MARUwDA 311

東日本復興支援 LIVE
二松學舍大学中州記念講堂

御挨拶
本日はお忙しい中、お越しいただきましてありがとうございます。
東日本大震災は、想像を絶する惨事になりました。亡くなられた方、亡くされた方、直接の被害に
遭われた方、また直接ではないにしろ日本中に膨大な被害をもたらしました。生きる事、助け合う
こと、人生って何だろう、日本ってどうなんだろうと様々に悩んでおります。私たちだって苦しい
ことですが、被災地の方々を目の当たりに見ると、一人の人間として、ほおってはおれません。一
人ではできないことが何人も集まれば、様々なことができる。そういう思いでスタッフ、出演者が
結集いたしました。全員が製作費を払って参加しました。一日も早い復興の日を実現しようと、今

13:10

Good Speed Project

朗読に引き続き、いつもの Good Speed Project に豪華メンバーが加わります。オトナ可愛く、甘く切
なく…。現代を生きる女性のココロをじっくりと Jazz にこめる注目のヴォーカリスト、Novie を迎
えたスペシャルユニットとなりました。
Novie（Vo）・清田晃弘（Gt）・多田和弘（Bass）・渡久地尚史（Ds）・東大路憲太（Gt）・脇田翔平（Bass）

13:45 可知日出男 w/ENSEMBLE★GREEN-Sp
7 種類以上の木管楽器に歌・声・体を駆使して創りあげるアートの世界で、音楽と人を結び人と音
楽を結びます。そして生み出してきた街興し・若者育て・文化交流のスキルで、今度は東日本復興

を強力にバックアップ！ 本日は、ベリーダンス、ジャズダンスが加わります。
日はその第一弾です。心一つになった今日のステージを最後までお楽しみください。今日のイベン
トの義援金は死亡者行方不明者の一番多かった陸前高田市と石巻市に直接届けさせていただきます。 可知日出男・可知美緒（Pf/Vo）・紺野将敬（Ds）・ウィリアム・ペレイラ(?)・田邊義博(Bandoneon )・ 小
MARUwDA 311 代表 氏家佳寛
松哲（Gt）・中島菫(Vo) Rhia-Belly・高橋 真美（Dancer）
♪ダニーボーイ ♪★に願いを ♪この素晴らしい世界 ♪サマータイム
司会者
♪東北讃歌ジャンガラ
長浜奈津子（劇団俳優座の女優であり タンゴ歌手でもある）
中村早智 （ジャズボーカリスト）
14:20 G－SHOCK (二松學舍大学)
お二人とも下記の演目にも出演されます。

12:00

居並ぶ社会人ジャズバンドに、会場提供の二松学舎大学を代表してメロコア系レパートリーを引っ
提げて挑戦する学生バンドです。災害復興への熱い思いでも、競演バンドの皆さんと火花を散らす

MARUwDA’s Michael Band"s

各エリアで活躍する強豪ミュージシャンが、震災復興への思いを一つにした Special Band！

都内

ライブハウスや各地イベントで活躍するクインテットです。東日本復興支援 MARUwDA 311 Live 限
定の特別アンサンブルが、クオリティ高い演奏で 被災地へパワーを届けます！
マイケル伊藤（Ts）・島田博志（Key）・金田晃（Bass）・原政義（Ds）

勢い！ メンバーは全員二松学舎大学在学生で、亀川桃子(3 年)由良隼人(4 年)吉田彩花(2 年)滝川
慶悟(1 年)杉山塁(4 年) の若獅子 5 名。炸裂のパワーで、挑みます！
亀川 桃子（Vo）・由良 隼人・吉田 彩花（Gt）・滝川 慶悟（Bass）・杉山 塁（Ds）

14:50 タンゴ デュオ エスタモス・アキ
12:35 朗

読

白石珠江

白石珠江(劇団民藝女優)の詩の朗読を中心に、被災地の少年少女が今綴った作文を聞いてください。
映像と音楽がコラボレーションします。白石珠江は東京都出身、白石花子も東京都出身、高橋朝子(ア
プトプロダクション養成所１期生)は埼玉県出身で、佐藤拓也(アプトプロダクション養成所１期生)は岩手県

エスタモス・アキ(ESTAMOS AQUI)とは、スペイン語で“我々はここに居る”という意味。
ブエノスアイレス留学を経てバンドネオンの第一人者である田邉義博が様々な音楽活動をする中、
今日は、劇団俳優座の女優として活躍している、長浜奈津子とデュオのライブです。琴線をふるわ
せる演奏に昇華させてお届けします。本場のアルゼンチンタンゴをお楽しみください。

大船渡出身です。田中忠男の映像は、先週の東北の風景です。音楽は朗読を聞きながらの即興演奏で
行われます。

田邉義博(Bandoneon Bn) ・長浜奈津子(Vo・Gt)

白石 珠江・白石 花子・高橋 朝子・佐藤 拓也(朗読)・清田晃弘（Gt）・多田和弘（Bass）・渡久地尚史（Ds）
田中 忠男(写真)・斉藤 自然(PC)

♪エル・チョクロ ♪黄金の心 ♪遥かなる我が故郷 ♪コンドルは飛んで行く ♪牛車に揺られて
♪ラ・クンパルシータ ♪リベルタンゴ

15:20

MARUwDA 311 Special Band

17:15

主催の西新宿「BLACK SUN Jazz Club」常連メンバー主体のコンボ。
「テーマはかっこよく、コー
ド進行は簡単に」をモットーに演奏します。今回はボーカリストに中村早智が参加、国内外各地の
ジャズフェスティバル、コンサート、TV、ラジオ番組に出演、今までに CD3 枚リリース。現在はコ
ーラスグループ「ai エーアイ」でも活動。実力派の歌唱力をお楽しみください。
マイケル伊藤（Ts）・金子泰子（Tb）・島田博志（Pf）・坂根格（Bass）・厚地暁（Ds）・中村早智（Vo）
♪Transitons ♪Blame On My Youth ♪Night And Day ♪One Note Samba ♪Bridges
♪How High The Moon

