
 

 
 



 

あいさつ 

■斑尾ジャズ実行委員長 新山 敏 

夏逝く高原の空に斑尾ジャズの響

きが拡がる。その調べは大地に轟き、

緑なす山に、原生林に消えてゆく。

その時、斑尾のランドスケープは一

層の輝きを放つ。 
今年も全国から 200 名以上のジャ

ズメンが自慢の楽曲を引っさげ、野外ジャズフェスの聖地

へ終結した。主役はこれら演奏家と心豊かな観客の皆さん。

ステージと観客席がひとつになり、歓び極まり、至福の時

が生まれる。プレイする人も、観る人も踊っているようだ。

あと１年７ヶ月もすると斑尾高原の入り口に北陸新幹線飯

山駅が開業する。東京から 1 時間 40 分、幾多のレジェン

ドを生んだこのステージに沢山のジャズファンの注目が集

まることだろう。本日は、思い思いのスタイルでお楽しみ

下さい。ご参加いただいた演奏家、観客の皆様に対して御

礼を申し上げます。 

■斑尾ジャズ実行委員会顧問 (総合司会)  幸田 稔 

７年目を迎えた「斑尾ジャズ」は一般紙や

ジャズ雑誌などに紹介される機会が急激に

増 え て 来 ま し た 。 ジ ャ ズ の 各 誌 紙 に は

「TOKYOJAZZ」「横浜ジャズプロムナード」

「ヨコスカ・ジャズドリーム」｢八ヶ岳ジャズ祭」

「定禅寺ジャズストリート」など長年続いてい

る国内の最大級の催しに並んで「斑尾ジャ

ズ」の告知が載っています。特に「ジャズ批評」誌では「社会人 

演奏家によって”斑尾ＪＡＺＺ”が蘇る」と題して実行委員による６

ページの対談も載りました。主催者皆さんの努力の賜物と思い

ますが、認知度が増して来ているのは本当に嬉しい限りです。

今年も元気な「斑尾ジャズ」を全国に発信しましょう！！ 

☆森田一義（「J」取締役宣伝部長）さんからの応援メッセージ 

社会人バンドの一大祭典「斑尾ジャ

ズ」７年目！！。大きいスポンサーに頼ら

ない自主運営による「斑尾高原」大ステ

ージでの公演が見事に続いています

ね。 待望の２０１５年の北陸新幹線・飯

山駅開業に向けて様々なプレイヴェント

が華しく催されるようですが、全国から注

目を浴びている「斑尾ジャズ」がその中核を担うことは間違いな

いと思います。本年のご成功と更なる発展を祈念いたします。 

☆瀬川昌久（ジャズ評論家）さんからのメッセージ 

また斑尾 JAZZ の夏がやってきました。

夏の JAZZ フェスやアマチュアバンドのコ

ンサートがたくさんありますが、そのどこに

もない面白さ、楽しさをいっぱい発見出

来るのがこの斑尾のステージです。まず

舞台を作っているみなさんの雰囲気がき

びしくて暖かい。次々と登場する全国各

地からのグループが楽器のソロ、コンボ、

ビッグバンド、ボーカルのソロからコーラス、大編成のゴスペル

まで、こんなことが出来るのか、と感じ入ってしまいます。今年

はどんなサプライズがあるのか、楽しみです。 
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） 

中村早智（ヴォーカリスト） 

佐藤真衣（リトミック講師） 

●実行委員会 

委員長    新山  敏 
顧  問    幸田  稔 神藤隆良 高橋 武 

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 吉村和之 
深代直子 河村裕子 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  

吉田朋大 佐藤 寛  市村 勝 田中隆治 

飛沢由美 上倉千恵 丸山さゆり 佐々木勉 

松山参冶  小川紀子 杉木修一 北川友弥 

本間  均  柳生光祐 丸山 勝 森 二郎 
●会場スタッフ 

舞台監督    猪谷静雄 

助 監 督    佐藤朋有子 Sayaka Brigit 

舞台装飾    丸山浩樹 

音響・照明   平林克哉 小林和広 

出演者管理  中山智之 田副葉子 

楽屋調整    斑尾協力委員 

会場リーダー 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、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、ｻﾝﾊﾟﾃｲｯｸﾎﾃﾙｽﾞ､中野市･都市と農村の交流実行委員会､斑尾高原ﾍﾟﾝｼｮﾝ村､

