchestra 琵琶湖

14：00~ Bigband

宮木 健次（as）、高田 恭子（as）、田辺 高司（ts）、河内 よしの（ts）、
柴田 洋輔（bs）、秋篠 和秀（tp）、吉村 聡（tp）、高橋 真弓（tp）、
中島 綾美（tp）、日比 晴久（tb）、浜田 正宏（tb）、木村 園子（tb）、
福元 俊介（tb）、安土 直子（pf）、後光 俊（g）、大江 愛（b）、
正木 明夫（dr）、亀田 利之（tp）
今日はスウィング系の曲が多いです。最近は年金受給者になったバンマス
のせいか、こんな曲想。でも脳天気に楽しめます。後期高齢者バンドになら
ないよう若いメンバーを集めんとと、画策してます。そこのアナタ、一緒に
楽しみませんか？

Groovin' Cats Swing Orchestra

15：00~ Jazz

吉田 真理（vo）、中村 多加（vo）、新海 有美子（chor）、
上村 愛（chor）、近藤 千果（fl）、八田 愛理奈（fl）、出海 聡（as）、
会澤 晶（ts）、芦田 明彦（bs）、福谷 誉樹（tp）、濱田 薫子（tp）、
北村 享（tp）、吉田 若菜（tp）、川口 清人（tb）、濱田 明英（tb）、
箕浦 由梨（key）、田村 美野香（g）、原口 暢弘（b）、積 聡郎（dr）、
田近 久幸（perc）

纐纈歩美（as）、佐藤浩一（pf）、安田幸司（b）

大野雄二ルパン三世ミュージック専門のビッグバンドです。大津ジャズの
お客様へジャジーなルパン曲を選りすぐってお届けします！

CLUB THE THIRD - West

16：00~ 纐纈歩美トリオ

こ

ゲスト紹介ページをご覧ください。

10
月
15
日
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www.rodojimu.com

さ

●10月15日㈯ 会場

スカイプラザ浜大津 スタジオ 2

く
大津市旧大津公会堂

13：00~ Pops

半谷 譲（vo）、森田 幸（vo）、柳井 崇（dr）、高木 賢二（perc）、
森田 達也（b）、斎藤 啓志（pf）、坂田 寿士（key）
おなじみのスタンダードや懐かしいAORの名曲を心を込めて歌います。
ボーカルを支える結成32年目のリズムセクションは今年も円熟^ ^。歌モ
ノの世界を楽しんでいただければ幸いです。

幸バンド（koi-sounds special）

14：00~ Rock

高木 寛（hca）、花本 淳（g）、坂田 彰（g）、塚本 泰史（dr）、
塚本 美智代（vo）、吉田 隆志（b）、吉田 利恵（key）
地元東近江を中心に、ライブハウス、cafe、bar、ホテル、お寺、神社、夏祭り、
国際交流会などなど、たくさんの皆様に御愛好頂いております。びわこjazz
東近江は、第１回から無遅刻無欠席継続中！初めての大津jazzフェスを皆
様と楽しみたく思います。ご来場の際はぜひとも華奢凛の奏でる、和洋な
つかし名曲実演を一度ご見物くださいませ。

華奢凛―キャサリン

15：00~ Jazz

Maki（vo）、うっちー（sax）、TAKA（b）、むっちゃん（pf）、KOGA（g）、KazuYama（dr）
関西を中心に活動している社会人バンドです。
結成して間もない若輩者ばかりですがどうぞ宜しくです。
今後もますます精進して参りまする。

SIGNAL

12：00~ Fusion

佐古 俊之（g）、亀山 成男（dr）、佐藤 貴博（ts）、佐藤 みのり（as）、杉村 孝彰（key）、山口 智之（b）
メロディアスなジャズ・フュージョン曲を提供する社会人グループです。結成してはや
20年、幾多のメンバー交代を繰り返し現在のメンバーにたどり着きました。ツインサック
スにギター、リズム隊という当バンドならではのサウンドをじっくりご堪能ください！大津
ジャズは初参加となります。

time signature

13：00~ Fusion

ユキナ（as/key）、廣田 竜啓（g）、Goo（b）、和田（dr）
サックスプレーヤー・ユキナを中心としたインスト・フュージョンバンド。2008年結成、エローズと言うバンド名はオヤジ
達の日頃の会話をそのまま反映。これは後に参加したメンバーにも脈々と受け継がれています。しかし小文字のhがエ
ローズの前にしっかりと付けられているのは、ライブになるとhEroZ （エローズ）が、Heroz （ヒーローズ）になるぞ！と言
う希望的・観測から来るモノです。サックスとキーボードを巧みにこなし、同時にエロ・オヤジ裁きも見事なユキナと、エ
ローズが奏でる、ラクーで楽しい、でもしっかりとメリハリの効いたサウンドを、是非ライブで確かめてください。

ユキナ＆エローズ （Yukina & hEroZ）

14：00~ Jazz Blues、Pops、Rock

Yasu_Metabolic（g）、Kanae（vo）、べぇやん（dr）、
Ike-Chang（b）、みぃちゃん（key）
CMや映画挿入歌等の有名曲を独自のアレンジで演奏するバンドです（^^♪

Grandpa

15：00~ Pops

御影 真秀（vo）、ナカＺ（dr）、Miyu（key）、Shiro（g）、Hirokazu（b）
わかさ生活CMソング「あなたから始まる」やオリックスバファローズStrawBsのプロデュース、三宮プラザ
テーマソング「プラザルンバ」、福井県今庄365スキー場テーマソング「ゲレンデ」女子プロ野球のテーマ
ソング「プレイボール」（ハロープロジェクト：ポッシボー歌唱）、姫路グランフェスタテーマソング「いつもチ
カくに、もっとチカくに（歌唱：ミラクルひかる）、日本橋でんでんタウンイメージソング「ふたりの日本橋」、
京橋コムズガーデンイメージソングを始め多数のCMソングを手がけてます。

御影真秀withラズライクエア

16：00~ Funk

吉田 真由美（vo）、塩澤 静香（g）、森田 知恵（key）、守安 志織（b）、小出 直史（dr）
OJO名義で各地の音楽祭・関西のライブハウス・各地の路上で活躍する吉
田と、京都・神戸で活動をするファンクインストバンドThe Sun Cloverのコ
ラボです♪オトナなファンクをお楽しみください！

The Sun Clover feat. OJO
16：00~

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

ゲスト紹介ページをご覧ください。

12：00~

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。

●グッズ販売
●本　部

10
月
15
日
㈯
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毎週火曜日20時～22時膳所公民館にて
練習してます。見学自由です。
お気軽にお越し下さい！

●10月15日㈯ 会場

おまつり広場

12：00~ Brassband
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、29人でクラブ
をスタートしました。６年生17名、５年生３名、４年生９名で、みんなで教
え合いながら仲良く練習しています。８月７日の地域の夏祭りで、今年はじ
めての発表をすることができました。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

12：30~ その他
さき（eugh）、りんな（tp）、まほ（a.hr）、はやと（tp）、ゆい（perc）、
ゆうか（tp）、こころ（tb）、みのり（perc）、まな（tp）、あやか（perc）、
ひより（tb）、ゆいね（perc）、かな（a.hr）、こうめ（eugh）、わこ（tb）、
ましほ（tp）、ゆあ（a.hr）、まさや（tb）、みお（tp）、ももか（perc）、
まお（tp）、ふうか（tp）、りか（tp）、さほ（tp）、あいる（tp）、
れお（perc）、こうま（tp）、あさき（tp）、しょうた（tp）、おとは（tp）、
まな（perc）、わか（tp）、あずさ（perc）
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。昨年の10周年記念演奏会を
きっかけに、新しいメンバーがたくさん入団してきてくれました。新メンバー
の成長も楽しみな、新生FJB！今年も頑張ります！

