
ジャズ名曲の数々を、昭和音楽大学講師・卒業生による
豪華なビッグコンボ編成でお届けします！
豪州パースからはスペシャルゲストが参加。

チケットの詳細は裏面をご覧ください。一般チケット
開場／PM6：30
開演／PM7：00

しんゆりジャズスクエア vol.35
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

2,500円
［全席自由・税込］ 発売日 ： 2018年7月2日（月）

◎セット券（2枚セット4,500円／4枚セット8,500円）
障がい者割引チケット

2,000円

［新百合ヶ丘駅北口徒歩3分］川崎市麻生区万福寺6-7-1 ☎044-955-0107

共催 ： 株式会社エリアブレイン（マイタウン発行元）・株式会社プレルーディオ　協力 ： 昭和音楽大学
後援 ： NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり、「音楽のまち・かわさき」推進協議会

助成 ： 
主催 川崎市アートセンター

044-955-0107
川崎市アートセンター

電話・各窓口にてお取り扱い。（ 要障がい者手帳／付き添い1名迄同額 ）
※付き添いの方が予約される場合は、お電話のみにて承ります。詳細は川崎市アートセンター迄。

文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

guest artists

演奏予定曲

…など

Tp. 岡崎 好朗

Tb.池田 雅明

P. 守屋 純子

As. 江澤 茜

B. 今野 颯平

Ds. 荒山 諒



公演ごとにお使いいただける2枚セット券
料　　金 ： 2枚 4,500円（全席自由・税込・単価2,250円）

公演ごとにお使いいただける4枚セット券
料　　金 ： 4枚 8,500円（全席自由・税込・単価2,125円）

一般チケット／2,500 円
［全席自由・税込］ 発売日 ： 2018年7月2日（月）

2枚セット券

4枚セット券

or

500円
お得！

1,50
0円お

得！

［ W e b サ イ ト ］
川崎市アートセンター  http://kawasaki-ac.jp/

［ 窓 口 販 売 ］

マイタウンチケットセンター／新百合ヶ丘マプレ1F「しんゆり写真工房 彩」内
新百合ヶ丘駅南口徒歩3分　9時～21時　土・日・祝日も営業　不定休

川崎市アートセンター
新百合ヶ丘駅北口徒歩3分　9時～19時30分　原則毎月第二月曜日除く

株式会社プレルーディオ
新百合ヶ丘駅北口徒歩1分　昭和音楽大学北校舎内　10時～17時　土・日・祝日除く

※留守番電話の場合、お客様と連絡が取れ次第ご予約が成立となります。
［ 月～金 10時～18時 ／ 留守番電話対応 ： 左記時間外及び土・日・祝、終日 ］

電話予約の場合、お支払いは下記指定口座へ振込、チケットは当日会場でのお渡しとなります。

【指定口座】 横浜銀行 新百合ヶ丘支店 普通預金 1025683
【口座名義】 マイタウンゴールドメンバーズ

セット券のWEBでの販売はございません。

［ 電 話 予 約 ］

☎044-954-9990株式会社エリアブレイン

profile

岡崎 好朗（おかざき よしろう）

１２歳からトランペットを始め中学生のときに観た”ベニーグッドマン物語”
に影響されジャズを聴き始める。１７歳のときからジャズを演奏し始め、五十嵐
一生、村田浩に師事する。１９９０年の夏にBerklee In Japanセミナーに参加
して奨学金を獲得し、１９９１年９月にボストンにあるBerklee College of Musicに留学する。１９
９４年同校パフォーマンス科を卒業。２００３年８月２１日に、自己のQuintet"OKAZAKI 
BROTHERS"（ts:岡崎正典・p：三木成能・b：上村信・ds：吉岡大輔)でデビューアルバム
"HANK'S MOOD"をイーストワークスエンターテイメントより発売。２００５年５月よりNYに
拠点を移し、同年１２月にアーティストビザ取得。渡米中は多くのジャズクラブ（Blue 
Note,Birdland,Dizzy's club coca-cola,Iridium,Sweet Rhythm,Kitano等）で演奏し、
Mingus Bigband,Mingus Dynasty,Velery Ponomarev Bigband,小曽根真No Name 
Horses等で活躍。２００８年９月NYから東京に拠点を戻し、ライブ、コンサート、レコーディ
ングなどで活躍中。

【トランペット】

荒山 諒（あらやま りょう）【ドラム】

池田 雅明（いけだ まさあき）

日本大学芸術学部卒業後、バークリー音楽院より奨学金を得てコマーシャ
ルアレンジ科を卒業、NYマンハッタン音楽院にて修士号を得る。8年に及ぶ
滞米中にGeorge RussellビッグバンドやFrankie Ruiz 、 Joe Bataan等
数々のNYサルサバンドにて米国内外をツアー。98年帰国後はアレンジ
ャーとして、TV、CM、映画等の音楽を手掛ける一方、ジャズトロンボニ
ストとして、MALTA、小野リサ、角田健一ビッグバンド、猪俣猛（drs）、八城邦義(Ds)、三木
俊雄（Ts）、守屋純子（P）、谷口英治（Cl）等と様 な々セッションやライブ、またサポートとして、
ゴダイゴ、いきものがかり、森口博子、T-SQUARE等のコンサートや録音にも参加。更に、諸外国か
らのトロンボニスト（Wycliffe Gordon、Bart van Lier、Bill Watrous、Jiggs Whigham等）
との共演、通訳、サポートも務める。2011年第53回グラミー賞を受賞した「The Stanley Clarke 
Band feat. 上原ひろみ」の日本ツアーにもホーンセクションとして参加。2011年より昭和音楽
大学非常勤講師。 

