
【公共交通機関でのアクセス】
　ＪＲ呉線「広」駅下車　瀬戸内産交バス「広駅前」より
　豊浜・豊・蒲刈方面行き（約 20分）「塩浜新開」下車 徒歩数分
※広島バスセンターからも高速バス有り
　約 1時間 40分「下蒲刈中学校」下車
◆バスのお問い合わせ　瀬戸内産交バス　TEL：0823-70-7051

2013年5月26日（日）
開場13：30～ 開演14：00～

会場 下蒲刈農村環境改善センター 多目的ホール （全席自由）
　　 （呉市下蒲刈町下島1730番地）　＊無料臨時駐車場有り

プログラム

料金 一般 1,200円（1,000円） / 小中高生 600円（500円）
　　 （　　）内は前売り料金　※未就学児童の入場はご遠慮ください。

◆通行券サービス 呉市の安芸灘大橋有料道路回数通行券助成事業を利用できます。
　　　　　　　　　（詳細は裏面をご覧下さい。）

◆お問い合わせ （公財）蘭島文化振興財団事務局
 〒737-0303　広島県呉市下蒲刈町下島2361‐7

 TEL：0823‐65‐2029　FAX：0823‐70‐8079
 URL：http://www.shimokamagari.jp/

◆主催　（公財）蘭島文化振興財団　　　
◆共催　呉市・呉市教育委員会
◆協力　蘭島閣ギャラリーコンサートの会 ・ 下蒲刈市民センター
◆協賛　NPO法人海駅三之関・河菜海運株式会社・蒲刈興業有限会社・三和電気株式会社・菅原汽船株式会社
　　　　大新グループ・中国新聞社・船田海運株式会社・有限会社 福祉住環境サービス
◆制作　ハーモニージャパン

◆前売り券販売 ローソンチケット　Lコード：64948
 デオデオ本店プレイガイド
 呉市文化ホール / 公声堂 / 蘭島閣美術館

〈呉市・下蒲刈町合併10周年記念事業〉〈呉市・下蒲刈町合併10周年記念事業〉

Jonathan Katz  -  Piano
ジョナサン・カッツ（ピアノ）

Steve Sacks  - Sax
スティーブ・サックス（サックス）

CHAKA - Vocal
チャカ（ヴォーカル）

Setsu Fujii - Drums
藤井 摂（ドラムス）

Daiki Yasukagawa
 - Bass

Mutsuko Kawamoto
  - Vocal

安ヵ川 大樹（ベース）
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Steve Sacks & N.Y. Friends
　　　　　featuring CHAKA