斑尾高原ﾘｿﾞｰﾄゆめｸﾗﾌﾞ､斑尾国際音楽村､長野ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ放送局､ｼﾞｰﾙｱｿｼｴｲﾂ、NPO 法人ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｱｰﾄ･ﾊﾟﾌｫｰﾏ

ﾝｽ支援機構、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、アートいっぽ、日本ﾙｲ･ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ協会、東京都社会人ビッグバンド連盟、関東ｱﾏﾁｭｱﾋﾞｯｸﾞ

ﾊﾞﾝﾄﾞｼﾞｬｽﾞ連絡会、日本旅セラピー協会、雑誌 Jazzlife、雑誌 Jazz Japan、雑誌ジャズ批評、Jazz World、雑誌 BIG 

BAND!、新潟日報社、読売新聞社、毎日新聞社、中日新聞東京本社、東京スポーツ新聞社、北信ｴﾙｼｰﾈｯﾄ 

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 
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バンド・プロフィール 
 

●伊佐津和朗クインテット Plays Horace Silver 
お馴染み、今年もトップバッターを務めさせていただく伊佐津和朗クインテットはハード

バップ名曲の宝庫、ホレスシルバーのコンボを目指しての出演です。 
数ある名曲の中からお馴染みの『あの曲』は勿論ですが、隠れに隠れた裏名曲（？）を例

によってマニアックなリーダーがあれこれと発掘してお届けします。 

どうぞお楽しみに！ 

 

●Steinar Raknes スタイナー・ラクネス／Bass Solo 
ノルウェーで最先端を行くジャズベーシストの一人。大胆で爆発するような演奏スタイル

から伝説的ベーシストのチャールズ・ミンガスと比較される。2001 年にノルウェー科学技

術大学音楽修士号をジャズで取得。自らのバンド Steinar Raknes Quartet を率いる他、多

くのバンドで活躍。ジャズトリオ Urban Connection での演奏、チック・コリア、マイケル・

ブレッカー、スティーヴ・グロスマンやペール・ヨハンソンとのコラボでも知られる。一人

で歌いベースを弾くソロ公演にも力を入れ、大変高い評価を得ている。※斑尾国際音楽村よ

り友情出演 
 

●KMB バンド 

Trumpet:Yoshizawa "KeMBoo" Kenichi/Bass:Kiyotaki "K" Kei/Piano:Maejima "M" 

Hiroshi/Drum:Mita "B" BUNTA 

名前に『K.M.B.』が入る 3 名と、司会者の KeMBoo のトランペット JAZZ 風カルテットです。ス

タンダードジャズを始め、映画音楽、歌謡曲、さらにはルパン三世などのアニメソングなどを

ジャズ風にアレンジし、幅広い選曲で好評を得ております。普段はレストランバーなどで静か

に演奏していますが今日は久々の野外と言うことで大変張り切っております。不慣れですが、

暖かい目で見てやってください！ どうぞよろしくお願いいたします。 
 

●ART-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男 
我々"アート☆アンサンブル★グリーン"は、それぞれに音楽的なベースが異な

りますが、～融合したアートな音楽を、JAZZ が生まれた時の精神に戻って演奏

していこう！！という心で、団結しています。その意味で、60 年代 70 年代のフ

リージャズや、日本 Jazz のマインドを大事にしています。2011 年 3 月の東日本

大震災で、僕らも自らの姿勢を見直しました。より深い喜びや悲しみを共有でき

る音楽を目指して、毎月のように定期演奏会をしたり、被災地に伺ったりしてい

ます。2008 年に、高原のこの地で頂いた「ふるさとジャズ賞」に恥じないよう

に、これからも精進して参ります。 
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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 チーム（TM ギターユニット with マレーネ） 
メンバーは、Ｇ佐々木慧、Ｇ澤岡直樹、Ｇ鶴見恭男、Ｂ斉藤祐樹、

Ｄ山崎龍一、Ｖｏマレーネ、Ｖｏ大里樹里。 

今年 TM チームは、佐々木慧を中心としたギターユニットでの参

加をします。スタンダード曲を中心として各楽器をフィーチャ―し

ます。三人三様のギターと音色＆技巧＆歌を存分にお楽しみくださ

い。※ＴＭ進行＆お世話係／佐々木慧 

 
 