早稲田大学卒業後、マンハッタン音楽院修士課程終了。2005年CD 
“Points Of Departure”が、第18回ミュージック・ペンクラブ賞を受賞。同
年、米国セロニアス・モンク・コンペティション作曲部門で、東洋人としてま
た女性として初の優勝に輝く。スペイン、インド、オーストラリアなど、海外
でもたびたび演奏しており、2008年 “モンタレージャズフェスティバル”を
初めとした米国ツアー、同年と2009年に、フランス・ツアーを、2014年より毎年、6回のロシア公
演を行う。2018年7月＜長谷川等伯ジャズ組曲＞を中心とした9枚目のリーダーCD（ビッグバ
ンド作品としては6枚目）<Art in Motion＞を発表。教育活動にも熱心で、 “山野ビッグバン
ドコンテスト”“浅草ジャズコンテスト”等の審査員や、全国で学生・社会人ビッグバンドの指導
なども行なっている。昭和音楽大学・尚美学園大学非常勤講師。

【トロンボーン】

守屋 純子（もりや じゅんこ）
1994年生まれ。神奈川県出身。中学よりベースを始め古館恒也氏に師事。
昭和音楽大学に入学後は櫻井哲夫氏に師事。そして様 な々ミュージシャン
とも積極的に関わり、Pops、Jazz、R&Bなどジャンルの壁を超えて演奏して
いくようになる。幅広い表現力と、対応力には定評があり、ライブやサポート
やレコーディングの依頼も多い。また作編曲にも積極的に取り組んでいる。

【ピアノ】

1992年生まれ。神奈川県出身。中学入学時より吹奏楽部でサックスを始
める。昭和音楽大学ジャズコースを優等賞を得て卒業。現在は自己のレ
ギュラーバンドの他、辰巳哲也Special Tentet、Big Bird Bandに参加、
精力的に演奏活動を行なっている。サックスを近藤和彦氏に師事。

江澤 茜（えざわ あかね）【サックス】

今野 颯平 （こんの りゅうへい）【ベース】

川崎市アートセンター

新百合ヶ丘駅
北口徒歩3分

川崎市
アートセンター 
アルテリオ小劇場至町田 至新宿

昭和音楽大学

日本映画大学
北口

南口

マイタウン
チケットセンター
（マプレ1Ｆ「写真工房 彩」内）

株式会社
プレルーディオ
（昭和音楽大学北校舎内）

イオン新百合ヶ丘店
イオンシネマ

新百合ヶ丘

Bonney Drum Japanエンドーサー。1991年3月生まれ。名古屋市瑞穂区
出身。10歳でビッグバンドジャズとドラムを始め、地域のイベントから愛知万博
や東京ディズニーリゾートでの演奏など数々のステージを経験。第11回ハマ
マツ･ジャズ･ウィーク 選抜スチューデント ジャズ フェスティバル in 浜松 '02、
JAPAN STUDENT JAZZ FESTIVAL 2007で個人賞を受賞。 昭和音楽
大学在学中からプロとしての活動を開始。卒業時に特別賞受賞。2014年から寺井尚子氏のレコー
ディング、ツアーに現在進行形でレギュラー参加。2018年 角松敏生氏のレコーディング、ツアーに参
加。JAZZ JAPAN vol.80「2010年代に頭角を現した新鋭ミュージシャン60」に選出、掲載される。

※ジャズスクエアをご鑑賞
されるお客様に、Odakyu 
OX万福寺店駐車場のサー
ビス券（90分）を200円にて
発行しております。

2018年度のラインナップ

ジャズギターの名手が勢揃い！
ジャズギターの魅力をたっぷりと。

あのチェット・ベイカーを彷彿とさせるサウンドと歌声。
ヒロ川島がチェットの名曲をスイートにお聴かせします。

パリの街角に流れるフレンチジャズをしんゆりで。アコー
ディオンの音色を中心にシャンソン、フランス映画の名曲を。

vol.36  2018年11月23日（金・祝）

vol.37  2019年  1月25日（金）

vol.38  2019年  3月22日（金）

※企画・出演者は変更に
　なる場合がございます。

※再発行不可

※再発行不可

オーストラリアの液化天然ガス会社NWSガスの
支援により、昭和音楽大学とWAYJOが2014年
より行っている交換留学事業で来日予定。毎年6
名程度の選抜メンバーが相互の国を訪れ、音楽
を通じた文化の理解や交流を深めている。

西オーストラリアの都市パースにある
ユース・ジャズ・オーケストラ

〈ゲスト アーティスト〉

● Odakyu OX
万福寺店