FJB FUJIMI Jr. Band

13：00~ その他

品川 明子（vo/pf）、若林 輝彦（b）、藤井 俊忠（dr）
ジャンルに垣根を作らないハイブリッドサウンドバンド。癒し系ボーカルと
自然発生的な楽曲のマリアージュを一度ご体験ください！

rim peg plus one

14：00~ Pops

さね（vo）、ちゃね（vo）、すむにだ（vo）、みは（vo）、ひーつん（vo）、
あや（key）、ショウちゃん（b）、ぴらぺ（g）、ツヅク（dr）
目を閉じて浮かんでくる、ここはどこ？ロサンゼルスの朝のダイナーへ、ジャ
マイカの浜辺へ、夕暮れのダウンタウンへ、真夜中のNYの街角へ。心地よ
い音楽に誘われて、まるで世界を旅するような―― Pops、ゴスペル、R＆B、
ミュージカルなど、さまざまなジャンルを飛び越える。ハッピーで自由なオル
タナティブ・ポップスをお届けします。

New funktion

15：00~ Funk
Komoto（vo）、Nakayama（ts）、Kobayashi（ts）、Sekiguchi（bs）、
Sasaki（tp）、ookouchi（tp）、Tamura（g）、Fukatsu（b）、Ito（key）、
Miura（dr）
アメリカの人気ファンクバンド、タワー・オブ・パワーのカバーバンドです。好
評を博した昨年に続きおまつり広場に登場！ソウルフルなボーカルとタイト
なリズムセクション、そして分厚い管楽器セクションの掛け合いで会場を盛
り上げます。バンドWEBサイトは「褒められて伸びるバンド」で検索してみて
ください！

Thrive on Praise

16：00~ その他

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）、かっずん（sax）、りえぽん（tb）、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。皆様が知って
る曲を時間いっぱいまで演奏しますので、あの頃に戻って一緒に歌って
踊って騒いでくださいませ。

なみもりドロップス

19：00~ Bigband

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

ダンディーデュークスジャズオーケストラ

つ

18：00~

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

Vermilion Field

ゲスト紹介ページをご覧ください。

17：00~

刀祢 直和（b）、水上ダンヒル洋（dr）、藤嵜 佳里（pf）
TONE BASS TRIO

ゲスト紹介ページをご覧ください。

●グッズ販売
●飲食ブース
●総合案内
　荒天中止
（小雨決行）

10
月
15
日
㈯
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■営業時間 【昼】
【夜】

　
【定休日】

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

定 休 日 不定休
［全日］

●10月15日㈯ 会場

JR 大津駅前 スカイプラザ浜大津 響

12：00~ Rock、Fusion、Jazz

比叡山高校、滋賀短大附属高校、大津高校、大津清陵高校、草津東高校、
八幡工業高校、彦根工業高校、彦根翔西館高校、長浜農業高校の９校が
加盟している「滋賀県高等学校軽音楽部会」年２回のコンテストやＪＲ大
津駅前社会実験野外ライブ、ラ・フォル・ジュルネなど、幅広く活動していま
すが、今回は大津高校と大津清陵高校通信部の軽音楽部員とそのＯＢに
よる、ちょっと大人な演奏をお楽しみください。

滋賀県高等学校軽音学部会：Ａ

13：00~

中山 瞳（pf）、光岡 尚紀（b）、引田 裕路（dr）
中山瞳Trio

14：00~

高原 かな（vo）、中山 瞳（pf）
高原かな・中山瞳Ｄｕｏ

15：00~ Jazz

MIWA（as）、大塚 保雄（pf）、Ｊ-中村（dr）、高木 直（b）
大津ジャズは今年で２回目の出演です。大津市内でリハしています。愛を
テーマにしたスタンダードジャズ曲を演奏させていただきます。よろしくお
願いします（ToT）

TOT

16：00~ Funk

漁 侑太郎（g）、高木 和真（g）、古杉 暁洋（b）、よしこい（key）、加藤 太一（dr）
大阪からやってきました、Pawl Newmenと申します。同じ大学の同じ軽音
系サークル出身者5人の仲良し（？）バンド。あえて様々な雰囲気の曲を用
意しておりますので、皆さまのお気に召す曲があるはず！ハモンドオルガン
のかっこええ音をお楽しみください。

Pawl Newmen

コラボ
会場

コラボ
会場

わ を

13：00~

市川 純也（pf）
市川純也

ゲスト紹介ページをご覧ください。

14：00~

磯部 寛樹（g）、磯部 直樹（b）、今井 晴萌（ts）、吉川 弾（dr）
Into the Night with 今井晴萌〈special guest 吉川弾〉

ゲスト紹介ページをご覧ください。

15：00~

刀祢 直和（b）、水上ダンヒル洋（dr）、藤嵜 佳里（pf）
TONE BASS TRIO

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。

16：00~

高原 かな（vo）、中山 瞳（pf）
高原かな・中山瞳Ｄｕｏ

ゲスト紹介ページをご覧ください。

17：00~

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。

10
月
15
日
㈯荒天中止

（小雨決行）

●グッズ販売



8:00～21：00【週末生ライブ】

520-0043

TEL 077-527-2728
18 23

520-0043

TEL 077-527-2728
18 23

ライブとうまいもん
どない屋
浜大津 077-521-7699

glass studio & bar Porto
〒520－0047　大津市浜大津3－8－3　1Ｆ

TEL 090－2041－3920
glassbarporto@gmail.com

洋酒喫茶45
〒520－0046　大津市長等3－4－21

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

ハピネスビレッジ
〒520－0046　大津市長等２－９－１７

TEL 077－522－4874

こなもんと酒と肴のお店 長等二丁目
〒520－0046　大津市長等2－3－42　平幸ビル1階

TEL 080－2420－0434

大津市中央1-8-27 TEL 077‒535‒7121

お料理と Jazz

～ ここち夢 ～cocochimu

●パートナー会場・パートナー企画

パーンの笛
大津ジャズの「聖地」
スペシャルライブ

10/15㈯日時

パーンの笛場所

連絡先 077-527-2728

OJF発祥の地で、今年も夜まで
じっくり楽しんでください。もちろ
ん、美味しいお酒といっしょに。ピ
アノは、あのフェンダーのローズ。
40年経ってもいい音です。

C お料理とお酒とジャズ ここち夢
～町家でジャズ！～

10/15㈯日時

ここち夢場所

出演

連絡先 077-535-7121

旬のお料理を美味しいお酒とと
もに。そしてジャズと。風情ある町
家でゆったりした時間をおすごし
ください。初めてのパートナー会
場、くつろぎのジャズをおとどけし
ます。

13：00～
14：00～
16：00～

17：00～
18：00～
19：00～

20：00～

ハウスバンドwithアキヤマ（b）
西村靖博＆久保田雄大（g）
西村有香里（ts）武藤
ケンイチ（g）
makiss（g.pf.vo）
名定正孝（pf）
CoCoSoCo（pf.g）
with葛原大吉（b）
セッション＆和バール

（演奏各40分・入れ替え制）

D

KASCLE
For all ages 

～KASCLEファミリー広場～

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、街の中心として役割を果たす
ことを目指しています。今年も、
ちょっと不思議なライブと紙芝居
や英語あそびなどで、家族みんな
で楽しめるステージです。

E

10/15㈯
13：00～17：00

日時

KASCLE場所

コンテンツ ・ライブ
・紙芝居
・英語であそぼう！

F

白いピアノ
明るい表通りから
ドアを開ければ…

1ドリンクオーダー制 1ドリンクオーダー制

1ドリンクオーダー制

テーブルチャージ￥1000
（1フード1ドリンク付き）

テーブルチャージ￥1000（1フード1ドリンク付き）
ミュージックチャージ￥2500

1ドリンクオーダー制
連絡先 077-548-8883

大津では珍しいピアノを使って
貸し切りイベントもできるカフェ。
店の名前のとおり、白いグランド
ピアノがこの日も大活躍です。

10/15㈯日時

白いピアノ場所

出演 13：00～

14：00～
15：00～
16：00～
17：00～

18：00～

fuyuco.（vo）coco nakatani
（g）大同巌（pf）
宮藤晃妃（vo）杉山悟史（pf）
森下ナナ（vo）福谷さちこ（pf）
大久保ゆかり（pf）戸田代 武（b）
さゆり（vo）中川修一（pf）
アキヤマ（b）
麻生優佳（vo）神子直之（pf）