● Caliente 
６年連続６回目の出演になります東京の Funky Fusion Jazz Band

「Caliente」です。 

今回も爽やかな高原の元、華やかで楽しい Caliente サウンドを

奏でます。どうぞ応援声援の程宜しくお願い致します。皆様と一体

化したステージをご一緒に楽しみましょう！ 

 

●みんすいデキシーバンド 
『みんすいデキシ―バンド』は、ＮＨＫ-BS で放送されていた「みんなの吹奏楽」で企

画されたスペシャル番組のオーディションに応募し、見事番組出演を果たしたメンバーで

2007 年に結成した『みんなの吹奏楽団』のスピンオフバンドです。それ故、このメンバ

ー9 人も１都４県（最遠は富山）に散らばっており、本番も「JAZZin 府中」 「定禅寺ス

トリートジャズフェスティバル」 「金沢ジャズストリート」等の各地のジャズフェスに

お邪魔させて頂いてます。そして、今年は「斑尾ジャズ 2013」に初参加と相成りました。

Clarinet、Tenor Saxophone、Trumpet、Trombone、Sousaphone の 5 ホーンと、4 弦・

5 弦のバンジョー、ピアノ、ドラムの 9 人で、ディズニーランドで聴くような、陽気で楽

しいデキシーランドジャズをお届けします。 
 

●江戸前ブルース 亀若 
口上～♪  
月も朧に斑尾の 宴も霞むニューポート 
浜の真砂と 五右衛門が 
歌に残せし 音賊（※）のネタは尽きねぇ 神楽坂 ♪～ 
小粋な 江戸前ブルース 亀若、参上！ 
※ 音賊：享楽にうつつを抜かす楽隊稼業の輩のこと 

 
 
 

 
 

 
 

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 
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ヤマキは自然の味を大切にします。



 

バンド・プロフィール 
 

●えりい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グバンド。 

練習よりも親睦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♪ 

 

 

●京浜 Jazz Explosion 
京浜 Jazz Explosion とは、子供心を忘れない社会人ビッグバンド。ジャズ

も、ラテンも、バラードも、どんなジャンルも演奏したい！バンドの信念は

至って明瞭。吹いた人もハッピー、聞いた人もハッピー。ただそれだけ。か

っこいい曲を全力でかっこよく演奏し続けたい！そんな童心から生まれたの

が当バンド、京浜 Jazz Explosion でございます。 

 
 
 

●2-10kack's  

大阪で活動しています 2-10 kack's（ツー・テン・カクス）です。

斑尾ジャズには昨年度からお世話になっております。昨年はこの斑尾

だけが唯一のライブ出演でしたが、今年は様々なジャズフェスや音楽

祭への参加を予定しており、斑尾は、高槻ジャズストリート（大阪府、

5/3・4）に続いて 2本目となります。今年は、2日目の朝 10 時からの

本ステージに出演させて頂いた後は、斑尾高原ホテルテラス席での演

奏も予定しております（12:20 頃～）。本ステージは朝イチにも関わら

ず少しうるさめの曲を中心に、テラス席では若干ゆったりとした曲を

中心にお届けしようと思っております。今年もよろしくお願いします。
 

●J.O.Y. Gospel  

発足 7 年目を迎える「J.O.Y.  Gospel 」JOY にいちいち

[ . ]を入れているのは、Join Our Yearning ！という思いを

込めているためです。今年は 7 才 12 才 16 才と若いメンバー

が加入し、平均年令がグッと下がりました。 

Join our yearning！ 楽しく笑顔で歌って、会場の皆さん

にたくさんのパワーをお届けしたいと思います。 
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バンド・プロフィール 
 

●Alley Cats Bigband  

こんにちは。Alley Cats Big Band,”路地裏の猫達”です。名古屋からやっ

てまいりました！伝説の斑尾高原の舞台で演奏できるのを、メンバー一同、と

ても楽しみにしていました。私たちはまだまだ駆け出しの若いバンドですが、

皆さんからいろいろ勉強させていただこうと思っております。今年の目標は、”

