
 

 ●8/25（土） 

    開始  終了 バンド名 

    9:30   開場 

    9:55   開会挨拶       

 

 
1 10:30 11:05 

伊佐津和朗クインテット ／ジョー

ジシアリングトリビュートバンド 

 
2 11:05 11:40 

可知日出男とアート☆アンサンブ

ルﾞﾙ★グリーン wiz Dancer's 

 3 11:40 12:15 TM チーム 

 4 12:15 12:50 Cozy Group 2012 

   12:50 13:05 時間調整 

 5 13:05 13:40 TM VOICES 

 6 13:40 14:15 MISTY-Q 

 7 14:15 14:50 Caliente 

 8 14:50 15:25 えりいとじゃずおーけすとら 

 9 15:25 16:00 江戸前ブルース亀若 

   17:00 21:00 交流パーティー （山の家）  

 

●8/26（日） 

  開始  終了  バンド名 

10 10:00 10:35 百人サックス 

11 10:35 11:10 2-10 Kack’s 

12 11:10 11:45 Aebulay Zzja 

13 11:45 12:20 横浜ハッピーじゃむ 

14 12:20 12:55 Liberty of Music  

 12:55 13:05 時間調整  

15 13:05 13:40 サニーサイド ゴスペルクラブ埼玉

16 13:40 14:15 Project D.D.T. 

17 14:15 14:50 坂根グループ with ケヴィン黒木 

18 14:50 15:25 STARDUST JAZZ ORCHESTRA

19 15:25 16:00 J.O.Y. Gospel 

20 16:00 16:35 Sparkle 

 16:35  閉会挨拶 

 16:40  フィナーレ 



 

あいさつ 

■斑尾ジャズ実行委員長 新山 敏 

今年もジャズの季節が到来し、全国

から 300 名ものジャズメンが聖地・斑尾

に集結した。血と技と魂が溶け合い白

熱のステージを創り上げる。人々の全

ての違いさえも溶かし合わせ、ステー

ジと観客席を一つにしてしまう魔力を

有しているのだ。そして豊かな自然をも

輝かせる。斑尾ジャズは人々に至福の時を提供し、希望や勇

気をも届けて欲しいと念願している。その調べは、会場の心豊

かな人々の拍手と相俟って、長いトンネルの中にある日本に灯

をともすだろう。センターステージには渾身の演奏を続けるジャ

ズメン群像がある。 

■斑尾ジャズ実行委員会顧問 (総合司会)  幸田 稔 

６回目の参加ですが、毎年「斑尾」への

旅を満喫させて頂いております。会場のブ

ースのフードに加え、初日の「山の家」の

交流パーティーでの地元の皆様手造りの

料理の数々。ペンションでの朝食も楽しみ

です。名物「富倉そば」（ヤマゴボウを繋ぎ

に使用したお蕎麦）もいいです。そして各

種スポーツ施設に加えて日本で唯一の

「ハープミュージアム」、海外の作家の作品を展示する「絵本美

術館」などの文化施設も充実。歴史的な「斑尾ジャズ」の映像を

見られるレストラン「Jazzy」や温泉露天風呂にも毎回立ち寄って

います。今年はどういう行程を辿ろうかワクワクです。 

☆森田一義（「J」取締役宣伝部長）さんからの応援メッセージ 

  