16:05

SEXY DYNAMITE JAZZ ORCHESTRA

東京周辺で活動する、メンバーの年代構成も幅広い社会人ビッグバンドです。
スタンダードなスウィング・ジャズやポップスを中心に定期ライブや老人ホーム慰問、商店街のお
祭り、ピアノ教室のゲスト演奏、中学校の記念式典など地域に根付いた活動を 10 年余り展開してき
ました。
震災直後からチャリティーコンサートを実施中ですが、これからも続けてゆく予定です！ 一緒に
過ごす楽しい時間を、東北へも！ そんな心意気で演奏します。
藤本智之(Cond.Tp)・風間美祥子・大和田靖・池田幸博・池田百合子(As) ・三浦一也・中山智之(Ts)
花井国義(Bass)・下地隆裕・古旗久子・村岡恵里・土肥由希子・山口紗矢佳・安岡俊哉・栃原秀紀・
佐藤星子・勝部健太郎・伊藤敏雄(Tr)・皆川享(Bass)・佐藤真衣(Pf)・戸嶋純平(Ds)
http://www24.atpages.jp/libertyofmusic/

編成メンバーの多くが女性という、東京の社会人ビッグバンドです。セクシーでダイナミックなサ
ウンド創りをコンセプトに、目指すのは「魅せるビッグバンド」。さまざまなイベント参加やコンサ
ートなどで、年間を通して活動しています。女子力系 Jazz 世界への小さな旅に、私たちと出かけて
みませんか？
磯貝未来・近藤昌紀・堤有希・藤村美緒・小林誠(Trb) 藤井輝記・高松晶子・坂手亜矢・岡真菜美
(Tp)江畠沙織・小泉なおみ(As) 西山睦美(Bs)北川紀子・藤井真紀・石田由美子・武藤夏子(Ts)荒木
繁(Ds) 大森直樹(Bass) 中山知(Pf)

16:40

LIBERTY Of MUSIC

BIG BAND BAZOOKA

♪SPEEDWAY ♪For Lena and Lennie ♪BOTTOM END SHUFFLE
野宿・北酒場・津軽海峡冬景色・北の旅人) ♪東京ブギ

MARUwDA 311 プロジェクト メンバー
氏家 佳寬 白石 まりも 猪谷 静雄 山田 和彦 大橋 永 丸山 浩樹 氏家 淳一 成田 悟
右松 義康 斉藤 自然 吉村 和之 田中 忠男 村木 祐子 手島 潔 原 雅道 稲岡 美佐子
西宮 美江子 高橋 久菜 斉藤 麻澄 河村 裕子 須田 進光 太田 明 伊藤 晃 可知 日出男
清田 晃弘

大学ビッグバンドジャズサークル輩出のビッグバンドで、メンバーはプロ・アマチュア両分野で活
動しています。「斑尾 JAZZ2011」では最も名誉ある「瀬川賞」を受賞！ そのパワーで会場にお越
しの皆様にも東北被災地の皆様にも、120％の演奏で"HAPPINESS"をお届けします。
鈴木栄二(Leader/Tp).谷口和矢.鈴木麻未(As).北村雄大.井上遥(Ts).安達ふみの(Bs) .村田弘樹.
田村嘉専.前田敏宏.堀江那々子(Tp) .川島稔弘.昆梓紗.小野浩己.遠藤孝志(Tr).厚地暁(Rhythm Ds).
初川太一(Gt).佐藤巧磨(Pf).横田健斗(Bass)廣井亜紀(Vo)
♪Blue Birdland(Maynard Ferguson) ♪Begin The Beguine(Doc severinsen) ♪Pensive Miss(Count
basie) ♪IN THE MOOD(Doc severinsen) ♪Shiny Stockings(Ella&Basie) ♪L-O-V-E(Ella&Basie)

坂根 格 高橋 武

舞台監督 : 山田 和彦
キャスティング : 坂根 格
吉村 和之
河村 裕子

高橋 尚之

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。このイベントを第一弾として、
今後の活動に参加して下さる方を求めております。
ご意見、お問い合わせは下記にお願い致します。
今後の会合等については下記ＨＰにて随時お知らせいたします。
主催 : MARUwDA 311
東京都新宿区西新宿 1-3-10 BLACK SUN Jazz Club 内
MARUwDA 311

総合プロデューサー : 氏家 佳寛
ディレクター : 白石 まりも
ステージリーダー : 猪谷 静雄 ステージリーダー補 : 丸山 浩樹
照明 : 氏家 淳一
成田 悟
右松 義康
PC : 斉藤 自然
音響 : タチバナ音響研究所
記録 : 田中 忠男

♪北 5 部作(襟裳岬・北

℡03-3348-4537 MARUwDA 311 氏家まで

http://blacksun.jazznet.jp/maruwda311/

協賛協力 : 二松學舍大学 二松學舍大学白石ゼミ 渡辺眼科医院(中野区)
大田節三 茶道塾
ホテル サンパティック斑尾 Hiroki Studio Corporation 大田明 デザインオフィス
music shed YES!(東中野ライブ&レンタルスペース) YAMADA SECTION 1X1
㈱ジールアソシエイツ BLACK SUN Jazz Club(西新宿)

