
演　目
語りPerformance 
　　　"The Great Story of Little Tree”
著／葉 祥明 (晶文社)
演出・構成／森 うたう
音楽／丸山 真樹子  木場 章典  sa-non

水の輪
出 演 者 
語り：森 うたう    佐藤 睦子    猪狩 沙織    神田 清夏    桐原 香    澤井 美菜子    高橋 由紀子 
　　　多田 智美    村田 知紗    森 綾子
Beet Box：sa-non
Guitar：木場 章典

メッセージ メッセージ 
MARUwDA 311に参加させていただくのは２回目になります。
自然と仲良く共存するために私達は何をしていけば良いのでしょう・・・
そんな思いを込めて水の輪の語りPerformance「The Great Story of Little Tree」をお届けします。

演　目
This I Dig Of You
You̓ve Changed
My Shining Hour
So Many Stars
That̓s All

MARUwDA311 BAND
出 演 者 
持田 恵作(tp)    伊藤 晃(ts)    吉森 崇(pf)    坂根 格(b)    佐藤 匡昭(ds)     中村 早智(vo)

メッセージ 
コンサート発起人 氏家佳寛店主の新宿BLACK SUN Jazz Club に集う
仲間達を中心に結成したジャズコンボ。
各自がリーダーとして都内各地のジャズクラブや斑尾JAZZ、南三陸などにも出演。各自がリーダーとして都内各地のジャズクラブや斑尾JAZZ、南三陸などにも出演。
王道のオーソドックスなJAZZの中にも現代の斬新な感覚を目指す。
このコンボに加え、このコンサートの司会も担当のボーカリスト中村早智が参加。
コーラスグループ「a・i」のメンバーとしても都内、横浜のライブハウスで活躍中。
実力派の歌声が東北にも届きますように。

演　目
語り 『火』 斎藤隆介 作

話 音 
出 演 者 
関根 絹世   &  朗読グループ「めだか」  清藤 陽子  佐々木 照代  平澤 照子  中嶋 ひろみ

メッセージ 
「じさまの言ってくれたことは忘れねえ、したことも忘れねえ……。」
　太陽が沈んでいく浜辺を背景に、命のバトンタッチの感動をお届けいたします。

演　目
THINGS AIN'T WHAT THEY USED TO BE
MEMORIES OF YOU
YOU'N ME
MOVIN' ON
YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO

多摩ジャズワークショップオーケストラ
出 演 者  
横山 陽一(concertmaster / as)    伊勢 秀一郎(special guest / tp)    井上 良(as)    海老沢 陽子(as)    景山 礼子(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)    津田 知人(as)    小林 浩子(ts)    鈴木 美樹(ts)    冨元 剛(ts)    中村 一夫(ts)
西田 勇二(ts)    平野 正彦(ts)    宮田 充朗(ts)    明田 蓑(tp)    島村 晶子(tp)    菅野 亮(tp)    鈴木 保男(tp)    洞澤 徹(tp)    原 巧一(tp)
安田 健児(tp)    黒子 拓朗(tb)    平井 丈太郎(tb)    福井 佳代子(tb)    福井 大輔(tb)    山本 麦(tb)    福田 ゆり子(ba)    横山 雄(ba)
田中丸 修一(gt)    坂田 文彦(ds)    帯刀 みね子(pf)    長谷川 かやの(pf)田中丸 修一(gt)    坂田 文彦(ds)    帯刀 みね子(pf)    長谷川 かやの(pf)

メッセージ
当バンドは、某教育委員会が主催した音楽講座 
（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）に参加した
メンバーが中心となって活動をしているジャズバンドです。
プロ活動をされておられる伊勢 秀一郎氏、横山 陽一氏の指導のもと、
より良い音楽を目指して日々練習しています。
MARUwDA 311の活動を通じて、東日本大震災復興支援の輪が、僅かでも、広がれば幸いです。MARUwDA 311の活動を通じて、東日本大震災復興支援の輪が、僅かでも、広がれば幸いです。

演　目
THE SPIN DOCTOR 
ALMOST LIKE BEING IN LOVE
LOVE
デュエットメドレー
（銀座の恋の物語～いつでも夢を～居酒屋）

お祭りマンボお祭りマンボ
LA BANBA
IN THE MOOD

Liberty of Music
出 演 者 
藤本 智之(cond, tp)  山本 恵理(tp)  釣 英之(tp)  土肥 由希子(tp)  古旗 久子(tp)  本田 彩子(tp)
矢吹 幸恵(tp)  下地 隆裕(tp)  遠藤 透(tp)  皆川 友美(tb)  片岡 一郎(tb)  石橋 浩一(tb)
伊藤 敏雄(btb)  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)  早川 直輝(ds)  安齋 圭子(pf)  柳田 和美(pf)  千葉 勇人(gt)  皆川 享(b)