（演奏各40分・入れ替え制）

出演 13：00～
14：00～

15：00～
16：00～
17：00～
18：00～

19：00～

かおり倶楽部
fuyuco.（vo）coco nakatani

（g）大同巌（pf）
宮藤晃妃（vo）杉山悟史（pf）
ハーヒム [ルーシー（vo）西堀ゆきお（g）]
西村有香里（ts）高井ひろみ（pf）
高原かな（vo）平川勝朗（pf）
葛原大吉（b）
今井晴萌（ts）葭葉愛子（pf）
磯部直樹（b）

（演奏各40分・入れ替え制）

A しがぎん経済文化センター
ガーシュウィン物語 第2話

「サマー・タイム」

10/15㈯15：00～日時

しがぎんホール
（滋賀銀行本店2F）

場所

一般3,500円 学生2,000円料金

連絡先 077-526-0011

昨年開催し、大好評をいただいた
シリーズの第2弾。ガーシュウィン
の名作オペラ「ポーギーとベス」
の代表的ナンバーを、クラシック
とジャズ、双方からのアプローチ
でおとどけします。

内容 1st Set 萩原吉樹プロデュース
オペラ「ポーギーとベス」より
2nd Set 浜田博行没後1周年追悼スペ
シャル・ライブ「ポーギーとベス」より

出演 端山梨奈、萩原次己、二塚直紀、萩原
吉樹、野村祐子、浦千鶴子、平川勝
朗、五島健史、大澤善樹、小松尚人

B

M's CAFE
～ランチのあとのジャズライブ～

10/15㈯日時

M's CAFE場所

15：00～
16：00～
17：00～

18：00～

19：00～

木村円（vo）大谷朝子（pf）
麻生優佳（vo）神子直之（pf）
森下ナナ（vo）福谷さちこ

（key）
PEACE BOX [中井
奏志（g）赤松謙太朗

（per）高田敏実（b）
三戸 香（pf）]
刀祢直和（b）畠山ゆき（pf）

（演奏各40分・入れ替え制）

出演

12：00～
13：00～
14：00～
15：00～
16：00～
17：00～

ゆみ＆匠龍門
Sweet&Bitter
ノーベルマン
ツヅリヅクリ
フランク
無印不良品

（演奏各50分・入れ替え制）

出演

18：30～
19：30～
20：30～

Sweet&Bitter
ゆみ&匠龍門
ツヅリヅクリ

21：15～21：30 セッション
（演奏各40分・入れ替え制）

出演

連絡先 077-574-7068

浜大津、森井眼科併設のカフェ。
ガラス張りの明るいおしゃれなお
店。オープン2年目、OJFのパート
ナー会場には初めて参加です。
11時～14時まで、ランチ営業も。

G Hレインボーミュージックスクール
ジャズコース発表会

10/15㈯
14：00～

日時

レインボーミュージックスクール場所

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♪

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

ブロッコリー
しっぽりライブ

10/15㈯日時 ブロッコリー場所

連絡先 090-9617-5836

美味しいお料理とライブのお店。今年
も、元気なママさんの心のこもったお
料理と一緒に、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。

●パートナー会場・パートナー企画

洋酒喫茶45
“あの頃”を思い出して…。

10/15㈯日時

洋酒喫茶45場所

連絡先 080-5673-7127

58年の歴史を誇る老舗ジャズ
バー。かつての歓楽街の路地の
中ほどに、年に数週間だけ灯る明
り。今年も大津ジャズに合わせ
て、すみちゃんママが微笑んでく
ださいます。

K glass studio & bar Porto
～あなたと夜とお酒と音楽と～

10/15㈯日時

glass studio &
bar Porto

場所

連絡先 090-2041-3920

OJFには初参加。店内には、ガラ
スのアクセサリーや作品も。少し
遅めのスタート。大津の夜を美味
しいお酒とギターとボーカルで
ゆっくりお楽しみください。

L

10/15㈯・16㈰日時

どない屋場所

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。今年はパートナー会場です。

M

14：00～
16：00～
17：00～
18：00～
19：00～
20：00～
21：00～

スウィートフィッシュ
幸バンド
ブラックアウト
こ～たバンド
トラオ
幸六バンド
和三盆

18：00～ 打ち上げセッション大会

10/15㈯

10/16㈰

出演

N

ハピネスビレッジ
～しあわせほっこりジャズライブ～

ハピネスビレッジ場所

連絡先 077-522-4874

杉板張りの落ち着いた雰囲気の
紅茶の専門店。マスター、ママさ
んの優しい気持ちにほっと一息。
出演メンバーもギターとボーカル
を中心にほっこりできそう。

I 長等二丁目
ライブ jazz de night 5

10/15㈯日時

連絡先 080-2420-0434

大津には、なぜか少ない“こなも
ん”専門店。マスターは音楽大好
きおじさん。ジャンルにはこだわら
ない、オールジャンルなミュージ
シャンの出演です。

J

baar musica tio
恒例セッション＆ライブ

どない屋
一緒に盛り上げチャイナ

～どない屋スペシャルライブ～

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＞

今西佑介セクステットwith
スペシャルゲスト木原鮎子

出演

き ビアンカ
プレミアムジャズクルーズ

10/16㈰
18：30～21：00

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。関西屈
指の実力派ジャズミュージシャン
として幅広い層に支持される、今
西佑介セクステットと滋賀の歌姫
木原鮎子による魅惑のクルーズ
タイムをお届けします。

す

こなもんと酒と肴のお店
長等二丁目

場所

10/15㈯日時

1ドリンクオーダー制

1ドリンクオーダー制 1ドリンクオーダー制

1ドリンクオーダー制

出演 13：00～

14：00～
15：00～
16：00～

17：00～

菅宏行（vo）松岡徹（g）
平田敦子（cl）
フランク（g.vo）
Sweet&Bitter（g.vo）
MISUZU（vo）大川ゆかり

（vo）西村靖博（g）
木村円（vo）大谷朝子

（pf）
（演奏各40分・入れ替え制）

出演 13：00～
14：00～
15：00～
16：00～

17：00～

ハーヒム [ルーシー（vo）西堀ゆきお（g）]
若松美恵子（vo）蔦井拓也（g）
無印不良品（マンドリン.g,vo）
ZAZOU（g）安 河 内 大 介（b）
安藤佳子（vln）
MISUZU（vo）久保田雄大

（g）伊藤輝雄（b）
（演奏各40分・入れ替え制）

出演 17：00

18：00
19：00

20：00

21：00

馬淵よし乃(Vo) 福原大毅(Gt)  
土井重彰(Bs) 今北有俊(Dr) 
大川ゆかり（Vo）＆久保田雄大（Gt）
Fascination Misuzu（Vo） （久 保 田
雄大（Gt） 伊藤輝雄（Bs） ハセオ（Dr）
Sari's  清水紗理（Vo） 原祐子（Pf） Kengo 
Kumagai（Gt） 伊藤輝雄（Bs）ハセオ（dr）
澤田ユカ（Vo） 久保田雄大（Gt） 伊藤輝雄（Bs）

1ドリンクオーダー制

出演 18：00～
19：00～

20：00～

21：00～

西村靖博（g）ZAZOU（g）
若松美恵子（vo）西村靖博

（g）ZAZOU（g）
MISUZU（vo）西 村 靖 博

（g）ZAZOU（g）
澤田ユカ（vo）中島公和（g）

（演奏各40分・入れ替え制）

出演 17：00～

18：00～

19：00～

20：00～

ノーベルマン
（g.vo.per）
ハーヒム [ルーシー

（vo）西堀ゆきお（g）]
澤田ユカ（vo）中島
公和（g）奥谷崇（b）
無印不良品（マンドリ
ン.g.vo）

（演奏各40分・入れ替え制）

（演奏各40分・入れ替え制）

びわ湖大津館
イングリッシュガーデンジャズライブ

10/15㈯
11：30～、14：00～

日時

（演奏各30分）※雨天中止

びわ湖大津館場所

連絡先 077-511-4187（9：00～19：30）

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。

入園料要
（大人320円、小人160円）

料金

出演 BIG JAZZ BAND Jackとまごの気

10/15㈯19：00～22：00日時

2,000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

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！

♪恒例セッション

♪tioスペシャルライブ
「五人の歌姫の競艶」

10/16㈰日時

‒22‒ ‒23‒



Stellaと男前カルテット

折原ようこ
with鷲巣典代BAND

小柳淳子OTSU
スペシャルカルテット

smooth jazz band

纐纈歩美トリオ

10月16日㈰ 会場MAP

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

12

11

10

13

14

15

16

17

18

19

小野麻美Piano Trio

纐纈歩美トリオ

Clap Stomp Swingin'