祝！！「斑尾 JAZZ 2012」 

2 年後に”斑尾高原”の麓「飯山」に新

幹線の駅が出来るという話を先日の「J」

役員会で聞きました。これは東京から相

当短時間で行けることになり地域の発展

間違い無しですね。仕事の都合上なか

なか旅行が出来ない私ですが新幹線開

通の折には是非一度「斑尾 JAZZ」にお邪魔したいと思いま

す。美味しい空気に美味しいビールそしてジャズ三昧、皆さん

とご一緒したいですね。 

☆瀬川昌久（ジャズ評論家）さんからのメッセージ 

斑尾ジャズに新山実行委員長と幸

田さんからお誘いいただいて、2010 年

から参加しましたが、あの素敵な舞台

から美しい高原一杯にとどろくバンドの

サウンドは、普段都会のホールで聴く

のとは全く違った魅力に溢れていま

す。すでに知っている顔ぶれも大分お

られますが、初めて聞いてこんなに面

白いバンドがあったのか、と嬉しくなることも度々。そして初日

の夜、山の家で聞かれる交流パーティーの楽しさが忘れられ

ない。ジャズが好きで良かったとつくづく思います。今年もお邪

魔しますのでよろしく！ 

スタッフ 
●司 会  

バードマン幸田 （Live House 新宿「Ｊ」の店主） 

山口 義憲 （日本ルイアームストロング協会） 

深代直子 （ヴォーカリスト） 

浅倉マリナ（ナレーター） 

●実行委員会 

委員長   新山  敏 

顧 問    幸田  稔 神藤隆良 

事務局長  坂根  格 

委 員    豊村泰彦 可知日出男 田副葉子 小林和広

中山智之 内ヶ崎民和子 林靖夫 吉村一之

          深代直子 高橋 武 武田  徹  

●斑尾協力委員会 

委員長   南雲 徹 

副委員長 武藤 茂    

委  員  北原俊雄 中川さつき 斉藤昌一 小川 彰  

藤村昭彦  石岡恵博 佐藤 寛  中山直樹 

市村 勝 田中隆治  飛沢由美 林 靖夫 

丸山さゆり 板東栄造 佐々木勉 松山参冶 

小川紀子 杉木修一 北川友弥 本間 均  

紺野ゆうや 

●会場スタッフ 

ｽﾃｰｼﾞﾘｰﾀﾞｰ 猪谷静雄 

舞台監督   山田和彦 

助 監 督   原田真理 

舞台制作   松村  潤 

舞台装飾   丸山浩樹 

音響・照明  平林克哉 小林和宏 

出演者管理 小川紀子 

楽屋調整   斑尾協力委員 

会場ﾘｰﾀﾞｰ  南雲  徹 

   補   佐   武藤  茂 
 

主 催 ふるさとのジャズ交流祭実行委員会 
協 賛 ヤマハ、サッポロビール、富士ゼロックス長野、ポーラ、朝日ネット、味の素、味の素ゼネラルフーヅ、カルピス、ヤマキ、

メルシャン、讃陽食品工業、田中屋酒造店、黒姫和漢薬研究所 

協 力 斑尾高原スキー場、斑尾高原ホテル、サンパテイックホテルズ、中野市・都市と農村の交流実行委員会、斑尾高原ペンション村、斑

尾高原リゾートゆめクラブ、斑尾国際音楽村、長野インターネット放送局、ジールアソシエイツ、NPO 法人ユニバーサル・アート・パフ

ォーマンス支援機構、巧とらすと、山和組、平林音楽堂、K's Dream、ヒロキスタジオ、ジャズスポットＪ（新宿）、ななかまど（代々木）、

Black Sun（新宿）、妙高高原観光バス、無限デザインスタジオ、アートいっぽ、日本ルイ・アームストロング協会、東京都社会人ビッグ

バンド連盟、関東アマチュアビッグバンドジャズ連絡会、日本旅セラピー協会、雑誌 Jazzlife、雑誌ジャズ批評、Jazz World、雑誌

BIGBAND、Jazz Japan、新潟日報、読売新聞社、毎日新聞社、中日新聞社、東京スポーツ 

後 援 斑尾高原観光協会、朝日新聞社、信濃毎日新聞社、SBC 信越放送、FM 長野、週刊長野新聞社、（財）八十二文化財

団、長野県、長野県教育委員会、信州・長野県観光協会、飯山市、飯山市教育委員会、信州いいやま観光局、中野

市、妙高市、妙高市教育委員会、妙高市観光協会、都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流機構）、都市と農山

漁村共生・対流推進会議（オーライ日本）、妙高市豊葦地区協議会 

２ 



 

バンド・プロフィール 
 

●伊佐津和朗クインテット ～ ジョージ・シアリング トリビュートバンド 

自分が何とか人前で演奏するようになった頃には、まだ東京にも大きなクラブや

毎日バンドの入っているキャバレーがいくつもあり、そこでビブラフォンを加えた

あのジョージシアリングスタイルのコンボが活躍していたものです。 

今年の斑尾は全員長野県在住のミュージシャンで結成した地産地消グループで、惜

しくも昨年亡くなったジョージシアリングにトリビュートし、丁寧な演奏を心がけ

て臨みます。 

 

