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!'v回 厳婦本町文化ホール 「

カルトピア

ぐんま束毛ビッグバンドジャズフェステイバル

の1/tltにむ、1楽しているのです。ジ守ズを愛する人々の1¥iiiiをflhるいIYJな大木協附4五もごあいさつ� ?;1 哲� 1の不条予j!や差別、協あと

いった rstucJを抱えた人lれ・るでしょうし

1I1，� やってくる� I. 11Fこのフェステfパルが終わってから、県の内外で悲しいとか、昨しむというニュースがたくさん VJ I1 を愛する友や家扶と態命にJf~り払えようという思いの 1111 があったりして、三 - >>告

流れていきました。� を結えたJFより涼く将くものですω 段近はi従l燥がよわく、「おしんjをみながら涙ぐんでしまうわた

i也になにもできない夜、は、もろこのIltWで」瓜と会うことのできなくなってしまった人々に、私たち くじですd

のジャズを聡いてj[;気を取り戻してくれたらと小さい心を痛めました。 悲しくてやりきれない)jが今� 11お位しでしたら、� (f分に楽しんでいただき、どうかl，OO(J川のもとを 

百人ザ駄を起j原とするジャズが、地 bーによってはお葬式の葬送でお相を述びながられi{~ してい JI追ってくたさいa

f，快なスイングでi きてまい:.11列fIもともに策しく)H財布も特く(つてないけど、「心は村<H~おイ訟は然主義文学のように悲しいときはそn惨きましたベートーベンの作風は[J本のる、そんなレコ←ドをl

れをかみしめるような作風である・5、その「お非式的ジャズ」は悲しいのにそれを忘れるかのよう りまLょう。それて・も婚されなかった行いHかおられましたら� !IWiにお立ち芯・)くださいヤ� 
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① 前説 的 �  13時30分~ 三洋電機NewDig Orchestra 
Sax 新針中金島貝龍豊雄二 止慎二郎石川j

~戸、、品~'----C.f可弘{叫込{叫~~.-...占 、与J回、、....'、、.込..，--.、~ミV町、。 〆師、O>-r"'"、年~~、~・ミ」問、品.，...、:;，.戸、与戸、邑~司、品f、、~晶/、..............晶J‘、晶/・、.:.-戸、~、与/'、￡込~~、品.r-、品〆「品f可:... -\品Jヘミ会〆『、ι~. -、a


復活おめでとう!(定期演奏会の風足)

私たちのポヂノー

私たちの練習場所

私たちの年中行事

砿たちの� 18番

メンバー募集状況

将来への夢や希望

仲良く、 楽しく、 美しく

社内の部室� 

(このところご無沙汰だった。)

特にはなく何でもやります

経験者を各パートで若干名

いつまでも音楽を楽しみたい

亮，ロ村本� 

Tp 小沼俊京美 森地富夫
羽田次
竹井和� 

大野一

Tb 藤怒木田和範子浩舟岩迫崎康秀男明� 

G 
B 

平塚敏雄� P増鈴木久枝� 
大田進� D 尾忠雄� 

Vo 荻原恵子

ブルー・� Jミードランド ピンク・パンサー オール・オブ・ミー サマンサ 君微笑しとき



固
②� 14時05分~ 群馬大学G K.オールスターズ	 

Sax 小暮一樹 饗木場庭麻拓正奈也未
萩海老原

美
郎帆 岡

樹

原好太大 京

私たちのポリシー みんなで楽 しくひとつの音を作 り上げる� 
Tp 荻 野 彩 上 田麻未

私たちの練習場所 群馬大学 桐生キャンパス� 
Tb 新井瑞紀 渡辺春香

私たちの年中行事 定期演奏会、 桐生単独ライブ、イベント等に出演

私たちの� 18番 カウント・ベイシーなど	 G 石塚海奈本島大地� 
P 小嶋智和 市毛知未也

メンバー募集状況 全パート募集中。� B 田代直 石原陽平
他校の大学生も入団し活躍している(以上実行委注) 古城啓佑� 

D 相 馬恵介坂田拓也
将来への夢や希望 山野ビッグバンドコンテストでの本選 出場�  

A列車で行こう リル・ダーリン ディナー・ウィズ・フレンズ
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③� 14時40分 ~ ミツバ圃ミュージック・レンジャー	 Sax 伊藤正幸 村山知也
星野久美子 井上陽一
坂巻竹彦 稲葉光則

私たちのポリシー あらゆる音楽ジャンルに取り組み、 岩田安博� 
どこでも出向き聴衆の皆犠とともに音を愛する集団

私たちの練習場所 ミツバ音楽室(現在引越し中) Tp 境野英師大木聡
深j畢厚

私たちの年中行事 ミツバ・チャリティー・コンサート(今月� 13日ながめ余興場)

ビッゲ・サマーヲャズ・i門桐生(左写真)、夏季特訓合宿(尾瀬戸倉)� 
私たちの18番 スウィングジャズ、歌謡、「闘牛士のマンボ」など� Tb 上原敬一 笛木正弘