高原かなカルテット

鳥やす

ShuU

au by まいけるず

まるちびたみん

NASA BAND

鹿三匹

ikumens＋２

JohnDoe

デコピン・プロジェクト

SugarWave

AYS Cream

大垣バンド The Black Bears
Jazz Orchestra

Unnamed JAZZ Babies
～名もなきジャズの子たち

S.S.J.B

Σ Spirits Jazz
Society 2016

高島市民ジャズオーケストラ
「BigBell」

Remelexo
Sax Quartet

ツヅリ・ヅクリ

寺子テラオE

空-SOLA

Bossa夕暮れ時

Chocopafe

WEASE

hisaka

Dear Suite Charlie

haoma

iPhoenix

ecmit

Clap Stomp Swingin'

fat com sextet

グルフレンズ

高原かなカルテット

森田真奈美トリオ

今西佑介セクステット

西村有香里カルテット

小柳淳子OTSU
スペシャルカルテット

Djamra

Joshua Rodriguez
Jazz Orchestra

SOJA PARANOIA

K.G SKY WING
JAZZ ORCHESTRA

Music Ace Jazz Orchestra

スウィング吹美楽団（打出中）

jaja

Street No Chaser

EB-4
（Extra Brothers Quartet）

天敵ズ

小野麻美Piano Trio

ZAZOU＆畠山ゆきDUO

cumomo

くまおく

數田雅也 高寺和美 Duo

くまうか

jaja

uptown jazz unit

fine weather

蛭子山ホームズ

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

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

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

浜大津
アーカス

琵琶湖
ホテル

● 一般会場
わ

つ

す

せ

そ

た

う

け
こを

寺
町
通

中
央
大
通

百石町通

中町通

浜通

湖岸道路

なぎさ通

京町通（旧東海道）京
阪
京
津
線

大津市
旧大津公会堂

く

琵琶湖汽船 大津港

大津港シンボル緑地
し

大津市民会館
（大ホール）

ち

西村有香里カルテット

OJF Special Stage

OJF Grand Finale

大津港
シンボル緑地し 大津市

旧大津公会堂く おまつり広場つなぎさ公園
アーカス前せスカイプラザ浜大津

スタジオ１こ ビアンカす 琵琶湖ホテル
バー桃山そ マイルストーンた 大津市民会館

（大ホール）ち大津別院う 京阪浜大津駅前け コラボ
会場

コラボ
会場を スカイプラザ

浜大津 響わJR大津駅前

う 大津別院

け 京阪浜大津駅前

こ スカイプラザ浜大津 スタジオ１

し 大津港シンボル緑地

す ビアンカ

せ なぎさ公園アーカス前

く 大津市旧大津公会堂

そ 琵琶湖ホテル バー桃山

た マイルストーン

ち 大津市民会館（大ホール）

つ おまつり広場

わ JR大津駅前

を スカイプラザ浜大津 響

会場リスト
一般会場

コラボ
会場

コラボ
会場

10月15日16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！

‒24‒ ‒25‒
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〒612-8448
京都市伏見区竹田東小屋ノ内町6番地
TEL 075-606-1236   FAX 075-606-1536

東大　　　京大　　　国公立医学部名 名 名742 309 596

15：00～ Rock
上田 浩之（g）、松永 毅（dr）、岩口 謙司（b）、春日井 由里子（vo）、瑞慶覧 洋（key）
高校・大学の友人を中心に約10年前に結成。「耳に残る聴きやすいオリジナル曲を目標！」に関西を中心に活動していま
す。イベント等によっては昭和歌謡曲やJ-POPのカバーを我々風のアレンジで演奏する事もあります。歳を重ねるごとに体
力は衰えますが音楽への情熱は勢いを増すばかり。メンバー全員、仕事に家庭にと何かと忙しいけれど、このメンバーとバ
ンドが出来ると思うと辛くても乗り越えられる、バンド活動は「日々の原動力」「日常の一部」という存在になっています。

まるちびたみん

う

●10月16日㈰ 会場

大津別院

12:00~ その他

け
京阪浜大津駅前

10：00~ Fusion
松岡 昭彦（ts）、仲村 孝次（g）、小林 理紗（key）、松竹 勉（b）、宮本 知士（dr）
年齢幅のある歌える超絶技巧なフュージョンバンドです。聞いて頂ける皆さんに楽しん
でもらえる事間違いなし！

JohnDoe12：00～ Jazz
安原 章人（pf）、川村 一郎（b）
大学ジャズ研同級生で、サラリーマン歴30年の2人が、人生酸いも甘いも
かみ分けた大人のジャズをお送りします。グループ名は、学生時代にたま
り場だった東京の某有名焼き鳥店から拝借。

鳥やす

11：00～ Fusion
米澤 光由（g）、下村 和弘（b）、阿部 博史（dr）
トリオでインストルメンタルのオリジナル曲を演奏します。ハードロック、ブルース、ジャズを融合
したエキサイティング楽曲です。昨年「SKB3」として出演しましたが、今年はドラムスが変わり

「AYS Cream」とバンド名を変えて活動しています。火花散る3人のサウンドをお楽しみください。

AYS Cream
13：00～ Pops
小松 美香（鹿2号）（vo/g）、小野崎 司（鹿1号）（g/chor）、
鈴木 克行（鹿6号）（キーボード、g/chor）
京都をベースに活動しているアコースティック鹿バンドンドの『鹿三匹』で
す。オリジナル曲を中心に演奏してます。初めて出演ですが楽しく演奏した
いと思いますので宜しくお願いします～
鹿三匹のFBは https://www.facebook.com/LuSanPi/?ref=bookmarks

鹿三匹

12：00～ Pops
大垣 雅晴（vo）、山崎 江来良（as）、櫻町 綾奈（b）、酒井 浩明（dr）、小出 一真（g）、増山 守（g）
親父チーム3人とヤングチーム3人 院長から研修医まで全員ドクターのバンドです。

大垣バンド

14：00～ Jazz
mata-papa（vc）、mata-mama（pf）、Tsuーzy（b）、Tasuku（perc）
3年ぶりにチェロフロントのMATAPAPA復活。
チェロ、鍵盤、ベース、カホンの編成でスタンダードJAZZから聞きなじみ
のある曲まで和やかなサウンドをお届けします♪
音楽、仕事、子育てに奮闘するメンバー達に暖かい応援お待ちしてます♪

ikumens＋2 13：00～ Fusion

TUYOPON（as）、jumper（g）、Maskey（key）、デコピン（b）、しょうちゃん（dr）
関西一円の音楽イベントで演奏しているT-SQUAREトリヴュートバンドです。今回もアク
セル全開で演奏します。ジャパニーズフュージョンファン、ここに集まれっ！

デコピン・プロジェクト

15：00～ Pops

ShuU（g & vo）
2011年活動開始、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。

ShuU

14：00～ Jazz
浜田 真以子（vo）、伊東 奈美（pf）、日比 晴久（tb）、三宅 一穂（b）、高野 國昭（dr）
滋賀・京都・福井などで活動している社会人バンドです。少しPOPなアレンジで心に響く
音楽を目指してます。

SugarWave

16：00～ Fusion

T-Ueyama（g）、A-Okada（g）
au by まいけるず です。ロックをベースに、ジャズ、ラテン、フラメンコを合わ
せたような感じです。インストの曲をしています。 アコースティックギターユ
ニットで、ギター 2本（2人）で演奏しています。大阪を中心に活動しています。 

au by まいけるず
16：00～ Pops
薄 竜太郎（dr）、吉原 徹（b）、長澤 慶高（vo）、澤井 弘匡（g）
大津市の理容店 Hair Salon NASA を拠点としたオヤジバンド「NASA BAND」です。びわ
こを勝手にPRするゆるキャラ「びわこぐま」のテーマソングなどを歌っています。当日会
場に「びわこぐま」も応援に駆けつけてくれるかも？