●可知日出男とアンサンブル★グリーン WIZ Dancers 

ジャジー＆クラッシーな雰囲気で身近に楽しんでいただく音楽をモッ

トーに活動しています。プロとして 21 年、名曲のユニークなアレンジや、

日本の良さを生かしたオリジナル曲を作って、精進しています。東北を始

めとする各地の震災にも心を痛め、学校の吹奏楽部を応援する募金活動を

しています。ＣＤやＤＶＤの販売、毎月の中野芸能小劇場コンサートやカ

レーライブ、Jazz セロニアス、オルガン Jazz 倶楽部等のライブの売上の

2 割から 5 割を支援に当てています。演奏者：可知日出男、新藤美緒、紺

野ショウケイ、JACKSON 尚太郎、他 舞踊→森千鶴、内藤未映、EyaMax 
 

●TM チーム 

昨年度 2011 年が初参加、今年で 2回目エントリーTM チームです。新橋駅近の

TM レンタルスタジオでのセッションで結成されたチームです。今年は ピアノ

木下幹雄 田島夕子 山根千佳 3 名を中心にトリオ＆コンボを組みました。ベ

ースは歌川久雄 大野智仁 ドラムは原浩之 小林慎 丸茂孝一  管セクシ

ョンは TP 清徳宣雄 Ts 林トシ Ts 小野塚豊 Ts 松岡由里子 の全メンバーで

お届けします。メンバー一同張り切ってステージに挑みます！！  
 

 

●Cozy Group 2012 
昨年に引き続き、今年も地元（東信地区）代表ということで、この斑尾ジャズ 2012 に出

演させていただくことになりました。今回、新メンバーを加えて、昨年以上に熱い、ソウル

フルなプレイをお聴かせできるよう、張り切って演りたいと思っていますので、皆様も存分

に私達の奏でる音楽をお楽しみください。（昨年も評判の高かった‘歌姫’も参加しますよ。）

では、当日会場でお会いしましょう。 

 

 

 

３

酒類・米殻 

有限会社 八幡屋 
〒944-0016 妙高市美守 3-14-2 

TEL0255(72)6645 FAX0255(73)7720 



 

バンド・プロフィール 
 

●TM Voices 
初めまして初参加します。「TM・Voices」です。TM チームの Vocal グル

ープです。 

田井彰子、中川美穂、TOKO、小杉良佳 の４名が各々個性豊かな歌をコ

ーラスも交えながら元気よくお届けします。バックを務めます TM チーム

は（P）木下幹雄 （B）歌川久雄 （D）丸茂孝一 （Per）小林慎 です。

４名の歌声をお楽しみ下さい！ 

 

●Misty-Q 
へーベルハウスでお馴染みの「旭化成ホームズ」を中心としたサラリ

ーマンバンドです。ジャズを始めて 6年半、毎年新宿 Jで定例ライブを

しております。斑尾ジャズも 5回目です。 門馬瑠依さん（Jazz Vocal)

と、22 歳の仙土祐希ちゃん（Sax)を率いて、ラテン系で会場を盛り上

げたいと思います。 

メンバー＝青方 均/Piano、長谷部芳夫/A.Guitar、安達浩昭/Bass、高野 
玲/Drums、スティーブ関/E.Guitar、門馬瑠依/Vocal、仙土祐希/Sax 

 

●Caliente 
斑尾 JAZZ 参加５回目の JazzFusionBand の「Caliente」です。 
結成は 2007 年。Tp,Asax,Tsax,G,B,Pf,Syn,Dr の８人編成で今年も澄み切

った高原の空の下、熱さと爽やかさとのバランスのある演奏をお聴かせする

つもりでおります。この１年、両国 JAZZ 祭や駅コンサート、そしてライブ

ハウスと活動して参りましたがやはりここ斑尾高原での演奏はヤメラレマ

セン！ 
皆様とご一緒に楽しめたら幸いと思っておりますので今年も「Caliente 

Show」をお楽しみ下さい♪ 
 

 
●えりーとじゃずおーけすとら 

リーダー いとえり を愛して止まない仲間が集まったビックバンド。練習よ

りも親睦会(飲み会)の出席率が良いのが特徴です。親睦会で深めた絆がノリノ

リの音楽を生み出します！ 
最後まで一緒に楽しみましょう♪ 
 

 
 

