プロジェクト メンバー
氏家佳寛 坂根格 猪谷静雄 白石まりも 山田和彦 吉村和之 大橋永 石井広規
氏家淳一 村木祐子 手島潔 河村裕子 斉藤自然 斉藤麻澄 村井洋子 太田明
森本哲生 亀沢寛 可知日出男 西田勇二 鈴木英介 村木淳子 並木好博 福岡歳行
成田悟 小番一騎 森うたう 大塚美代子 羽芝千晶 水ト友魚 佐藤進光
二松學舍大学白石ゼミ有志 他

集え、ココロ。
MARUwDA 311(マルーダ サンイチイチ)は、
東日本大震災の復興支援を長期にわたり話し合い、考え、実行する会です。
私たちの会議に参加して下さる方を求めております。
また、復興支援に関してお手伝いできることがあればご相談下さい。
ご意見、お問い合わせは右記宛てにお願いいたします。
今後の会合等については、公式サイトにて随時お知らせいたします。

東京都新宿区歌舞伎町1−10−5 えびす会館ビル4F
BLACK SUN Jazz Club内 TEL. 03−6273−8435
E-mail : webmaster@maruwda311.com

代 表 ： 氏 家 佳寛（BLACK SUN Jazz Club 店主）
公式サイト … http://www.maruwda311.com/
ＭＡＲＵｗＤＡ３１１

Recovery Support Live 4

検 索

ココロは 更 に繋 がれる。

満ちる笑顔が
ココロを満たす。

東日本大震災を受けて

〜交流パーティー〜

2014 年11月8日(土) 本ライブ後すぐ

今 何ができるのかを考えた私たちは
二松學舍大学のご理解・ご協力をいただき
毎年チャリティ・ライヴを企画してきました。
今年もまた、JAZZ演奏や朗読劇など、

二松學舍大学 中洲記念講堂13階（レストラン）
ライブに出演されたバンドとお客様、
スタッフとが、
お酒を酌み交わして交流する楽しいイベントです。
交流パーティーのために参加される出演者もいらっしゃいます。
ジャムセッションもあり、飛び入り参加も大歓迎です！

TIME TABLE

ジャンルを超えてアーティストが結集いたします。
ぜひ、この元気みなぎるライヴをお楽しみください。

18:10 開 場（ウェルカムドリンク）
18:30 乾 杯
20:30 終 宴

そして、明くる日の皆様にも日本にも
元気が満ちあふれますように。

Today’s Program

実行委員長： 二松學舍大学教授 白石まりも

参加費用：3,000 円

是非ふるってご参加くださいませ。

（出演者・聴衆どなた様も一律料金）

2014年11月8日（土） 本日のプログラム紹介

● 二松學舍大学

● 二松學舍大学白石ゼミ

● 太田明デザインオフィス

● 坂根建築設計

● ギャラリー

クープシュー（新宿西口） ● YAMADA SECTION 1×1 ● 渡辺眼科医院（中野区）
● 西原研究所 ● ささもと（新宿思い出横丁） ● 鮨辰（新宿思い出横丁） ● アートコート
● 石井どうぶつ病院（千葉市花見川区） ● Hiroki Studio Corporation ● 幡ヶ谷「かわ野」
● 一般社団法人 日本商環境デザイン協会 ●
（株）
NSD ● BLACK SUN Jazz Club
（順不同 敬称略）

ご挨拶

協賛協力

最悪の震災から3年8ヶ月。復興活動は少しずつながらも、着実に進んでいます。
しかし、まだまだつらい生活を強いられている方も多く、被害の大きさ・深刻さを如実に表しています。
この会においては、過去三年間年の活動によって、合計598,264円の義援をさせていただきました。
これは、スタッフ・出演者から参加費として2,000円の出費をいただけたことや、二松學舍大学のご理解により
無料で会場をお借りできたこと、各方面から協賛のご協力をいただけたこと、そして何より
お客様からの義援金あってのことです。皆様には感謝の気持ちが尽きません。
おかげさまで、今年もスタッフ・出演者が結集し、4回目のライヴを開催するに至りました。
復興への心を満たす今日のステージを、最後までお楽しみください。
代表：氏家 佳寛（BLACK SUN Jazz Club 店主）

プログラム
バンド紹介

&

司会者

TIME TABLE
13：00

BIG BAND

多摩ジャズワークショップ オーケストラ

13：35

語り

話音（わおん）

14：00

COMBO

江戸前ブルース・亀若

14：35

語り・パフォーマンス

水の輪

15：10

BIG BAND

東京ジャズオーケストラ

劇団俳優座の女優でありタンゴ歌手

16：00

COMBO

Caliente

中村 早智

16：35

BIG BAND

Liberty of Music

17：10

講演

南三陸町代表監査委員

17：25

BIG BAND

Project D.D.T.