NASA BAND

10
月
16
日
㈰

‒27‒

●10月16日㈰ 会場

こ
スカイプラザ浜大津 スタジオ１

12:00~ その他12：00~ Bigband

バイオレットめぐみ（as）、スマイリー由美（as）、
パルコ美佐子（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）、シナモン真弓（tp）、
スイート目片（tb）、プリッツひろよ（tb）、サンポール石田（tb）、
ブルマン青山（tb）、ブラザー辻（b）、マダムさとみ（pf）、
ショップ古川（dr）、kazumi（vo）
グレンミラーやベニーグッドマン等、スウィング黄金期のナンバーをレパー
トリーとしています。昭和歌謡なども得意とし、古き良き時代のビッグバン
ドサウンドをお届けします。どうぞお楽しみください。

The Black Bears Jazz Orchestra

12:00~ その他13：00～ Bigband

オータム（tp）、みゆみゆ（tp）、わくこ（tp）、きゃなこ（tp）、
ドリー（tp）、のりさん（tb）、あきは姉（tb）、おせち（tb）、
みなみ（tb）、ぐんちゃん（as）、はっしー（as）、なおやん（ts）、
くりりん（ts）、ふくやん（bs）、ひびき（g）、まるちゃん（dr）、
ばべちゃん（pf）、よっしー（b）
我々は音楽を通してワクワクとドキドキをお届けすることをモットーに、活
動するビッグバンドです！今年度から玉川高校吹奏楽部とコラボした活動
もしており、地域密着型のバンドを目指して日々練習に励んでおります！立
命館大学JAZZ CLUB所属の、個性豊かな18人が奏でるワクワクドキドキ
のジャズライブをお楽しみください！！（＾O＾）

Σ Spirits Jazz Society 2016

14：00～ Bigband

垣貫 和美（as）、桂田 高子（as）、左崎 雅彦（as）、本多 馨子（as）、
森 美咲（as）、久保 美代子（ts）、村上 悟（ts）、岸田 直也（bs）、
奥野 平（tp）、清川 正（tp）、栗本 英明（tp）、桂田 誠（tb）、
小林 有美子（tb）、西垣 勇（tb）、三田村 成人（tb）、
森 真由美（tb）、伊藤 律子（pf）、横木 美和子（pf）、岡 勇樹（g）、
大日 一誠（g）、玉木 完治（b）、澤村 幸一郎（dr）、多胡 博雄（dr）

今年で11年目のバンドです。地元高島以外で演奏する機会はあまりない
のでプレッシャーで潰されそうです。頑張って演奏しますので応援お願い
いたします。

高島市民ジャズオーケストラ「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）、三宅 アキオ（ts）、丹羽 誠（ts）、茨木 信也（bs）、
田井 都子（pf）、原 氏賀（b）、中村 浩（dr）
2008年6月～結成以来8年目を迎えております。
Sax ～ Only．．．Bigband！！
Saxの音色をお楽しみください。

S．S．J．B

15：00～ Bigband

いちのせ（as）、おがわ（as）、きぬがさ（as）、かそり（ts）、
なかがわ（ts）、つのだ（bs）、たなか（fl）、
おおた（Btb：ベーストロンボーン）、ぴあわき（pf）、
やまぴあ（pf）、まつおめ（g）、たかぎたぶん（b）、
しんたなか（dr）、しおみそやん（b）
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。
そんな我々、整った演奏はできないかも知れませんが、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、今年も大津に参りました。お客様
にも協力頂き、楽しいジャズができるようにがんばります。

Unnamed JAZZ Babies ～名もなきジャズの子たち

10
月
16
日
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し

●10月16日㈰ 会場

大津港シンボル緑地

す
ビアンカ

12：00~ Jazz

尾崎 中哉（g＆vo）、濱 栄人（f.mand＆chor）、
坂庭 寛悟（cl＆chor）、田村 豊（wb＆chor）
2006年にJug Bandとしてスタート。2013年から現在のスタイルになり
ました。以来、主にオリジナルの日本語詩でスタンダードジャズを演って
ます♪

蛭子山ホームズ

13：00～ Jazz

畑中 康之（dr）、高井 淳（key）、上田 昌利（b）、細井 光治（g）、nori（vo）
みなさま、はじめまして！大阪からやってきた、uptown jazz unitです。
いろんな音楽のジャンルを経て、ジャズアレンジで、みなさんに、楽しんで
いただける音楽を目指している、バンドです！大津の皆様と、音楽を通じて
楽しい一時をすごしましょう！

uptown jazz unit

12:00~ その他12：00~ Jazz
和田 久子（bs）、三宅 アキオ（ts）、大橋 正晃（ts）、浅野 利通（as）

Remelexo Sax Quartet

サックスだけのBigBand SSJBのメンバー４人の新ユニット Remelexo Sax 
Quartet 名前の通り 揺れるサックスカルテットです。
揺れ動く4人の個性をお楽しみください。

13：00～ Pops

奥田 俊幸（g）、浅井 伸之（g）、瀬尾 和弥（perc）
アラフォーアコースティックトリオの空-SOLAです！
各地のライブイベントなどに出演しては、洋邦の名曲のカバーやオリジナ
ルの楽曲を披露しております！
大津ジャズフェスティバルは昨年に引き続いて2度目の出演となります、絶
妙？なハーモニーワークとアコースティック感満載の演奏をご堪能くださ
いませ～！

空-SOLA

14：00～ Jazz

伊藤 久美子（vo）、渡辺 俊之（g）、服部 誠司（key）、伊藤 昭典（dr）
グルービーなオルガントリオのサウンドに乗せ、懐かしいJPOPやスタン
ダードJAZZナンバーをオリジナル日本語歌詞を交えお届けいたします。

fine weather
14：00～ Bossa
清水 丈二（g）、若林 正基（pf）、ポッキー（perc）、あべゆみ（vo）
ボサノヴァの名曲をお届けします。美しくて、せつなくて、懐かしい。あなた
の心の隙間に寄り添うサウダージな余韻をお楽しみください。

Bossa夕暮れ時

15：00～ 

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

15：00～ Acoustic pops

ムム（vo）、てん（perc）
今年も大好きな大津にお邪魔します。
大津のみなさまの心に響くような音楽を届けたいと思います。
是非、観にいらしてください！

ツヅリ・ヅクリ

一人多重録音パフォーマー。
アップライトベースやパンデイロ、アナログシンセサイザーなど様々な楽
器を演奏して、その自身の演奏フレーズをサンプリングして重ねてゆき、そ
の場で解体、再構築をして楽曲を組み立てます。
韓国で行われるフェス『Zandari Festa』への出演や、イギリス人ミュージ
シャンとのユニット結成など、活動の幅をグローバルに広げていってる。

16：00～ 一人多重録音パフォーマンス
寺子テラオ（ベース、パーカッション、シンセサイザー、ブズーキなど）

寺子テラオE
ゲスト紹介ページをご覧ください。

10
月
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せ

●10月16日㈰ 会場

なぎさ公園アーカス前

く
大津市旧大津公会堂

●グッズ販売
●本　部

12：00~ Jazz

サンドラ（vo）、ミランダ（vo）、シルビア（vo）、辻川 郷（dr）、
京極 雪之介（b）、久藤 忠彦（g）、安田 直紀（pf）

「今年もやって来ました」が似合う私たち、第1回より参加させて頂いておりま
す。女性3声を男前のリズム隊が支え、ちょっと懐かしいジャズやポップス
を、コンテンポラリーなアレンジでお送りします。

Stellaと男前カルテット12：00~ Fusion

アニマルK（key）、ロマンシング・サガNe（g）、のほほん中川（b）、
バーグ石井（dr）、修ビーン（EWI，perc）
平均年齢50歳のおやじバンドです。「T-スクエア」や「カシオペア」のコピー、
色々な曲のアレンジに取り組んでいます。ぼちぼちと細く長く音楽を楽しみ
たいと思います。初めての参加ですが、頑張ります。

iPhoenix

13：00~ Jazz

かわだ さやか（tp）、重谷 ありさ（ts）、松浦 佳子（pf）、
武村 一輝（b）、岡 誠二（dr）、中川 真治（g）
バンド名はsmmth jazz bandですが、スタンダードなどジャズ演奏します。
Tpとテナーサックス2管のハーモニーを聴いてください。ジャズセッション
で知り合って各地のジャズストリートで演奏始めて5年位になります。

smooth jazz band
今年で3回目の出演になります。バイオリンが歌いあげるフュージョンサウン
ドに乗せて、スタンダード曲や、スクリーンテーマ曲、そして今年も椎名林檎
の楽曲（！）等々、たっぷりとお聴かせします！是非是非、来てください☆

