JAZZ ART せんがわ／A4 チラシ裏面／スミ1C

いい音が息づく

いい街が近づく

いい風を感じる

開館一周年記念 調布市せんがわ劇場指定事業

第2 回 JAZZ ART せんがわ
総合プロデュース：巻上公一

設立メンバー：藤原清登／巻上公一／坂本弘道

飼いならされた耳が大 空にはばたく時 親密になることで知性が野 生を連れて来る
よりローカルに よりワイルドに よりディープに
お祭りではなくてコミュニケーションの3日間 音 楽は生 命の力を育ててくれる

6.12 fri .

6.13 sat .

6.14 sun.

せんがわ劇場

せんがわ劇場

せんがわ劇場

17：00→17：40 オープニングセレモニー

11：00→11：30 こどものための声あそび
巻上公一（うた/こうきん）
蜂谷真紀（うた/ぴあの）

11：00→11：45 サンデー・マティネ・コンサート 〜午後への前奏曲〜
Volume 26 in JAZZ ART せんがわ
梅津和時 演歌を吹き、語る。
梅津和時（sax/clarinet）

18：00→18：40 なら春子トリオ
なら春子（piano/djembe/composition）
ジノ・シトソン（vocal/percussion）
増尾好秋（guitar/percussion）
19：30→20：10 吉増 ＋ 大友 ＋ 巻上
吉増剛造（poetry reading）
大友良英（guitar）
巻上公一（performance）
21：00→21：40 アルタードステイツ
内橋和久（guitar）
ナスノミツル（bass）
芳垣安洋（drums）
仙川アヴェニューホール
18：50→19：20 ジンタらムータ
大熊ワタル（clarinet）
北陽一郎（trumpet）
渡辺明子（trombone）
ギデオン・ジュークス（tuba）
関根真理（percussion）
こぐれみわぞう
（chin-dong/floor-tom）
20：20→20：50 藤原清登コントラバスソロ

※16：30〜

オープニング・パレード（仙川駅前〜商店街）
ジンタらムータ 出演者有志

14：00→14：40 坂本弘道スペシャル
酒井俊（vocal）
坂本弘道（cello/etc）
桜井芳樹（guitar）
船戸博史（wood bass）
16：00→16：40 八木美知依トリオ
八木美知依
（21-string koto/17-string bass koto）
トッド・ニコルソン（bass）
本田珠也（drums）
18：00→18：40 AGRA DHARMA
イクエ・モリ
（electronics/visual）
シルヴィー・コルバジェ
（piano）
巻上公一（voice/theremin）
20：10→21：10 藤原清登 Jump Monk Orchestra
藤原清登（bass）
松嶋啓之（trumpet)
吉田寛望（trumpet）
久保嶋直樹（piano）
津田馨太（drums）
小西遼（alt.sax）
宮本道雄（alt.sax/flute）
張替啓太（trombone)
中丸達也（percussion）
鶴野美香（keyboard）
仙川アヴェニューホール

CLUB JAZZ 屏風
屏風キュレーター：ッタッタ
出演：北陽一郎（trumpet）
桜井真樹子（voice/曼荼羅供養）
ヤマねこさん：山本ヤマ
（trumpet）
＆ 金子泰子
（trombone）
矢野忠（guitar/vocal）
＆ 罪☆遊子（alto sax）
林加奈（鍵盤ハーモニカ/おもちゃ楽器/うた/etc）
mc.sirafu（trumpet/accordion/mandolin/etc）
吉田悠樹（二胡）
村上巨樹（guitar）
遠藤里美（sax/accordion/etc）
CLUB JAZZ 屏風は、
「親密」な至近距離音楽を提供します。
わずか数人しか聴けない神出鬼没のクラブです。
イベント期間中等に仙川周辺に出現します。

13：00→13：45 自由即興（リーダー：巻上公一）

※無料、詳細はせんがわ劇場HPでご確認ください。主催／調布市

13：30→14：10 HIKASHU（ヒカシュー）featuring 梅津和時
巻上公一（vocal/theremin/koukin/cornet）
三田超人（guitar/sampler）
坂出雅海（bass）
清水一登（piano/synthesizer/bass-clarinet）
佐藤正治（drums/percussion/koukin）
梅津和時（sax）
15：20→16：10 坂田 ＋ジム・オルーク＋ 井野 ＋ 田中
坂田明（sax/clarinet）
ジム・オルーク
（guitar）
井野信義（bass）
田中徳崇（drums）
19：00→19：40 / 20：00→20：40（入替制）
John Zorn's Cobra
Tokyo Sengawa operation 内橋和久部隊
青木タイセイ
（trombone）
イクエ・モリ
（electronics）
石橋英子（keyboard/vocal/etc）
内橋和久（guitar）
ジム・オルーク
（guitar)
シルヴィー・コルバジェ
（piano）
千住宗臣（drums）
七尾旅人（vocal）
ナスノミツル（bass）
山本達久（drums）
横川理彦（violin）
渡邊琢磨（piano）
巻上公一（prompter）
※１Liveチケットの場合、各ステージごとに、チケットが必要になります。