 
 

 
 

ヤマキ株式会社 
〒799-3194 愛媛県伊予市米湊 1698-6 

TEL : 089-982-1231 FAX :089-983-3212 

 

プロパンガス ・ 灯油 ・ ガス器具 ・ 配管工事一式 

（有） 斉 藤 商 会 
飯山市大字飯山本町 1171 

TEL 0269-62-3267 FAX 0269-67-2933 

 
 

４ 

ヤマキは自然の味を大切にします。



 

バンド・プロフィール 
 

●江戸前ブルース亀若 
～♪ 問われて名乗るもおこがましいが、産まれは牛込神楽坂、十四の年から音曲

かぶれ、二十歳でその身の生業も言わずと知れた楽隊稼業、三十路越えるも酒宴での

狼藉すれども記憶はせずに、もはや四十も下り坂、下らず登ってみせるには、粋と涙

の向う傷、人間の定めは五十年、六十余州に隠れもしねぇ、お江戸名物 亀若 参上！

 

●百人サックス 
 サックスだけのスペシャルアンサンブルチーム。やる気は超上級のグ

ループです。 結成から早７年、渡辺てつ氏の指導のもと、練習に励ん

でいます。レパートリーも 30 曲を超え、ステージでの演奏も板につい

てきました。 

今年は”斑尾 jazz2012”に出演させていただけることとなり、さらに

飛躍の年になりそうです。 

 よろしくお願いします！  
 

●2-10 Kack’s 
「2-10 Kack's」は、Caliente のキーボードとして今回で 4 度目の斑尾ジ

ャズ出演となる永井が、関西在住のアマチュアミュージシャンに声を掛け

て、斑尾ジャズの為のスペシャルバンドとして結成しました。メンバーは

フュージョンやファンクを音楽のベースとしており、中にはファンクやジ

ャズのセッションにしょっちゅう顔を出し、夜な夜なラーメンに舌鼓・・・

もとい、夜な夜なファンク・グルーブに身を委ねている者もいます。ちな

みに、バンド名ですが、「ツー・テン・カクス」と読みます。名前の由来は

…もうお分かりですよね、大阪から来るわけですし（笑）。今回は出演時間

帯が日曜の午前中ということで、ド派手で濃ゆい音楽は捨て去り、スムース・ジャズと呼ばれる、高原の朝にふ

さわしい爽やかな音楽をお届け致します。爽やかさの中に、心地よいグルーヴを感じ取って頂ければと思います。
 

●JAebulay Zzja 
こんにちは。東京発、社会人ビッグバンド「Aebulay Zzja（アエ

ブレイ・ズージャ）」です。「バンドは家族」をモットーに、元気に

楽しく仲良く練習しています！映画「スウィング・ガールズ」に感

銘を受け、ネットでバンドメンバーを募集したことより始まりまし

た。最初は楽器が初めて！という初心者ばかりでしたが、スウィン

グ・ガールズのコピーより開始し、活動７年を経て、ビッグバンド

JAZZ 音楽祭・斑尾 JAZZ・老人福祉施設の慰問演奏・東京大マラ

ソン祭・横浜 JAZZ 含め本番多数、他イベント盛りだくさんで精力

的に活動しています。レパートリーは、熱帯ジャズ楽団や東京ブラススタイル、最近ではカウントベイシーやバ

ディリッチなどの王道のビッグバンドジャズなど幅広いジャンルを網羅しています。 
 
  

 

 

５



 

バンド・プロフィール 
 

●横浜ハッピーじゃむ  
 私達の住む街、横浜の北の外れ都筑区は、街全体が若さ・文化・音楽で溢れて

います。 

そんな街で、我々現在平均年齢 68 歳も若者に負けてはいられない！と 10 年前

「横浜ハッピーじゃむ」を結成しました。演奏する曲は、大正、昭和の流行曲。

若者の皆さんには新鮮に感じられるかもしれませんね。パワフルな熟年の音楽をお聴

き下さい。 
 
 