13：00~ Fusion

中川 恵理（vl）、雨皿 英樹（pf）、新谷 拓自（dr）、福田 孝雄（b）
Dear Suite Charlie

14：00~
纐纈 歩美（as）、佐藤 浩一（pf）、安田 幸司（b）

纐纈歩美トリオ
14：00~ Fusion

Kosuke（dr）、Daijiro（g）、Motoi（b）、Johchi（pf）
2014年6月結成。京都を拠点に活動する4人組インストバンド。 
結成1年後に京都のミュージックフェスに出演。
グルーヴ感を大切にしたキャッチーな楽曲を演奏します。

haoma

15：00~ Jazz

折原 ようこ（vo）、鷲巣 典代（pf）、岩田 美智夫（g）、高山 良雄（b）、
中川 佳春（tp）、山名 正和（dr）
第２回目から連続出演させて頂いているグループです。
今年も大人のムード満載で演奏させて頂きます♪♪♪

折原ようこwith鷲巣典代BAND
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）
WEASE

過去5回、おっさんパワーを多分？出せたステージを踏ませていただきまし
た。今回、以前決まっていたが雨で別会場になってしまった爽やかな芝生会
場で、似つかわしくないコッテリオヤジが暴れさせていただこうと、ハリキッ
て参ります！

16：00~ Jazz

hisaka（vo）、yutaka（g）、Kazuhiro Fujimura（dr）、Tomoya Fukui（b）
初めての滋賀です！音楽を通じて滋賀のみなさんにお会いできるのをとって
も楽しみにしています。演奏だけでなく、派手な衣装やパフォーマンスにも
注目してくださいね。

hisaka 16：00~
小柳 淳子（vo）、牧 知恵子（pf）、衛藤 修治（b）、佐藤 英宜（dr）

小柳淳子OTSUスペシャルカルテット

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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2016.12.31
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

そ

●10月16日㈰ 会場

琵琶湖ホテル バー桃山

た
マイルストーン

12：00~ Jazz

くまちゃん（g）、うかりん（ts）
マイルストーンにいつもお世話になってるユニットです。
スタンダードJAZZを演奏します。

くまうか12：00~
高原 かな（vo）、ぱくよんせ（pf）、鶴賀 信高（b）、棟允嗣（dr）

高原かなカルテット

13：00~ Jazz

畠山 ゆき（pf）、ZAZOU（g）
2014年結成のギターとピアノのジャズユニット。滋賀県守山のCafe Beans
ではマンスリー JAZZライブをしています。
マイルストーンでの演奏は昨年の大津ジャズフェスティバルに続き2回目
です。

ZAZOU＆畠山ゆきDUO

神戸大学と龍谷大学のジャズ研究会のメンバーで結成されたバンドです！
いまは社会人と学生半々くらいで、仲良く楽しくやってます。今西祐介
sextetのナンバーなどを演奏します！

13：00~ Jazz

武内 真子（ts）、福田 翔音（tp）、安藤 友里（tb）、三宅 未記（pf）、
片田 宗一郎（dr）、岡田 紗季（b）

fat com sextet

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。

cumomo14：00~ Jazz

くま（b）、いぬ（as）、ねこ（pf）、さる（dr）
10年近く一緒に演奏しています。色々な場所で色々な楽曲を演奏してい
るバンドです。
本日はスタンダードの曲をお楽しみください。

グルフレンズ

15：00~ Jazz

數田 雅也（tb）、高寺 和美（pf）
京都で活動しているトロンボーンとピアノのデュオです。ジャズのスタン
ダードナンバーを中心に演奏します。

數田雅也 高寺和美 Duo15：00~ Jazz

中司 美幸（pf）、水元 忍（b）、水谷 清和（dr）
ecmit

滋賀県を中心に活動しているピアノトリオです。
ジャズスタンダードやヨーロッパ系のジャズを中心にお届けします♪

16：00~
山下 拓郎（cl）、岸本 良平（pf）、斎藤 一郎（b）

Clap Stomp Swingin' 16：00~ Jazz

くまちゃん（g）、おっくん（b）

くまおく

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。
おもに、浜大津、京都周辺で活動しているJAZZユニットです。

10
月
16
日
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藤 井 医 院

TEL 077‐526‐1671
大津市馬場１丁目6‐1９（義仲寺の前）

内科・呼吸器内科・小児科

AM 9：00～12：30
PM 4：30～ 7：00

ち

●10月16日㈰ 会場

大津市民会館（大ホール）

13：00~

小柳 淳子（vo）、牧 知恵子（pf）、衛藤 修治（b）、佐藤 英宜（dr）
小柳淳子OTSUスペシャルカルテット

14：00~

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

今西佑介セクステット

16：00~

森田 真奈美（pf）、Zak Croxall（b）、工藤 明（dr）
森田真奈美トリオ

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

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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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

つ

●10月16日㈰ 会場

おまつり広場

16：00~ Jazz

中来田 正晴（b）、かわださやか（tp）、関 芳徳（g）、榎本 明宏（dr）
ヨーロッパで大ウケ。日本でややウケ。まわった国は、のべ9カ国。世界を
かけめぐる疾走型オリジナルジャズロック。

Djamra

13：00~ Bigband

畑 淳治（as）、中島 智子（as）、西村 有香里（ts）、古川 佳英子（ts）、
遠藤 朋子（bs）、前田 圭一（tp）、勝見 友男（tp）、石田 伸浩（tp）、
石田 義昭（tp）、石田 正巳（tb）、林 幸子（tb）、山本 太郎（tb）、
高谷 光廣（tb）、桂 秀雄（b）、加藤 芳顕（dr）、原 祐子（pf）
滋賀県守山市で活動する社会人ビッグバンドです。12月3日土曜日 栗東
さきらで定期演奏会を行います。ぜひお越しください。

Music Ace Jazz Orchestra

12：00~ Bigband

佐野 健太（as）、東 美智（as）、大栗 寛（ts）、朝倉 まり恵（ts）、
森山 明大（bs）、中西 紀哉（tp）、森口 冬樹（tp）、山本 稔（tp）、
白井 正人（tp）、宮本 修司（tp）、寺田 成（tp）、五島 健史（tb）、
松井 美奈子（tb）、米分 章雄（tb）、多田 俊輔（tb）、
中西 孝之（dr）、寺田 悦子（key）、山本 浩嗣（b）、宮本 和幸（g）、
森口 冬樹（perc）
こんにちは。初出演となりますK.G SKY WING JAZZ ORCHESTRAでご
ざいます。2008年結成以来、京阪神地区を中心にライブ活動を展開し
ております。日頃は、オーソドックスなスィングナンバーからファンキーな
エレクトリックバージョンまで、幅広く演奏しております。本日は自然あふ
れる琵琶湖湖畔にて、暫し我々のビッグバンドサウンドにお付き合いく
ださいませ。

K.G SKY WING JAZZ ORCHESTRA

11：00~ その他

中谷 円香（fl）、馬居 晃希（fl）、宇野 姫愛（fl）、姜山 笑奈（fl）、
木内 るう（ob）、湯浅 杏優（cl）、井上 いづみ（cl）、中林 趣音（cl）、
金平 尚子（cl）、森本 実優（cl）、関本 心遥（cl）、吉田 紗衣（cl）、
貝戸 侑希子（as）、岡本 紗英（as）、森垣 まお（ts）、藤川 碧（ts）、
大平 理子（bs）、澤 歌歩（bs）、大槻 柚寿（fg）、藤田 美結（fg）、
山崎 真央（tp）、宇都宮 廣紀（tp）、有吉 佑加（tp）、中村 航基（tp）、
平岡 凜桜（tp）、山本 梨乃葉（hr）、澤嶋 紘平（hr）、長尾 樹里（hr）、
西崎 伶桜奈（tb）、水沼 咲良子（tb）、黒石 美月（tb）、
古川 千優希（euph）、吉田 渚（tub）、杉田 優衣（tub）、
山田 淳之（b）、清水 理香（perc）、窪田 風希（perc）、
杉田 諒太朗（perc）、北村 ののか（perc）、村井 夏鈴（perc）、
しげさん（バンマス）