メッセージ メッセージ 
ビッグバンドの演奏でカラオケ。今年も南三陸町へ行き、地元の人達に歌って頂きました！
地元の方々と笑って、飲んで。そんな楽しかった時間を思い出しながら、今日も頑張って演奏します。
今日は皆さんにマイク片手に歌って頂くことは出来ませんが、楽しんで頂けたらと思います。
南三陸町はまだまだ人が住める状態ではありません。
歌謡曲で気分が良くなったところで、募金箱にチャリーン！
宜しくお願いします！

演　目
Samba Song
Mambo Medley
500Years
Quartet No.2

Project D.D.T. 
出 演 者 
中山 智之(as, ss, cl, fl)  下田 悠子(as)  菅野 和章(ts, fl)  上田 知世(ts, cl)  厚地 ふみの(bs)  村田 弘樹(tp, flh)
伊藤 亮(tp, flh) 對馬 史織(tp, flh)  横山 梨紗(tp, flh)  鈴木 章太郎(tb)  小川 駿(tb)  前田 亮子(btb)  厚地 暁(ds)
日野 藍子(b)  杉山 知隼(pf)  柿沼 慶文(Timbales)  濱田 彩織(Conga)  眞下 裕貴(Bongo)

メッセージ 
光栄にも、4年連続で本コンサートの大トリを仰せつかることになりました、光栄にも、4年連続で本コンサートの大トリを仰せつかることになりました、
ラテンジャズビッグバンド"Project D.D.T."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。2015年の活動は今回が最後になりますが、
2016年も既に東京都内・名古屋・長野（斑尾高原）での出演が決まっております。本日の演奏で
もし気に入って頂けたら、また聴きに来て頂ければ幸いです。スケジュールはHPにてご確認ください。
http://home.n01.itscom.net/pj-ddt/
今年も、この素晴らしいコンサートをド派手に締め括れたらいいな、と思います。今年も、この素晴らしいコンサートをド派手に締め括れたらいいな、と思います。
皆様も我々と一緒に楽しみましょう♪そして、このエネルギーが、被災地の皆様に届きますように。

被災地の現状を語る
講 演 
首藤 勝助

南三陸町の語りべとして、昨年に引き続き、現在の被災地状況の報告をお話しさせていただきます。

歌イビト語ル 
出 演 者 
タッシー田代

メッセージ  
『無伴奏・独唱』のスタイルでライブ活動を続けている、“歌イビト語ル”です。今回、このMARUwDA 311に出演させて頂けること、
本当に嬉しく、心より感謝申し上げます。私が伴奏なし、マイクなしで歌い始めたのは、女川に住んでいた友人のミュージシャンが、
震災の津波により他界したことがきっかけでした。悲しい出来事や、不安に苛まれ、何度も心が折れそうになる人生の日々。震災の津波により他界したことがきっかけでした。悲しい出来事や、不安に苛まれ、何度も心が折れそうになる人生の日々。
「一生懸命に生き続けること」の意味を、私の歌を通して、皆様なりに見出して頂ければ幸いです。
今日は、私の歌声に、皆様の心の中で、どうか自由に、伴奏をつけて下さい。宜しくお願い致します。

演　目
聖者の行進
トタン屋根のブルース
ユーアーマイサンシャイン
ロイヤルガーデンブルース
ザッツアプレンティ

みんすいデキシーバンド
出 演 者 
芹田 尚(Reader / cl)  佐藤 ケンツ(tp)  石川 理恵(ts)  佐竹 信章(tb)  大畑 勝裕(banjo)
三木 健太郎(banjo)  西沢 ミーナ(p)  門脇 正貴(sousaphone)  亀田 圭介(dr)  福地 万太郎(mc)

メッセージ
「みんすいデキシーバンド」は、NHK－BS2の「みんなの吹奏楽」という番組の
スペシャルバンド企画に応募し、出演を果たしたメンバーで2007年に結成した「みんなの吹奏楽団」のスペシャルバンド企画に応募し、出演を果たしたメンバーで2007年に結成した「みんなの吹奏楽団」の
スピンオフバンドです。初めて参加させて頂く、東日本大震災復興支援コンサート、
5年たってもまだ復興半端だと は思いますが、アメリカジャズの原点、陽気なデキシーランドジャズで
「元気」を東北に届けたいと思います。さあ、楽しい音楽の時間を一緒に楽しみましょう♪

司 会 者
　長浜 奈津子
     劇団俳優座の女優でありタンゴ歌手

　中村 早智
     ジャズボーカリスト　

プログラム & 出演者紹介

[Big band]

[語り]

[Combo]

[語り・パフォーマンス]

[Dixie]

[独唱]

[語り][語り]

[Big band]

[Big band]


