
Sax:
萱生 昌樹
菅野 浩
右近 茂
白石 幸司
竹野 昌邦

Gt:
田辺 充邦

B:
佐瀬 正

Dr:
稲垣 貴庸

P:
野口 久和

Tp:
佐々木 史郎
菊池 成浩
松島 啓之
伊勢 秀一郎

Tb:
橋本 佳明
池田 雅明
辻 冬樹
朝里 勝久

野口久和
ビッグバンド

主催 川崎市アートセンター
044-955-0107

しんゆりジャズスクエア vol.54
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

〔全席指定・税込〕発売日：2022年4月25日（月）

障がい者割引チケット
2,000円

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まで。

◎20名様以上でのご鑑賞は団体割引があります。川崎市アートセンターまでご相談ください。
※ご来場のお客様はマスク着用をお願いいたします。また、発熱や咳など体調に不安のある方はご来場をお控えください。
※新型コロナウィルス感染症の状況を鑑み、適切な感染症防止対策を行います。詳細はHPをご覧ください。
※当面の間、開場時のロビー混雑回避の為、各公演指定席で販売します。

［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

4,200円 チケット販売の詳細は裏面をご覧ください。一般チケット

◎セット券（2枚セット7,000円）※セット券は年間通してご利用いただける　チケットではございません。

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
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 ： 　　　 　　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

川崎市アートセンター

開場／18：30
開演／19：00

2022

6.24

川崎市
アートセンター
開館　  周年

記念

ジャズの醍醐味、
野口久和ビッグバンド
が5年ぶりに登場！
バンドシンガーに
キャロル山崎を迎えて、
よりゴージャスに！

しんゆりジャズスクエア vol.54
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ゲストシンガー

キャロル山崎

出演

野口久和ビッグバンド

稲垣 貴庸
演奏予定曲

総勢
17名

館　  
記念
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麻生区区制40周年記念事業
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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

※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。

● Odakyu OX
万福寺店

しんゆり
ジャズスクエア
2022お得な

年間
パスポート

2022年度のラインナップ ※全日程19:00開演（18:30開場）
※企画・日程は変更になる場合がございます。

［昭和音楽大学 ジャズコース Presents］ チャールス・ミンガス特集
～生誕100周年を祝って～ジャズコース講師、卒業生による豪華バトル！

弦の響きが加わると名曲がより素敵に！ストリングスアレンジに包まれた
イージーリスニングジャズの夕べ

寒い時期、音楽で暖まろう！おなじみのラテンの名曲をジャズアレンジで！

二人の歌姫と巡る世界のジャズ名曲の旅！

vol.55  2022年 9月23日（金）

vol.56  2022年 11月11日（金）

vol.57  2023年 1月20日（金）

vol.58  2023年 3月10日（金）

特典
2 一般チケットで全て鑑賞した場合の料金：18,200円

年間パスポートにすると、5,000円もお得！

料金がお得！

※1／2022年度中、同じお席をご利用いただきます。
※2／チケットの販売状況によっては連席でご用意出来ない場合もございます。
※3／公演毎の払戻し料金について
　　　6月公演：3,200円／9月、11月、1月、3月各公演：2,500円

特典
4 年間パスポートは購入者ご本人様だけでなく、

ご家族、ご友人もご利用いただけます。

ご家族、ご友人もご利用可能！

特典
5

情勢に応じたキャンセルに対応
新型コロナウイルス感染症等の状況に応じて
ご来場が難しい場合は、公演毎の相当額を払戻し
いたします。（※3）  何かあっても安心です。

5,000円
もお得！

2022年4月15日（金）～6月24日（金）までの限定販売

13,200円
（全席指定・税込）

1月20日（金）
3月10日（金）

2023年
6月24日（金）
9月23日（金）
11月11日（金）

2022年

川崎市アートセンターで
人気の「ジャズスクエア」に、

年間パスポートが
再び登場！

5つの
特典！

特典
3 お連れのお客様1名まで、年間パスポートの割引額

と「同額」で販売いたします。（※2）

チケットの追加購入もお得！

※窓口・電話予約のみの取扱いです。WEB販売はございません。 ※年間パスポートの取扱いは
川崎市アートセンターのみとなります。 ※今年度はリピーター割引チケットはございません。