15：00→15：40 ドラびでお
一楽儀光（drums/programming）
灰野敬二（guitar）

仙川アヴェニューホール

17：00→17：30 RUINS alone
吉田達也（drums/sampler/voice）

12：30→13：10 COMBO PIANO
渡邊琢磨（piano）
千住宗臣（drums）
内橋和久（guitar）

19：00→19：50 自由即興（リーダー：坂本弘道）
14：20→15：00 坂本弘道ソロ
17：00→18：10 スーパーベースジャム（リーダー：藤原清登）
自由即興、スーパーベースジャムは、各リーダーのもとで自由即興演奏を行う音楽家を募集！ ※詳細は、せんがわ劇場HPでご確認ください。

進行：
（せんがわ劇場）巻上公一／徳久ウィリアム（仙川アヴェニューホール）Janmah島村

※出演者、ライブスケジュール等は、今後変更となる場合もございます。

4月4日（土）10:00〜 先行発売

4月14日（火）10:00〜 発売

せんがわ劇場・仙川アヴェニューホールの両会場出入り自由

仙川アヴェニューホールのみ利用可能

■3daysチケット
（30枚限定） ￥12,000

■仙川アヴェニュー1dayチケット ￥1,500

■1dayチケット
（各日50枚限定）
せんがわ劇場で行われるライブ1ステージ
￥3,500［12日］￥4,500［13・14日各日］ ■せんがわ劇場1Liveチケット ￥2,000
★劇場窓口販売特典

せんがわ劇場窓口でのご購入のみ
座席指定できます。

※6/13 こどものための声あそびのみ500円（小学生以下無料）

※上記は全て前売料金です。当日販売は、各チケット500円増しになります。
チケット販売所 ●調布市せんがわ劇場窓口 取扱い時間 9：00〜19：00 但し4/20（月）、5/18（月）は休館日
●チケットぴあ 0570-02-9999（自動応答）／Pコード：
（3daysチケット）782-293（1dayチケット）321-031
（仙川アヴェニュー1dayチケット）321-252（1Liveチケット）321-257（ こどものための声あそび）321-064
●Getti http://www.confetti-web.com/ ※せんがわ劇場サイトからも予約が可能です。
同時開催

JAZZ ART せんがわ 2009 at KICK BACK CAFE

■NEBULA
（松下誠・伊藤広規アンビエントプロジェクト）6/5
（金）
19：30〜 ■前夜祭スペシャル・セッション 渡辺薫（flute）
タマンゴ（タッ
プダンス/percussion）坂本弘道（cello/etc）芳垣安洋（drums/percussion）他 6/11（木）19：30〜 ■KONTA 6/12（金）19：30〜
■パスカルズ 6/13（土）16：30〜 ■カルメンマキ（vocal）
＋黒田京子（piano）
＋喜多直毅（violin）6/13（土）20：00〜
前売各￥3,000/当日各￥3,500（＋1オーダー） http://www.kickbackcafe.jp お問合せ先：キックバックカフェ
（電話）03-5384-1577
★特典「JAZZ ART せんがわ 2009」3days or 1dayチケットのご提示でデザインラテを１杯サービス！

仙川駅より徒歩4分。イベントにお越しの際は電車・バスなどの公共交通機関の
ご利用をお願いします。なお、せんがわ劇場にはお体が不自由な方用の駐車場
（一台）のみございます。
車でご来場の際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

主催●調布市せんがわ劇場イベント実行委員会 協力●仙川商店街協同組合／仙川アヴェニューホール／ボーズ株式会社 助成●
お問い合わせ●調布市せんがわ劇場イベント実行委員会（調布市
せんがわ劇場内） 〒182-0002 東京都調布市仙川町1-21-5（電話）03-3300-0611（FAX）03-3300-0614（E-Mail）sgekijou@w2.city.chofu.tokyo.jp（HP）http://www.sengawa-gekijo.jp