●Liberty of Music（東京） 
こんにちは、Liberty of Music です。略してＬＯＭ（ロム）です。私たち

は東京周辺で活動し、20 歳代から 60 歳代と幅広いメンバーで構成された社

会人 BigBand です。スタンダードなスウィング・ジャズや映画音楽などの

Pops を中心に、年 1～2 回定期Ｌｉｖｅを行い、その他は被災地復旧チャリ

ティーコンサート、老人ホームでの慰問演奏、商店街のお祭り、ピアノ教室

のゲスト演奏、中学校の記念式典など、地域に根付いた（と勝手に自負して

いる）活動を１０年余り行っています。 
去年、斑尾 Jazz2011 に初参加し、まさかの演歌？で一風変わったバンド

として斑尾デビューを果たしました。そして今年も参加いたします。今回、何が飛び出すかは本番を聴くまでの

お楽しみ。ともあれ皆様と楽しい時間を一緒に過ごせたらと思います。よろしくお願いいたします！ 
 

●サニーサイドゴスペルクラブ埼玉 
サニーサイドゴスペルクラブ埼玉（ニックネームはサニたま）は埼玉県の大宮

と所沢で活動しているゴスペルグループです。2010 年 6 月にスタートし現在

メンバー数は約 170 名。10 代後半から 70 代前半の幅広い年齢層の楽しい仲間

が集まってします。「楽しい時間に使ったお金が、他の場所で大きな力になる」

を合い言葉に、ゴスペルの活動を通じてカンボジアの子供達に奨学金を送る国

際協力を行っています。斑尾のステージは初参加となります。約 40 名の参加

メンバーが非常にこのイベントの出演を楽しみにしています。 
 

●Project D.D.T.  
全ては斑尾 JAZZ 実行委員の中山の思いつきから始まりました。前身のビ

ッグバンド(DRAGON EXPRESS)の解散から 1 年。新しいビッグバンドを

作って、また斑尾の舞台に上がりたい。そして、今までにはできなかったこ

とをやってみたい。そんなプロジェクトを具現化したビッグバンド、それが

"Project D.D.T."です。出身バンドや年齢層も異なり、色んな人種(!?)がごっ

ちゃになってて、みんな好き勝手に盛り上がってますが、どうやらその方が

バンドとしてはいい方向に行くみたいですね。 
DDT としての発足は 2012 年 3 月で、初めましての人も多数いましたが、

仲の良さと盛り上がりっぷりはどのバンドにも負けません！多分。斑尾で

は、ラテン系のナンバーを中心にお届けいたします。斑尾の気温を、都心と同じくらいにして帰ります！避暑地

なのにスミマセン。 

 

 

 

６ 

 



 

バンド・プロフィール 
 

● 坂根グループ with ケヴィン黒木 
斑尾 JAZZ 事務局のベーシスト坂根格を中心にしたカルテット。少しずつ

メンバーを変えながらも今年で連続 6 回出場。ダンディーなトランペッター

北川匡厚、渋茶色のテナーサックス亀岡純一をフロントに、すすき野で名を

馳せたピアニスト島田博志、鋭いスティックさばきのドラマー原政義。知る

人ぞ知る名曲を演奏します。 
今年のボーカルは今までの美人女性から一転、むくつけき男性ボーカリス

ト、ケヴィン黒木が爽やかな高原を暑く（熱く）燃え上がらせます。 
 

STARDUST JAZZ ORCHESTRA 
STARDUST JAZZ ORCHESTRA(SDJO)は、2012 年にリニューアルし新たな銀河系

に飛び出しました。ただの STARDUST(星屑)ではなく、光り輝く小粒でピリリと

した一人一人のプレイヤーが素晴らしいハーモニーを創造し星雲としてまとま

ります。今回は昨年に引き続き二度目の斑尾に向けてメンバー全員昨年より一

層の盛り上がりを見せるべく練習に励んできました。20 代から 60 代まで幅広

く楽しいメンバーで今年の斑尾へテイクオフします。みなさんご一緒に SWING

しましょう。 

 