「打出浜音楽倶楽部」は、本宮二丁目を拠点にして、主に逢坂学区･中央
学区･平野学区で演奏活動を行っている音楽倶楽部（メンバーはすべて
打出中生徒）です。今回のフェスティバルには、若手40名を擁する「ス
ウィング吹美(スイミー）楽団」が参加し、２日目のオープニングアクトを
努める予定です。このステージではジャズからジャズロックと多彩なプロ
グラムを用意しております。
どうぞ、お楽しみください。

スウィング吹美楽団（打出中）

19：00~

当日をお楽しみに！！

OJF Grand Finale

14：00~ Bigband

佐々木 俊明（as）、山上 沙恵（as）、佐藤 大地（ts）、谷口 ナオミ（ts）、
酒井 大樹（bs）、福屋 陽子（tb）、上玉利 愛実（tb）、奥田 裕香（tb）、
左海 希（tp）、檜垣 龍太朗（tp）、高木 愛沙（tp）、伊藤 礼子（tp）、
八島 捷（tp）、角 渉（pf）、山内 玲佳（key）、中嶋 展也（g）、
中村 優太（b）、藤木 享（dr）、平川 洋（perc）
大阪芸術大学の卒業生を中心に結成されたバンドです。
メンバー全員20代！パワフルな演奏をお届けします！

スーパーファンキーな5リズムとキレッキレの5ホーンズが天地を揺る
がし、パワフル&セクシーなディーヴァがあなたのハートを射抜く!ソウ
ルの""SO""にジャズの""JA""。SOJA PARANOIA ふたたび大津に参上！

Joshua Rodriguez Jazz Orchestra

18：00~ OJF Special Stage

17：00~
西村 有香里（ts）、大野 綾子（pf）、山本 久生（b）、齋藤 洋平（dr）

当日をお楽しみに！！

西村有香里カルテット

ゲスト紹介ページをご覧ください。

15：00~ Funk

堀田 有希（vo）、廣瀬 拓央（dr）、平川 雅也（perc）、クリス テツジ（b）、
池田 貴彦（g）、生坂 彰朗（key）、西谷 良宏（tp）、Pochi吉村（tp）、
多田 俊輔（tb）、西出 文信（ts）、西田 哲也（bs）

SOJA PARANOIA

●グッズ販売
●飲食ブース
●総合案内
　荒天中止
（小雨決行）

10
月
16
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%)

滋賀県大津市中央 2丁目 1－9

定休日：日・祝

●10月16日㈰ 会場

わ

14：00～ Jazz

坂田水 雅子（vo）、谷口 武（vo）、久保田 雄大（g）、奥谷 崇（b）、
戸田代 武（dr）

天敵ズ

15：00～ Jazz

松原 あおい（tp）、佐藤 大輔（sax）、岩岡 眞弘（g）、
安河内 大介（b）、杉 美奈子（vo）

Street No Chaser

16：00～ Jazz

ZAZOU（g）、浅嶌 周造（pf）、小林 道治（b）、戸田代 武（dr）
EB-4（Extra Brothers Quartet）

13：00～ 

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

12：00～ 

小野 麻美（pf）、中嶋 明彦（b）、西野 滉平（dr）
小野麻美Piano Trio

を
スカイプラザ浜大津 響

14：00～ 

高原 かな（vo）、ぱくよんせ（pf）、鶴賀 信高（b）、棟允嗣（dr）
高原かなカルテット

ゲスト紹介ページをご覧ください。

15：00～ 

小野 麻美（pf）、中嶋 明彦（b）、西野 滉平（dr）
小野麻美Piano Trio

ゲスト紹介ページをご覧ください。

16：00～

纐纈 歩美（as）、佐藤 浩一（pf）、安田 幸司（b）
纐纈歩美トリオ

ゲスト紹介ページをご覧ください。

12：00～ その他

やっぴ－（vo）、も－り－（g）、みやわっきー（dr）、ふっき－（b）
Chocopafe

ソウルやロックの曲をChocopafeらしくアレンジして、2009年から活動して
います！今回はドラム、ギター、ベース、ボーカル（女性）の4人でがんばりま
す！パワフルな女性ボーカルをご堪能ください！

JR大津駅前

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。

関西でも珍しい男女ボーカルデュエットユニット。大津ではパーンの笛を
中心に定期的にライブをしています。美しいハーモニーと楽しいトークを
お楽しみください。

私達Street No Chaserは、ニューオリンズの街角で出会えるような、素朴で
軽快なトラッドジャズを追求しています。

第１回大津ジャズフェスティバルから出演し、最近はすっかり健康にも気
を遣うようになった余分四兄弟です。（脂肪・塩分・糖分・プリン体は天敵）
地元大津と京都の個性あふれるメンバーによる楽しくスリリングなイン
タープレイをお届けいたします。

13：00～ 

山下 拓郎（cl）、岸本 良平（pf）、斎藤 一郎（b）
Clap Stomp Swingin'

ゲスト紹介ページをご覧ください。

コラボ
会場

コラボ
会場

荒天中止
（小雨決行）

●グッズ販売

10
月
16
日
㈰
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午前 9：30～午後 7：30

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
記念切手シート
OJFオリジナル
記念切手シート

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

1,100円
切手シート1枚と
缶バッジ1つのセットで

キーホルダー
各 500円

ストラップ
各 500円

オレンジとグリーンの
　２色のカラーバリエーショ

ン！オレンジとグリーンの
　２色のカラーバリエーショ

ン！

今年は３種類!!今年は３種類!!

300円以上の募金で、缶バッジを1個プレゼント!

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！！！！

今年のメインビジュアルが
記念切手に！
もったいなくて使うのを
躊躇うかも？ （もちろん使用可能です（笑））

OJFオフィシャルグッズ

※上図はイメージです。仕上がりと異なる場合があります。

数量限定の早い者勝ちです！
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この瞬間も、守っている。

滋賀支社 
TEL:077-523-1200

W90×H42mm_1C

いつか、あたりまえになることを。



‒36‒

OJFスタンプラリー

(スタンプラリーの景品は数に限りがありますので、予めご了承ください。)

毎年、恒例のイベント！！今年も「OJFスタンプラリー」をやります。

スタンプラリーに参加するためには、まず各演奏会場で「OJFス

タンプラリーシート」をゲットしてくださいね。スタンプラリーの

他にも楽しいイベントがあるかも！？景品もあるのでぜひ参加し

てくださいね。

12：00～18：00
おまつり広場

12：00～17：00

10/15 土
10/16 日

各演奏会場

OJFス
タンプ

ラリー

龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活
動セ
ンタ
ーＰ

ｒｅ
ｓｅ
ｎｔ
ｓ

Ja
zz
を
聴
きな

がら
、Ots

uの魅力をGetしよう！

日　時

シート配布場所

景品交換場所
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本 社　滋賀県大津市浜大津二丁目５番９号
TEL 077－525－5131㈹　FAX 077－526－4416

URL　http://www.kk-shoken.co.jp/

豊かな社会環境を創造する総合建設会社
（子育てサポート認定企業）

（ＩＳＯ9001・ ＩＳＯ14001・ＥＡ21認証取得）

取締役社長 　桑 田 保 正

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

520-0043 3-4-28 2F

〒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

大津びわこ比叡
ライオンズクラブ
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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

‒39‒

 

〒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

栄光住宅株式会社
〒520-0002 大津市際川二丁目１５－９

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

グローリータウン柳川
Ⅰ期10区画新規分譲予定！

●マイナンバーに関する相談
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村田自動車工業所
〒520ｰ0052　大津市朝日が丘１丁目９-８

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

http://www.muratajidosya.co.jp

株式会社 アーム保険設計
大津市朝日が丘１丁目９-６

TEL077‒510‒0010   FAX077‒510‒1150

大津発條株式会社
滋賀県大津市月輪一丁目11番3号

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

大阪ガス株式会社
〒525-0037 草津市西大路町５-３４

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

滋賀事業所

株式会社 大忠堂
〒520-0032 大津市観音寺8-17

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

〒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

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

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

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

〒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
〒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