音楽を基礎から勉強してみよう”です。スイングってなんだろう、楽譜ってな

んだろうという所から一生懸命皆で勉強しています。まだまだ不完全ではあり

ますが、精一杯がんばりますのでよろしくお願いします。 
 

●Dr.Dixie Saints 
再結成 25 年目を迎えたアマチュア・デキシーバンド。前身は 1960 年に

創立された東京医科歯科大学のカレッジバンドだが人材不足で自然消滅。

旧メンバーが青春時代の趣味を顧みて、往時の他校の仲間を誘って復活し

た。 
お盆休みには恒例となった「地獄の合宿」を実施、2 泊 3 日の強行軍で

演奏能力の劣化防止と加齢による認知症予防に努力している。演奏スタイ

ルは特にこだわらず（こだわれず？）、あくまでハッピーにスウィングす

ることをモットーとしている。 
 

 

●Liberty of Music  

歌謡曲ファンの皆様、こ

ん に ち は ！ Liberty of 

Music（略してロム）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 Big Band です。

「歌謡曲を演奏しなきゃ Big Band じゃない！」というバンマスの下、昭和歌謡の演奏に力を入れて頑張っていま

す。東日本大震災チャリティーの活動に力を入れています。歌謡曲を演奏する事で皆さんの少しでも力になりた

い。そして、聞いて下さる皆さん、それぞれの思い出に寄り添えるように、歌謡曲を唄い上げたい！そう思って

練習に励んでおります。今回も後半は歌謡曲です。楽しんで頂けたら幸いです。 
 

●Funky Monkey 69ers 
Thad Jones & Mel Lewis Jazz Orchestra の楽曲を演奏することを主目

的として、学生ビックバンド合同イベント「JART」で知り合った 1969 年

生まれのメンバーを核として 1991 年に結成。卒業後は社会人ビックバン

ドとして新宿「J」などのジャズスポットで年 1～2回のライブを行い、今

年結成 22 周年を迎える。2011 年 6 月 21 日のライブでは、バンド結成 20

周年記念して「Mel Lewis Jazz Orchestra 20yesrs live at village 

vanguard」に収録されている全 8曲を演奏。今年はついに斑尾初挑戦。ほ

か、Vanguard Jazz Orchestra のバンドクリニック参加（7 月 28 日）、茨

城の笠間ビッグバンドピクニック出演（10 月 14 日）など精力的に活動中。
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バンド・プロフィール 
 

● Project D.D.T. 
こんにちは！ラテンジャズビッグバンド"Project D.D.T."です！斑尾

ジャズの実行委員を務める、SAX 吹きの中山をリーダーとして、19 人の大

所帯で活動しております。ラテンを中心に、様々なジャンルの曲を演奏し

ており、「聴いてくださるお客様を全員、力ずくで元気にしちゃうバンド」

を目指して日々がんばってます。我々19 人の平均年齢は 28.7 歳。今回の

出場バンドの中でも、かなり若い方かと思います。40 代 1 人、30 代 3 人、

20代15人という年齢構成ですが、30歳以上の人の方がより人間的に子供、

もとい心が若いのが特徴です。 
 

●tengroove  

2006年 4月結成のインストバンドで、関東を中心に活動しています。Smooth 

Jazz や Fusion を基盤に、独自の音楽を追求している途中です。休止期間を

経て、活動再開から約 1 年経ちました。ふるさと斑尾では初めての出演です。

どうぞよろしくお願いいたします！ 

 
 

●坂根(bass)グループ with 中村早智 

斑尾 JAZZ 事務局のベーシスト坂根格をリーダーに、TS：亀岡純一、P：島

田博志、DR：原政義のカルテット。メンバーを多少変えながらも今年で 7

回連続出演の皆勤賞！「事務局の特権！」応募多数の中から参加したい方は

是非斑尾 JAZZ 実行委員に。今年はデンマークのピアニスト KASPER 

VILLAUME の曲にチャレンジします。 

このカルテットに加え斑尾 JAZZ の司会もこなす、ボーカリスト中村早智

が参加。コーラスグループ「ai」のメンバーとしても都内、横浜のライブハ

ウスで活躍中。実力派のボーカルをお聞きください。 
 

●Sparkle  

 さ～～！夏だ！海だ！山だ！『斑尾だ！』T-SQUARE トリビュートバンド

｢ザ、スキーウェアー｣です？（失礼）｢Sparkle｣です。 

今年もこの斑尾で演れる事が出来まして、誠に光栄です。 

会場の皆様全員のご協力の下、私たちの演奏が成り立っております、暑い

中最後まで観て頂きまして本当に感謝です。 

 

