2016 年 2 月
ふるさとのジャズ交流祭実行委員会

北陸新幹線飯山駅開業＆斑尾ジャズ 10 周年記念

斑尾ジャズ 2016

（第 10 回） 募集要項

斑尾高原は、今、真っ白な雪に包まれています。斑尾の雪は、日本でも有数の上質なパウダースノー。世界各国のスキーヤーで賑わ
い、活気にあふれています。
斑尾ジャズ 2015 は、皆さまのサポートをいただき、出場者・観客ともに過去最多となり、大盛況のイベントとなりました。2015 年は、3 月
14 日に北陸新幹線が開業し、斑尾高原麓の新幹線飯山駅まで東京から 1 時間 40 分、金沢から 1 時間 16 分で結ばれ、斑尾高原に
とって新たなスタートとなった年でした。
2007 年にスタートした斑尾ジャズは、今年で 10 回目となります。プロ演奏家の招聘、地域と連携した企画など、10 周年にふさわしい記
念すべき内容にしようと、実行委員一同、張り切っておりますので、沢山の皆さまのご参加をお願い致します。

記
日時
場所
主催

2015 年 8 月 20 日(土) ～ 21 日(日)
斑尾高原特設野外ステージ （斑尾高原スキー場レストランチロル）、斑尾高原ホテルテラス
ふるさとのジャズ交流祭実行委員会

募集

斑尾高原特設野外ステージ：20 バンド（ビッグバンド/ゴスペル/11 名以上のバンド：12、コンボ：8）。
斑尾高原ホテルテラスステージ：12 バンド（コンボのみ）
学生・社会人のバンドが主体ですが、プロのバンドも大歓迎です。
出場をご希望されるバンドが大変多くなり、今年から、募集定数以上のご応募があった場合には、枠毎（会場、バン
ド形態毎）に、選考をさせていただくことになりました。

演奏時間

30 分/バンド （転換時間含み 35 分）

スケジュール

8 月 20 日（土）

8 月 21 日（日）

10:00～1630
12:00～15:00
18:00～21:00
10:00～16:30
10:00～14:00

特設野外ステージでの演奏
テラスステージでの演奏
交流パーティー（夕食・演奏） ＠まだらお山の家
特設野外ステージでの演奏
テラスステージでの演奏

申込み方法

WEB上の参加登録フォーム、または添付の参加申込書にご記入の上、事務局宛、送付下さい。
参加登録フォーム https://ws.formzu.net/fgen/S23959492/ （PC、スマホ）
https://ws.formzu.net/mfgen/S23959492/ （携帯）

申込み締切日

2016 年 3 月 31 日

選考

締切り時点で、枠毎の定数に達していない場合は、お申込みいただいた全バンドに、ご出場いただけます。定数を
超え、選考を行う場合は、バンド代表者宛てに詳細をご連絡いたします。
なお、メインステージのコンボ枠は、定数越えが確実と予想されます。

選考方法

映像（DVD、VHS、Youtube等）または音源（CD、MP3、MP4 等）による演奏内容、出場可能日時により、決定いたし
ます。1 曲分以上のもの。なるべく 2015 年以降のものでお願い致します。リハーサルの録画・録音でも構いません。

選考結果連絡

4 月中旬

司会
ゲスト
ゲストバンド

バードマン幸田氏他
ジャズ評論家 瀬川昌久先生
彦坂眞一郎＆サックスアンサンブル、福井ともみグループ

観客入場料
入場者数

無料
4,000 人(予定)

参加費

演奏者

前後宿泊

■ペンション（1 室 2～4 名、税・サービス料込み）
1 泊朝食付
6,000 円/人、小学生：5,400 円/人、幼児：4200 円
1 泊 2 食付
8,500 円/人、小学生：6,800 円/人、幼児：5800 円
1 室 1 名の場合は 2,000 円増し
■斑尾高原ホテル（税･サービス料込み。入湯税 150 円/人別）
1 泊朝食付
8,000 円/人（1 室 2～4 名）、10,000 円/人（1 室 1 名）
1 泊 2 食付
11,000 円/人（1 室 2～4 名）、12,000 円/人（1 室 1 名）