中村洋美
メンバー募集状況 トランペットーバストロンボーンなど募集中� 

G 島田勝公� P 登坂正夫
将来への夢や希望 老いて会社をリタイヤしでも、音楽活動はリタイヤせず� .8 梨本厚� D 大塚正道

生涯音楽を愛し続ける集団でありたい。� Vo 倉持容子

まもなくスポットライト(定期決奏会)

昔はよかったネ


シークレット・ラブ ロンリー・ストリート� Almostlike being in l 東京ブギハニー・サックル・ローズ黒いオルフ工ove 



④ 休憩的�  15時 15分~�  ISESAKI SMC BIGBAND FI& 針谷寿之 六本木康弘� 
Sax新井周雄永井章

小杉万紀子鈴木宣男� 

私たちのポリシー ビッグパンドよ、永遠に
Tp 下城一郎 大木哲

私たちの練習場所 伊勢崎神社 岡田俊男梅木聡志
斎藤道彦 大野憲一

私たちの年中行事� 2年に一回のコンサートはじめさまざまな地域イベント� 

私たちの� 18番 角田健一ビッグバンドのレパートリー・を得意とする� Tb 西野目心吾 町田志乃
石井美鈴 山田弘樹

メンバー募集状況 現在メンバーの募集はしておりません� 
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将来への夢や希望 ジャズという共通の趣味を持った仲間との時間を大切に、� B 

お互いの技術の向上を目指し、音楽を通して地域に� Vo 
ザ女ドーナッツでパフォーマンス賞(赤抜山フェスティパル) 貢献してゆきたい

サバンナ
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L-O-V-E ザ・ピーナッツ・ヒットメドレー 二人でお茶を� 
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私たちのポリシー ラーメンはいいけどたまにはチャーハン食うか

私たちの練習場所きりゅう管楽器哲楽堂音楽練習室

私たちの年中行事 各メンバーの本家のバンド活動にもご期待を!

私たちの� 18番 恐いもの知らず。他の団体がいまさらできない曲� 

、，パー募集状況 テナーサックス主旋律係・トランペット� 4係、新人歌手� 
(初心者輩出多数・やる気重視・熱血指導・楽器安売)

将来への 昨年「君達が一番面白かった」という人に涙が出そうになったむ
夢や希望 「ビッグバンドすき間産業」たる音楽社会的役割を全うしてし、く。

進め!アルゴリズム(削巨|のフェスティパノレで 

でナこらめな歌 ミ・アモーレ 刑事コロンボ ベンのテーマ サンライズ

⑤� 15時50分~ 	 ジョイントベンチャーズ・オーケストラ Sax 大肉基弘 小此木みつ美
稲葉光員Ij 関口裕
稲木奈央横塚沙織� 

Tp 	 小沼俊和 大木哲
大野憲一 斎藤恭子� 

Tb 	 横塚車郎松本奈々
川端均 小野里真弓� 

G 岩崎保� P 稲森稚明� 
B 今村泰裕� D 戸塚晋也� 
Vo 瀬谷圭子

SJB発足10周年記念作品

ドリフだヨ� !全員集合




⑥ 16時25分~ 新田ニュー・フィールド・ユニオン� Sax 久保田栄 青木紀男
田中一郎 津村貞夫
設楽吾弘

私たちのポリシー 音を楽しむ。� 
Tp 矢島宏 大木哲

私たちの練習場所 太田市新田勤労会館 佐々木武彦 藤塚勇
松島隆行

私たちの年中行事 コンサート(次回は今年� 9月� )、地域イベントに出演

私たちの18番 ジャズ・ダンスミュージツク・工ムハチ歌謡曲� Tb 新井芳雄 松本奈々
金子彩

メンバー募集状況 全パート募集中� 
G 高橋渡� P桜井みゆき

サックスの� Eb管クロウト衆
(tIから久保田・庁水・設楽各氏)� 

将来への夢や希望 年とってもつづ、けるゾ、� ! B 常川庄司� 
v。荻原恵子

D 今井和雄� 

ベイシカリ・ブルースアイ・リメンバー・クリフォード想い出のサンフランシスコ 愛は今何処に すきすきソング ヤ・ガッタ・トライ� 
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⑦トリ� 17時00分~ BIGBAND MANEKINEKO 
Sax 村山知也 石川� JI展

新貝豊 赤石富士夫
鈴木由美 針金龍二郎� 

元気よく!仕事きっちり!く、明るく、楽し私たちのポリシー
Tp 小沼俊和 小野芳文

私たちの練習場所 桐生市民文化会館 音楽練習室 森地昭夫 児島敬子
石井広海� 

私たちの年中行事 東毛Jazz、赤城山フェステイ� J¥ル、� etc.

私たちの18番 バディ・リッチ、ウディ・ハーマン、ベイシ一、ファーガソン Tb 田部井潤也益子俊二
稲瀬圭亮 設楽隆之

メンバー募集状況 ギタリスト、ドラマー募集中 吉田良太� 

最強� !トランペット軍団(滞留風扶)� 

将来への夢や希望 息の長い音楽活動を目指し、
B 
B 


大島庸平� P 小池迫瑠� 
大田晋� D 伊藤滋

今後もさまざまに活動していきます� ! 

ノースピーチ・ブレイクダウン ハウ・ハイ・ザ ・ムーン 私のお気に入り ブリッジオーバー・トラブルウォーター名画メドレー