ジャズヴォーカリスト

諸般の事情によりプログラムに変更を生じる場合がございます。予めご了承ください。

多 摩ジャズワークショップ オーケストラ
横山 陽一
（concertmaster） 伊勢 秀一郎
（special guest）
田口 陽子
（as） 林 里江子
（as） 麻生 裕則
（as） 景山 礼子
（as） 加藤 圭太
（as） 金谷 弘美
（as） 菊地 幸代
（as） 澤村 正重
（as）
新城 晴美
（as） 田中 陽子
（as） 濱崎 ゆきえ
（ﬂ） 冨元 剛
（ts） 平野 正彦
（ts） 宮田 充朗
（ts） 小林 浩子
（ts） 西田 勇二
（ts） 鈴木 美樹
（ts）
知念 充
（bs） 福井 大輔
（tb） 三上 佳代子
（tb） 山本 麦
（tb） 平井 丈太郎
（tb） 黒子 拓朗
（btb） 明田 蓑
（tp） 菅野 亮
（tp） 鈴木 保男
（tp）
原 巧一
（tp）
洞澤 徹
（tp） 安田 健児
（tp） 湯本 康
（tp） 長谷川 かやの
（pf） 田中丸 修一
（g） 福田 ゆり子
（b） 坂田 文彦
（dr）

当バンドの始まりは、教育委員会主催の市民ジャズ講座（東京ジャズギルドオーケ
ストラリーダー：故木村功氏指導）
です。
講座終了後も音楽活動を続けたいという声があり、2003年4月から活動を開始し、
現在では、
プロ活動をされておられる伊勢 秀一郎氏（トランペット）、横山 陽一氏
（サックス）
の指導のもと、
より良い音楽を目指して日々練習しています。
東日本大震災の被災者の皆様におかれましては、
まだまだ大変な生活を強いられ
ている方々がおられますが、
このイベントに参加する事で僅かでも助けになれれ
ばと思います。

話 音（わおん）

MEMBER

SELECTION

♪BASIE, STRAIGHT AHEAD
♪I'M BIGINING TO SEE THE LIGHT
♪DO NOTHIN' TILL YOU HEAR FROM ME
♪IT'S OH, SO NICE
♪EASY LIVIN'

〈作品〉作：スージー・モルゲンステルヌ

朗 読：関根 絹世 中嶋 ひろみ
ピアノ：島田 博志

3年前と同じように、今年も自然災害の犠牲になられて多くの命が奪われました。
大切な人を失った悲しみを乗り越えて、笑顔でたくましく生きる
素敵なパリのおばあさんの物語を語ります。

訳：岸恵子

イラスト：セルジュ・ブロック

SELECTION

♪朗読『話音（わおん）』

江 戸前ブルース・亀若

MEMBER

ボーカル：大谷 奉暉 ドラム：新井 誠
エレキ・ギター：菊地 力 エレキベース：田村 博通

〜♪ 待てとお止めなされしは、身どもが事でござるかな？問われて名乗るもおこ
がましいが、生まれは牛込神楽坂。十四の頃から音曲かぶれ、今宵も宴の華と咲く。
嗚呼、ああ雉子も鳴かずは撃たれまい。
小粋な江戸前ブルース、亀若 参上！

水 の輪 〜語りPerformance

MEMBER

13:00
13:35
14:00

SELECTION

♪見てのお楽しみ！

ふれあおうよ地球と 〜 （「3歳からの自然体感ゲーム」より）

森 うたう タッシー田代 蓮池 龍三 佐藤 睦子 浅野 由美子 猪狩 沙織 上垣 達哉
北山 アルトゥーロ 桐原 薫 高橋 由紀子 伊達木 ゆか 建川 希実 中込 昌幸 矢部 由紀恵

東日本大震災以後、水の輪独自でチャリティーイベントを開催してきましたが、今年
はMARUwDA311に参加させていただくことになり、
また素敵な輪が広がること
ができました。参加されるアーティスト、お越しくださったお客様と一緒に、被災地
への思いがいっぱいの時間を創りましょう。
俳優・声優・ヴォーカリストとして活躍中のメンバーでお届けします。

Leader：高橋 武
trumpet：横山 浩一 伊勢 秀一郎
trombone：三門 克二 菅野 秀行 葛西 宏悦 古屋 匡彦
saxophone：高橋 武 白子 千春 伊藤 晃 平岡 公和 宇賀 まり
piano：小池 瞳
bass：伊藤 聡

閉会（予定）

18：10

MEMBER

MEMBER

Thad Jones & Mel Lewis Orchestra から Vangurd Jazz Orchestra まで
演奏された楽曲、在籍したプレイヤーの楽曲を演奏するため、
2014年に結成されました。

（15：45〜16：00／休憩時間）

長浜 奈津子

東 京ジャズオーケストラ

SELECTION

丸山 真樹子

♪語りPerformance ふれあおうよ地球と
詩／ジャクリーヌ・ホースフォール
訳／日本ネイチャーゲーム協会)
演出・構成／森 うたう
音楽／タッシー田代 浅野 由美子