表彰

瀬川賞、斑尾ジャズ記念賞などを予定しております。

交流パーティー

8 月 20 日（土） 18 : 00 ～ 21 : 00 「まだらお山の家」にて開催。夕食（地元の食材を使った料理）、飲み物付。
演奏者は全員参加（参加費は、演奏者参加費に含まれます）。
パーティーでは、斑尾ジャズ 2016 参加バンド、斑尾ジャズ記念オーケストラによる演奏を予定しております。

練習

宿泊するペンション・ホテルにて練習が可能です。時間、場所等の詳細は配宿後、オーナーと打ち合わせ下さい。
有料の練習用スタジオ、ビッグバンド用の練習ホールもあります。詳しくは実行委員会事務局までご連絡下さい。
合宿を「斑尾ジャズ 2016」の前後にセットすることも可能です。

参加費のお支払

7 月 29 日（金）までに、実行委員会口座に、振込をお願いします。
八十二銀行 飯山支店 〔普〕 604426 名義： ふるさとのジャズ交流祭実行委員会
併せて、明細を、e-mailまたはＦＡＸにて実行委員会事務局までお知らせ下さい。
振込手数料は、ご負担お願い致します。
送金後の参加人員増減による参加費の調整は現地受付にて行います。

キャンセル

8 月 1 日（月）以降のキャンセルは、出演費（4,000 円/人）をいただきます。

交通アクセス

・上信越自動車道 豊田・飯山ICより約 20 分、またはJR飯山駅（北陸新幹線、飯山線）より、バスで約 30 分
・参加人数に応じて地元の格安貸切バス（マイクロ～大型）を手配いたします。
出発地は自由。運転手の宿泊費用を省けます。詳しくは実行委員会事務局までご連絡下さい。

大人：14,000 円/人、高校生:：12,000 円、中学生：9,500 円/人、小学生：8,,700 円/人
上記には、出演費、1 泊朝食付宿泊費、交流パーティー参加費が含まれています。
テラスライブのみ出演の場合は、大人・高校生は 2000 円減額、中学生以下はお問い合わせください。
同伴者 大人：10.000 円/人、高校生：10000 円/人、中学生：7,500 円/人、小学生：6,700 円/人、幼児：5,200 円/人
上記には１泊朝食付宿泊費、交流パーティー参加費が含まれています。
・宿泊は、事務局を通しての斑尾ジャズ 2015 参加ペンション・ホテルとなります（一室 2～4 名）。
・夕食は、交流パーティーで、お取りいただきます。
・斑尾高原ホテルを希望される場合は、追加料金が必要になります。

斑尾でのアクティビティー： 斑尾高原では、「斑尾トレッキングトレイル」「信越トレイル」のウォーキング、Zipline、サイクリング、グラス
スキー、ゴルフ、スカイトランポリン、テニス、「まだらお山の家」でのそば打ち、陶芸、野尻湖のウォータースポーツ、
千曲川のラフテイングなど、沢山のアクティビティーを楽しめます。20 以上の体験コースが楽しめる「斑尾パスポー
ト」も用意されています。会場内にキャンプサイトが開設されテントの持ち込み可、キャンピングカーサイトも有ります。
ご家族・ご友人と一緒にお越し下さい。
斑尾情報：斑尾高原観光協会 http://madarao.tv/
キックオフライブ： 斑尾ジャズ 2016 のキックオフとして、斑尾ジャズ 2016 参加バンドによるライブ（10 バンド程度）を、 新宿の老舗
ジャスハウス JazzSpotJ にて、開催します。日程が決まりましたら、ホームページ等で募集を致します。 過去に出
演されたバンド、来年の出演を検討しているバンドも、大歓迎です。
お問合せ先：