第29回ふれあいコンサート

川本睦子
ヴォーカル

春の小川／煙が目にしみる／アメージンググレイス　ほか 
ゲスト出演

初夏の瀬戸内ジャズ・コンサート



第29回ふれあいコンサート
初夏の瀬戸内ジャズ・コンサート in 下蒲刈

ニューヨーク出身。6 歳でピアノ、9 歳でホルンを始め、11 歳

にジャズに目覚める。イェ－ル大学とイ－ストマン音楽学校大学

院で音楽を学び、上智大学留学後、東京を拠点にする。レイ・

ブラウン、ケニー・バレル等ジャズの巨匠らと共演、国内外ツアー

を重ね、これまでにCDを10 枚リリース。また、N響、東京フィ

ルハーモニー、五木ひろしなどと共演、録音、TV 出演等幅広

いジャンルで活動。2008 年に 20 人編成の「TOKYO BIG 

BAND」を結成。日本の歌のジャズアレンジ等斬新な編曲も

披露している。スインギーかつ詩的で暖かい響きと、ときには

ユーモア 溢れるサウンドでリスナーを魅了している。

www.jkatz.net

1985年から1996年にかけて
音楽ユニットPSY・Sのヴォー

カルとして活動。PSY・S 活動
中からソロ活動も続け、古内

東子、平井堅、宮沢和史らとの
共作を集めたアルバム『with 

friends』を発表。 著書多数。「カ
ードキャプターさくら」「は

れときどきぶた」「ぜんまいざむ
らい」などのアニメソング、

また「リトル・ポーラ・ベア」
「スカイクロラ」等、アニメ

映画の挿入歌も歌っている。20
03 年にはジャズカテゴリー

の 2nd アルバムが「CHAKA
 JAZZ～LOVE」でスイング

ジャーナル「ジャズディスク大賞
」二位を受賞、2004年には、

3rd アルバム「CHAKA JAZZ～
 Believin'」（ハンク・ジョー

ンズ , マイケル・ブレッカー ,
 ジョージ・ムラーツなど世界

的ジャズミュージシャンが参加
）が五位入賞。

1967 年 兵庫県出身。 幼少時からピアノを学び、明
治大学でビッ

グバンドに入部したのを機にベースに転向。1991 年
 プロ活動を

開始。以後国内外を問わず数多くのセッションに参加
し、現在まで

参加したアルバムは優に 100 枚を超 え、数々の名
盤名演を世に

送り出している。リーダー作として2002年完全ベー
スソロによる

「Let My Tears Sing」、同 年トリオ、YA 3 に よ
る「Loco」、

2004 年安ヵ川大樹トリオによる「Kakeroma」
( 以上 East 

Works)、また 2007 年には自身が主催するラージ
コンボによる

「Far East Jazz Ensemble」(Skip Record) があ
る。全世界を

舞台に活躍する、日本を代表するベーシストである。

1953 年アメリカ・ワシントンD.C. 生まれ ,シカゴ、コネチカッ
ト州育ち。パリ滞在 2年、20 年に及んでニューヨークのジャズ
シーンで活躍してきた。5ヶ国語が流暢なハーバード大卒音楽
理論学者でもある。ティト・プエンテ、モンゴ・サンタマリア、
デューク・エリントン・オーケストラからポール・サイモン、デー
ヴィッド・バーン、トーキング・ヘッズといった幅広いアーティス
トなどと共演し、CD や LP100 枚以上に参加。また、スティー
ブ自身がリードするニューヨーク・ベースのブラジリアン・ジャ
ズグループ「トリロジア」と「ガナバラ」で 4 枚のアルバム。
初めてのソロ CD である「First Dream : 初夢」に加えて、
「Look To The Sky」と「Christmas Presence」は現在発売中。

ジョナサン・カッツ（ピアノ）
                      Jonathan Katz  -  Piano
　

バークリー音楽院卒業。10 年間に及ぶ在米活動を経て帰国。
寺井尚子、熱帯スーパージャム、Sunaga t Experience（須
永辰緒）、マリーン、小野リサ等に参加。現在はリーダーバン
ド「Club Suave」、トリアングロ、森山良子、ルイス・バジェ 
Afro Qbamigos、Four Colors、大渕博光など、数多くのアー
ティストのライブ、コンサート、レコーディングで活動中。リ
ズムやアンサンブルに関するワークショップも行なっており、
2011年度には名古屋芸術大学特別客員教授として１年間在籍。

藤井 摂（ドラムス）　Setsu Fujii - Drums

安ヵ川 大樹（ベース）
                 Daiki Yasukagawa - Bass

チャカ（ヴォーカル）  CHAKA - V
ocal

★通行券サービスについて★

毎月第3土曜日の
蘭島閣ギャラリーコンサート情報
５月18日 ピアノ 児　玉　麻　里
６月15日 ヴァイオリン 中　村　靜　香
 ヴィオラ 店　村　眞　積
 チェロ 山　本　祐ノ介
 ピアノ 小　山　京　子
７月20日 ヴァイオリン 徳　永　二　男
８月17日 サックス 田　村　真　寛
９月21日 ヴァイオリン 三　浦　文　彰
 ピアノ 小森谷　裕　子
10月19日 フルート 高　木　綾　子

5/25・26に，お車で安芸灘大橋を現金で渡られた方は，受付
に安芸灘大橋の領収書とチケット 1,000 円分をお持ちになる
と，帰りの通行券と交換いたします。（普通車、軽自動車等）
※但し前売り券購入時にはこのサービスは適用されません。

行きの 帰りの
安芸灘大橋
現金通行
領収書

ふれあいコンサート
チケット
1,000 円分

呉市の安芸灘大橋有料道路回数通行券助成事業を利用できます。

広島市出身。ジャズヴォーカルを溝口恵美子氏に、ヴォイストレー

ニングを磯野久仁子氏に師事。2012年ソロデビュー作となる『ラ

イブ・アット・ミスターケリーズ』を発売。現在は故郷の広島

に拠点を置き、ジャズの普及に積極的に動いている。美しく繊

細な表現と力強いスウィング感を合わせ持つ、本格派のジャズ

ヴォーカリストである。

川本睦子（ヴォーカル）　
Mutsuko Kawamoto  - Vocal

ゲスト出演

安芸灘大橋
回数通行券

スティーブ・サックス（サックス）
Steve Sacks  - Sax

会場：蘭島閣美術館　全席自由　当日券のみ
料金：￥1,000　（高校生以下無料）
お問い合わせ　蘭島文化振興財団　Tel  0823-65-2029