●J.O.Y. Gospel 
「今年も斑尾ジャズの季節がやってきた！」  

そろそろこんなお馴染みっぽいことを言っても大丈夫でしょうか？3 回

目の参加となる「J.O.Y.Gospel」新潟県上越市を中心に活動しているゴ

スペルサークルです。年齢・職業ともバラエティに富んだメンバーが、

ソプラノオペラ歌手・山﨑弘子の指導により抜群のチームワークで美し

いハーモニーを目指し練習に励んでいます。体が、声が楽器の私たち。

輝く緑に囲まれた斑尾のステージを、カラダいっぱい！ココロいっぱ

い！！楽しみたいと思います。 
 

●Sparkle（長野） 
超地元でお馴染み T’ Square トリビュートバンド｢低’ Square｣です！！（違う違

う）『Sparkle』でした。今年もこの季節がやってまいりました斑尾 De Jazz！熱い夏！

災害続きの日本列島で明るい News が少ない中、この斑尾高原から世界に音楽の素晴ら

しさを発信します。（実行委員長の代弁！？） 
昨年に継いでの採りでの出演、会場の皆様全員のご協力のもと『Sparkle』の演奏が

成り立ちます！お客様全員 De 楽しんで頂けたら最高～です☆ 
 

  
 

 
 

 

７

「アクセントフーズカンパニー」として 80 年の

歴史のある地中海食材の輸入・販売会社で、テ

ーブルオリーブでは日本最大のシェア。今回ブ

ースではワイン・パスタのコーナーで、当社の

オリーブピクル等を楽しむことができます。 

住所：〒102-0076 東京都千代田区五番町 4－16
電話：03-3288-1181 FAX:03-3288-1048 

 

すべての男性に“The AXE Effect”を

ユニリーバ・ジャパン 
〒153-8578 東京都目黒区上目黒 2-1-1（中目黒 GT タワー）

http://www.axeeffect.jp/ 



 

交流パーティー 
斑尾ジャズ２０１2 交流パーティー at まだらお山の家   8 月 25 日（土） 17:00～21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流パーティースケジュール  

 開始  終了  演奏 

 16:30    開場   

 17:00  17:20  開会挨拶、乾杯   

 Project D.D.T. 

 横浜ハッピーじゃむ 

 サニーサイド ゴスペルクラ

ブ埼玉 

 Liberty of Music、

J.O.Y.Gospel 合同   

 17:20  18:10  バンド演奏 

 STARDUSTJAZZ 

ORCHESTRA 

 18:10  19:00  スタッフ紹介、料理紹介、歓談 

 斑尾スペシャルコンボ 

 福井(Pf)、伊佐津(Vib)、渡辺

(AS)、他 

 ♪All The Things You Are 

 19:00    19:30    コンボ演奏 

 ＆ 

セッション   

  

   ♪Oleo 

 19:30  20:20  歓談 

 ♪Satin Doll 

 ♪Marguarite 

 20:10  20:40 斑 尾 JAZZ

記念オーケ

ストラ演奏  ♪Dancing Men 

 20:40  21:00  表彰、集合写真  

 21:00    閉会  ♪聖者の行進  

 

斑尾 JAZZ AFTERNOON LIVE 
斑尾高原を JAZZ VILLAGE に！ 

会 場： 斑尾高原ホテル 新設テラス「空の家」 
   

日付 開始 終了 出演 BAND 

13:00 13:30 伊佐津和郎クインテット 8 月 25 日 

（土） 13:45 14:15 可知日出男とｱｰﾄ☆ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ★ｸﾞﾘｰﾝ 

12:00 12:30 坂根グループ with ケヴィン黒木 8 月 26 日 

（日） 12:45 13:15 TM チーム 

 

福井ともみさんからのメッセージ 

第６回斑尾ジャズ開催

お め で と う ご ざ い ま

す。ジャズピアニストの

福井ともみです。私の

主催する新橋 TM スタ

ジオ、ジャムセッション

のミュージッシャン達と

昨年ら参加させて頂く

こととなりました。TM

オーナー佐々木様は

斑 尾 に も ペ ン シ ョ ン

「Well」を持たれ今後共お世話になります。この

場を借りまして皆様との交流が深まり斑尾ジャズ

の更なる繁栄を願ってやみません。 

 

 
 

 

斑尾ジャズがインターネットで見られます！ 

長野インターネット放送局 

UStre.am/vt5E にて動画配信します。 

8 月 27 日以降はＵｔｕｂｅでも見らｒます。 