ふるさとのジャズ交流祭実行委員会事務局
住所：〒389-2257 長野県飯山市斑尾高原 斑尾エルムペンション内
電話：0269-64-3505 FAX:0269-64-3630 e-mail: info@madaraojazz.com

ホームページ
FACEBOOK

http://madaraojazz.com
https://www.facebook.com/madaraojazz

ブログ

http://madaraojazz.naganoblog.jp
以上

斑尾ジャズ 2015

開催日 2015 年 8 月 22 日（土）、23 日（日）
演奏者 33 バンド・約 300 人（テラスライブ含む） 入場者：約 3,100 人
協賛
サッポロビール (株)、(株) ポーラ、(株) ロッテ、味の素 (株)、味の素ゼネラルフーヅ (株)、ヤマキ (株)、メルシャン (株)、
キリンビバレッジ (株)、(株) サンクゼール、讃陽食品工業 (株)、(株) チヨダ、(株) 田中屋酒造店、(株) 黒姫和漢薬研究所、
(株) ハッピー・パスポート、FUJIKO ART FOUNDATION
後援
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
協力
斑尾高原観光協会、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､i-net 飯山、長野インターネット放送局、ジールアソ
シエイツ、楽堂平林、K's Dream、ヒロキスタジオ、ジャズスポットＪ（新宿）、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、雑誌
Jazzlife、雑誌 Jazz Japan、雑誌ジャズ批評、Jazz World、雑誌 BIGBAND!、新潟日報社、読売新聞社、毎日 新聞社、東京新
聞社、中日新聞東京本社、東京スポーツ新聞社、北信ローカル、北信エルシーネット、長野情報、上越ケーブルヴィジョン、長
野こまち、長野デザインセンター、ハンガリー政府観光局、クロアチア政府観光局

斑尾ジャズ 2016
参加申込書
e-mail 又は fax にて、実行委員会事務局へ送付下さい
( e-mail: info@madaraojazz.com fax: 0269-64-3630 )
申込日：
1．

バンド名：
代表者名：
バンドホームページ・ブログ等：

2.

編成

(a) ビッグバンド
(b) コンボ
(c) コーラス・その他

3．

連絡先

氏名
住所

人数
人数
人数

年

月

名
名
名

：
：〒

電話番号：
携帯電話番号：
ＦＡＸ番号 ：
メールアドレス：
4．

交流パーティー (8 月 20 日) 参加人数：

名

・交流パーティーは全参加グループの参加が前提になっております。
5．

宿泊の申込み （演奏者だけではなく、同伴のご家族や応援の方も含めて下さい。）
総人数

名

宿泊期間

8月

男
女
日

名（内小学生
名（内小学生
～
8月
日

名、幼児
名、幼児
（
泊）

名）
名）

・宿泊施設は、事務局を通じての斑尾ジャズ 2016 参加ペンション・ホテルとなります。
・斑尾高原ホテルをご希望の場合は追加料金がかかりますので、事務局にご相談下さい。
6．

7．

合宿練習の申込み
(a) 申し込む
希望練習日時

(b) 申し込まない
8月
日
時

交通手段

(a) 電車・バス (b) マイカー

～

8月

日

時

(c) 貸切バス※ を希望

※実行委員会にて地元バス会社と特別契約の格安貸切バスをアレンジいたします。
●参加費のお支払い：下記実行委員会口座に 7 月 29 日（金）までにお振込み下さい。
八十二銀行 飯山支店〔普〕604426 名義：ふるさとのジャズ交流祭実行委員会
併せて、明細を実行委員会事務局まで、e-mail または FAXにて、お知らせ下さい。
振込手数料は、ご負担お願い致します。
送金後の参加人員の増減による参加費の調整は現地受付にて行います。
●8 月 1 日（月）以降のキャンセルは、出演費（4000 円/人）をいただきます。

日