 

 株式会社ジールアソシエイツ 
空間に「人を集めること」を最大のミッションとし、総合的な空間プロ
デュースをご提案致します。「おもろーいアイディアで、一生忘れられな
い空間を」。空間には必ずコミュニケーションが存在します。 
そのすべてのコミュニケーションを大胆不敵にデザインし、その空間に

笑顔を生み出す。それがジールアソシエイツの最大の
ミッションです。 
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「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 

 

 



 

インフォメーション 

斑尾ジャズ２０１3 交流パーティー ＆ アフタヌーン・ライブ 

斑尾ジャズ２０１3 交流パーティー at まだらお山の家
8 月 24 日（土） 17:30～21:00 

交流パーティースケジュール  

 開始  終了 演奏 

 17:00   開場   

 17:30  17:40 開会挨拶、乾杯   

みんすいデキシーバンド 

tengroove 

 18:15  19:00 バンド演奏 

Dr Dixie Saints 

 19:00  20:05  スタッフ紹介、料理紹介, バンド代表インタ

ビュー、歓談 

 20:05  20:20 ラテンダンスエクササイズ 

 ♪Soul Intro～The Chickin 

 ♪And That's That 

 20:20  20:40 斑尾ジャズ

記念オーケ

ストラ演奏 
 ♪Tow Away Zone 

 20:40  21:00 集合写真  

 21:00   閉会  ♪聖者の行進  

斑尾ジャズ AFTERNOON LIVE 
斑尾 JAZZ 本番ステージと並行開催 

会 場： 斑尾高原ホテル 屋外テラス 
   

日付 開始 出演 BAND 

12:40 みんすいデキシーバンド 

13:20 伊佐津和朗クインテット 

14:00 Dr.Dixie Saints 

8 月 24 日 

（土） 

14:40 ART-Ensemble-GReeN wiz 可知日出男

11:00 ＴＭチーム 

11:40 坂根グループ with 中村早智 
8 月 25 日 

（日） 
12:20 2-10 Kack’s 

 

斑尾ジャズの司会者たち 

〈写真右より〉 

バードマン幸田（総合司会）：もはや斑尾 JAZZ になくては

ならない存在。ライブスポット新宿「J」店主でもあり、日本

各地での JAZZ フェスティバルの司会やプロデュースと大

忙し。JAZZ 界での豊富な経験に裏づけされた軽妙洒脱

なトークで演奏者と会場を結び付けます。 

 

中村早智：ジャズボーカリスト。都内近郊を中心にライブ

ハウスや各地イベント等で活動中。また混声ボーカルユ

ニット「ａ・i」を結成しこちらも各地で活動中。斑尾ジャズ

は、ボーカル、MC 共に 2010 年に続き 2 回目の参加！ 

 

佐藤真衣：斑尾ジャズフェス初司会。本業はリトミック講

師。子どもミュージカルの作曲演出、イベントや結婚式の

司会やプロデュースをつとめる。「夢はビッグバンドとミュ

ージカルのコラボショーをプロデュースすること！」 

 

深代直子：おじさんの多いスタッフの中でアイドル的存在

も今年で司会 5 年目。昨年挑戦したステージ写真が好評

だったため、「今年も撮ります♡」と意気込んでいる。今は

ジャグ系バンドのボーカルにも奮闘中。「今年も熱い２日

間にしましょーね♪」 

 

山口義憲：日本ルイアームストロング協会・理事、会報編

集長。協会を通じニューオリンズと東北の支援に尽力。 

会場の雰囲気を盛り上げてくれる名司会者で、キックオフ

ライブではバンジョーも披露。 

 

 
 

 

斑尾ジャズがインターネットで見られます！ 
検索：長野インターネット放送局 斑尾ジャズ 

UStre.am/vt5E にて同時動画配信します。 

8 月 27 日以降は Youtube でも見られます。 