丸山 真樹子

14:35

C

♪Low Down comp./arr. Thad Jones
♪Quietude comp./arr. Thad Jones
♪Kids Are Pretty People comp./arr. Thad Jones
♪First Love Song comp./arr. Bob Broockmeyer
♪Dolphin Dance comp.Herbie Hancock arr. Bob Mintzer

杉岡 俊明（tp&vo ） 飯田 道代（as&ﬂ ） 杉原 成良
（ts&ss ） 鮓谷 善也（g ）
馬場 崎徹（pf ） 吉澤 哲史（b ） 竹田 靖史（dr ）

「Caliente」は結成８年目の Funky Jazz Fusionバンドです。
活動としては斑尾JAZZ祭７年連続出演を初め、両国JAZZ祭及び両国駅コン
サート、成田World Music Fes等に参加させて頂いております。
今回MARUwDA311は念願叶っての初参加になりますが、主旨に少しでもお役に
立てれば幸いと思っております。
それでは「Caliente Show」
をお楽しみ下さい！

SELECTION

♪Chain Reaction
♪In The Pink
♪Kaleidoscope
♪...and more

16:00

iberty of Music

MEMBER

風間 美祥子
（as） 池田 百合子
（as） 水井 亮太
（as） 三浦 一也
（ts） 小高 舞
（ts） 花井 國義
（bs） 藤本 智之
（tp） 小倉 淳
（tp） 古旗 久子
（tp）
山本 恵里
（tp） 本田 彩子
（tp） 下地 隆裕
（tp） 遠藤 透
（tp） 皆川 友美
（tb） 片岡 一郎
（tb） 川上 修
（tb） 伊藤 敏雄
（btb） 皆川 享
（b）
早川直輝
（dr） 安齋 圭子
（pf） 柳田 和美
（pf）

歌謡曲ファンの皆様、こんにちは！Liberty of Music（略してロム）です。
ロムは東日本大震災以来、チャリティー活動に力を入れています。
『一度は被災地で演奏したい』と言う念願がかなって、今年は一月に宮城県仙台市、
五月に宮城県女川町・出島、九月に宮城県南三陸町で演奏する事が出来ました。
まだまだ復興には時間とお金がかかるなぁ、と目で見て実感しております。
ぜひ、募金活動にご協力くださいますよう、ロムメンバー一同からもお願い申し
上げます。
ウェブサイト … http://www24.atpages.jp/libertyofmusic/

SELECTION

♪見てのお楽しみ！
（歌謡曲もあります！）

講 演 〜被災地の現状を語る〜

SPEAKER

首藤 勝助
（南三陸町代表監査委員）

宮城県・南三陸町の防災センターは、報道を通じて多くの方々が目にされたように、災害の残酷さを物語る場所です。そこで勤務している最中、
私は被災しました。現在、私は南三陸町にて復興にあたっていますが、今日は報道だけでは伝えきれない、現地の状況をお話させていただきます。

P

15:10

aliente

MEMBER

L

SELECTION

drums：近藤 久雄

MEMBER

16:35
17:10

roject D.D.T.
中山 智之
（as/ss/ﬂ） 下田 悠子
（as） 菅野 和章
（ts） 上田 知世
（ts） 安達 ふみの
（bs）
平野 康之
（tp） 伊藤 亮
（tp） 對馬 史織
（tp） 下田 純子
（tp） 鈴木 章太郎
（tb） 佐々木 由貴
（tb） 小川 駿
（tb） 吉田 笙子
（btb）
厚地 暁
（dr） 日野 藍子
（b） 杉山 知隼
（pf） 柿沼 慶文
（timbal） 笠井 貴洋
（conga） 眞下 裕貴
（bongo）

我々"Project D.D.T."は、2011年3月まで活動していたビッグバンド DRAGON
EXPRESS のメンバーを中心に、2012年3月に活動を開始したラテンジャズビッ
グバンドです。ラテン特有のビート感と、ジャズ特有の音の深み、それにビッグバ
ンド特有のパワーとゴージャズ感を全て出して、聴いてくださるお客様を力ずくで
元気にしちゃうバンドを目指して、日々精進しております。
斑尾JAZZと、このMARUwDA311には、バンド結成以降3年連続で参加させて
頂いており、我々にとってはどちらも恒例行事かつ欠かせないイベントです。
そして、今年のMARUwDA311では、ついにあの「神曲」を被災地に捧げます！
昨年よりも、さらに熱い演奏ができるようにメンバー一同全力を尽くします！
皆様も我々と一緒に楽しみましょう♪

SELECTION

♪EL LEON
♪Mambo Inn
♪Laura
♪Georgia On My Mind
♪Obatala

17:25