曽根歯科医院
大津市瀬田五丁目35番10号

TEL：077‒545‒8148

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

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

㈲　木村商店
大津市中央4-9-15
TEL077‒524‒3390
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〒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/

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

fleur. 花 宗
〒520-0043　大津市中央１-２-３０

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

株式会社 千丸屋
大津市中央二丁目1-15

TEL・FAX  077-522-3961

大津市中央一丁目２－３１
結納の七黒

TEL 077－527－0796　FAX 077－527－0996

Bakery Kanon
〒520－0043　大津市中央1丁目１－2０

https:www.facebook.com/bakery.kanon

ベーカリー カノン

TEL 077－510－0417

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

asajio@mx.biwa.ne.jp

浅茅生 平井酒造 中 安 酒 店
大津市中央１－８－１６

TEL 077‒524‒4133   FAX 077‒524‒4134

お で 湖
〒520-0043　大津市中央1-7-18

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

〒520-0043 大津市中央1-7-18

ここのえ味噌醸造元
有限会社 九重商店

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

TEL 077ｰ572ｰ9711
な お
直
酒の肴

大津市御幸町４－２９

近江もつ鍋　御幸家
TEL 077－522－1083

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

〒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
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東横INN 京都琵琶湖大津
〒520-0048 大津市長等2丁目1-28

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

HAIR STUDIO 
PASSION

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

アミティ
フラワー＆バルーンショップ

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

Cafe アキ
〒520-0044 大津市京町２-２-10

TEL・FAX 077-524-5438

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

炭火焼き鳥 やきとり一番
浜大津駅前店

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

いーにおい や くやく

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

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

八 百 与
〒520－0046　大津市長等２－９－４

おいしい漬物

TEL・FAX 077－522－4021

自然坊たなか
〒520-0046 大津市長等2丁目10‐9

TEL・FAX 077‒526‒4555

オカモト水産
大津市長等２-９-３２

TEL 077‒524‒3301   FAX 077‒524‒3801

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

浄土真宗本願寺派（西本願寺）

龍華山　泉　福　寺
（株）百町物語

〈加盟店〉○朝宮茶　与三はん
○ふれあいカフェ　楽

○地場野菜　百ちゃん
○鮮魚販売　百町市場

〒520－0046　滋賀県大津市長等2丁目10－2
TEL 077－526－4522   FAX 077－526－4533

山本ギター教室
TEL 090－3717－9182

URL  6gen.info

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

TEL 077－536－5160
http://altero.jp
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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

阪 本 屋
大津市長等1-5-21

TEL 077-524-2406  info@sakamotoya.biz

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

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

〒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 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

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

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

〒520－0046　大津市長等2丁目8番32号
Ishigama

TEL 077ｰ548ｰ8555

〒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
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

madocafe
〒520ｰ0042　大津市民会館２F

TEL077ｰ525ｰ5516

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
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〒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 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

藤本石油株式会社
〒520－0105　大津市下阪本1－2－1

ＥＭＧマーケティング合同会社代理店

TEL 077－578－2429  FAX 077－579－5123

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

比 叡 ・ 三 九 良
蓬　餅

〒520-0113 大津市坂本６-２８-３
TEL・FAX 077‒578‒1720

坂本名物日吉そば
〒520－0113　大津市坂本4丁目１１－３８

TEL 077－578－0004

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
TEL：050-3385-3822   FAX：075-631-2609
office@kyogei.com    http://www.kyogei.com

劇団京芸「若冲異聞」─久遠の流転─

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
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/

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

〒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

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
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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

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

〒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

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

〒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/

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

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 SMBC日興証券（株）
大津支店

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

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）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

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

東日本大震災滋賀県内避難者の会
〒520－0047　滋賀県大津市浜大津四丁目1－1

　　　大津市市民活動センター
TEL 090－5154－0767

〒520－1522　滋賀県高島市新旭町新庄1139－2
北　斗

TEL 0740ｰ25ｰ6522

訪問看護ステーション　さら
株式会社　エムメンタル

〒520－3105　滋賀県湖南市石部西一丁目12－12－1
TEL 0748－77－5414   FAX 0748－77－5415
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　　 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に
悪影響を与えるおそれがあります。ほどよく、楽しく、いいお酒。
ビール

毎日の品質管理、ジョッキの洗い方、プロの注ぎ方。うまさへのこだわりが生み出す一杯、
それが「うまい！樽生」です。冴えわたるキレ、シャープなノドごし。
このうまさの違いを、あなたのノドで実感してください。

うまさ際立つ、
こだわりの「辛口」。

「うまい！樽生」が飲めるお店飲みたくなったら、
すぐに検索！
www.umai -beer.jp 携帯電話では、右記の二次元コードからアクセスできます。二次元コードが読み取れない場合は左記のアドレスをご利用ください。

検 索うまい！樽生

チケットブ〡スにてお買い

フ〡ドコ〡ト

ビアブ〡ス＆
チケットブ〡ス

ワ〡ルドフ〡ズ

ナチュラルマルシェ＆ワ〡クショップ

WORLD FOODS 11:00 20:00
ペル〡、メキシコ、ハワイ、トルコ、スリランカ、
日本、ベルギ〡、ドイツ、イタリア···

210ml

210ml

11A B

求めください
チケットブ〡スにてお買い

3,500円

2,000円

NATURAL MARCHE & WORKSHOP
11:00 17:00

ア テ

フ〡ドコ〡ト フ〡ドコ〡ト

客席

OJF本部

おまつり 場ブ〡ス

おまつり 場ブ〡ス

おまつり 場
ブ〡ス

客席

じゃず力車
降場

OJFビアブ〡ス

びわちゃり受付

11:00 20:009:00 18:00びわちゃり

“日本一長いビアガ〡デン”オ〡プンカフェ＆マルシェ

。

オ プ カ ＆ ルシ

OJFビアブ〡ス

日本 長いビアガ デン
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OJF創始者 そして心からの友人・故 小山清治
浅嶌周造、伊藤幸一、岡本幸三、勝部伊織、
神之口令子、川那邊欽也、佐々木吉宏、清水則秀、
辻村豪純、手島光一、中井英貴、中嶋江里子、
丹羽誠、野口登代子、橋本浩美、林永史、
平野秀和、前田顕孝、松宮未来、的場千絵、
安田琴音、吉田圭佑、頼経道子

2016年9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！！

小西廣明、村田隆、鑑継榮一、亀山真由美、hatch、てらけん、山田忍、山田純子、野上政彦、和田耕、
石田克、今田真、今田美加、加藤律子、今川貞夫、今川佳子、荻野郁子、ニオスラッシュセカイ、
角川由季子、角川千都子、みっちおじさん、飯田正之、田島勇、田島知世、西田則彦、山田貴生、
𠮷田光男、谷口良子、初田興志、林毅、初宿文彦、とみなが、三好恭三、三好由美子、橋本隆也、
前田健治、谷口俊一、岩波末彦、柴山久樹、柴山直子、Jake、片岡俊樹、まさとし、岡田悠、
山本育子、須藤正文、赤木俊夫、熊谷直孝、井上佳子、髙間照子、福井美知子、桒原正明、多田嘉孝、
金沢恭子、西本義征、西本育子、佐々木好子、長田正明、辻村竣、五十嵐智恵子、島津和弥、
松岡安正、羽田和明、カワバタタカシ、尼田賢光、田渕誠一、米原大造、堀田孝、堀田千栄子、
中村俊也、中村雅美、北海道のクマさんでした！、いさりん、木村孝一郎、城田義隆、市岡悟、小松泰雄、
神之口薫、神之口勝、北岸弘子、北岸信幸、小野に住んでる小町、美湖ちゃん弁当、町なかディハウス美湖、
ボナペティ美湖、NPO琵琶湖ライフケアシステム、マイママ・セラピー、津島玉枝、山本花店、みい、
山畑洋二、住居留まちなか、岩崎博、深井俊秀、石田鎮男、片岡信雄

OJF
8th

2016 Otsu Jazz Festival

～2016年８月３１日現在 計１１２名（うち匿名１６名）のみなさま 掲載は順不同・敬称略～



　「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 a w a i n s a t s u . c o . j p
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