※全日程19:00開演（18:30開場）

6月公演のチケット料金 ［全席指定・税込］

◎一般／4,200円  ◎2枚セット券／7,000円
◎障がい者割引チケット／2,000円
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まで。

特典
1 購入時にお好きなお席をご指定いただき、

そのお席で年間を通してご鑑賞いただけます。（※1）

年間通した特等席！

［ 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  
平日9：00～１９：00 土日祝10：00～１９：00/毎月第3水曜除く
川崎市アートセンター
新百合ヶ丘駅北口徒歩3分  9：00～19：30/原則毎月第2月曜除く
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  10：00～16：00/土日祝除く

［ W e b サ イ ト ］

川崎市アートセンター  https://kawasaki-ac.jp/th/

［ 電 話 予 約 ］

川崎市アートセンター

☎044-959-2255
9:00～19：30 （土日祝・原則毎月第2月曜除く）

東京都出身。ピアニスト、アレンジャー、作曲家。70年代後半
からポップス系アーティストのキーボード奏者兼アレンジャー
として、数多くのレコーディング、コンサート、テレビ番組など
に参加。次第にジャズの魅力に取りつかれ、90年代からジャ
ズに専念。96年には渡辺貞夫カルテットのツアーに参加し、
ピアニストとしての腕を磨く。現在は「野口久和ザ・オーケス
トラ」や「野口久和ザ・ビッグバンド」の作編曲、ライブをはじ
め、多くのミュージシャンとの共演など、精力的な活動を続け
ている。

野口 久和（のぐち ひさかず）【ピアノ・アレンジャー】
東京都出身。父はハンガリー系アメリカ人、母は日本人。清泉
女子大在学中からモデルとして雑誌のグラビアやテレビのイ
メージガール等で活躍。TBSドラマの主題歌“ラブ・イズ・フ
ォー・オール・シーズンズ”で歌手デビュー。後藤次利プロデ
ュース、オリジナル曲中心のアルバム、“アモーレ”を発表。そ
の後叔父の勧めでジャズに興味を持ち、沢田靖司氏に師事。
白人系のロマンティック・クルーナー唱法を実践し、華やかな
演出を加えたステージングで人気を高め、様々なミュージシャ
ンと共演。1993年にはジャズボーカル界の最大イベント「第9回ジャズボーカル賞」
の新人賞を受賞。この賞はその年最も活躍した新進シンガーに贈られるもので優
れた歌唱力とエンターテインメント性、優しい人柄などが認められた。2005、2007
年にはNY・ハーレムに滞在して武者修行。ジャズクラブに飛び入り参加し、一流ミ
ュージシャンと共演。2006年、前田憲男サウンドプロデュース、北村英治、原田忠幸、
大野俊三ら、日本を代表するメンバーと録音したアルバム、“DREAM”を発表。
2009年木全信プロデュースでローマ録音、２ndアルバム“帰り来ぬ青春”をリリース。
今注目のイタリアのミュージシャン（ファブリツィオ・ボッソ参加）とのコラボレーシ
ョン、選曲も話題に。10月、ジャパンツアーを敢行。2010年、SP時代から現代まで
世界のジャズ・ボーカリスト、“いま聴きたいこの100人”に選ばれる。2011年、第27
回日本ジャズボーカル賞大賞受賞。湘南ビーチFMのパーソナリティーは20年以上
続けている。多彩なゲストを迎えての月一回・ジャズライブでは司会と歌を務める。
心に響くシルキーボイス、洗練されたスウィング感で、聞く人のハートを優しく包む。

キャロル山崎（きゃろる やまざき）【ヴォーカル】


