MARUwDA 311
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、一年八ヶ月経った今日、未だ悲
惨な状況は変わらず、被災者の健気な努力の様子
に心を痛めます。一年前、何かのお手伝いができ
ないものかと、この会を企画し皆様のお力を借り
て、義援金を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
した。スタッフ、出演者、お客様が心を同じくし
てのことでした。復興の声を聞くまで、やり続け
る意志の元、今年も昨年より多勢の方が参加して
下さいました。何処の地にいても東日本を応援す
る意気込みで、今日も元気いっぱいのステージを
行います。また全員の心がひとつになるように!
MARUwDA 311 代表

司会者

氏家佳寛

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） 二人とも下記の演目にも出演いたします。

プログラム
№1 12:00 Black Trippers (二松學舍大学)ポスター･チラシに掲載の名前をこちらに変更されました。
私達のキャンパスに、ようこそお越しくださいました。このバンドは我大学の軽音楽サー
クル、軽音楽部の現役生、OB で構成されています。普段は、所属している団体でそれぞれ
違った活動をしています。エモ、ブルース、パワーポップ、ハードロックなど、個人の音楽
の 趣 味 は 違 う 私 た ち で す が 、 今 回 は メ ン バ ー が 共 通 し て リ ス ペ ク ト し て い る THE
BEATLES の素晴らしい楽曲を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。2012 年に開催され
たロンドンオリンピックでポール・マッカートニー氏が演奏したあの名曲も演奏します。ご
存知の曲がありましたら一緒に歌って欲しいです。よろしくお願いします。
♪Let it Be ♪All My Loving ♪A Hard Days Night ♪Come Togerther
♪The End ♪Hey Jude
山崎 貴仁（Bass/Vo）・須藤 恵（Gt/Vo）・水澤 駿規（Bass/Vo）・源野 翼（Bass/Vo）・
杉山 塁（Ds/Vo）
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№２

12:35 MARUwDA’s Michael Band Combo4

Maruwda311 東日本復興支援 Live の為に結成された Special Band。
各エリアで活躍する強豪が集結。
各メンバーは都内、ライブハウス、イベントなど幅広く活動中。それぞれの思いを込めて！
♪San Lorenzo 他
マイケル 伊藤(Ts)・島田 博志(Key)・金田 晃(Bass)・原 政義(Ds)

№3

13:10

MARUwDA 311 坂根 BAND with 中村早智

BLACK SUN に集うミュージシャンを中心にしたコンボ、昨年に引き続き出演。
「テーマ
はかっこよく、コード進行は簡単に」をモットーに選曲。MARUwDA311 実行委員のベース
奏者 坂根格をはじめとして、ダンディーなトランペッター北川匡厚、ズートシムスばりの
渋茶色のテナーサックス亀岡 純一、すすきので名を馳せたピアニスト島田博志、２年半の
NY ドラム修行から帰国したばかりのドラマーShigeru、このクインテットに、
MARUwDA311 の司会も兼ねるコーラスグループ「ブリーズ」の元メンバー、ボーカリスト
中村早智 が今年も参加。都内、横浜のライブハウスを中心に活躍中。実力派の歌唱力､大人
の JAZZ をお楽しみください｡
中村早智ブログ http://blog.livedoor.jp/sachince718/?blog_id=2136986
♪SWINGIN’AT THE HEAVEN ♪EAT DRINK MAN＆WOMEN
♪CHEEK TO CHEEK ♪THAT'S ALL ♪BLIDGE'S
♪THIS COULD BE THE START OF SOMETHING BIG
坂根 格(Bass)･亀岡 純一(Ts)･北川 匡厚(Tp)･島田 博志(Pf)･Shigeru(Ds)・中村 早智(Vo)

№４

13:45

エスタモス･アキ + ゲスト:木野雅之

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。
タンゴ生誕の地、ブエノス・アイレスから遠く離れた東京でも、タンゴを愛し演奏する人間
がいること。そしてその人間の持つ誇りや気概を、演奏に昇華させてお届けします。
昨年に引き続き、バンドネオン奏者の田邉義博と、劇団俳優座の女優長浜奈津子が、チェロ、
コントラバス、ピアノ奏者を加え、さらに素敵なゲストを迎えた。現在、日本フィルハ－モ
ニー交響楽団のソロ・コンサートマスターをつとめ、ソリストとしても世界で活躍する木野
雅之氏である。今回はモダン・タンゴの雄、アストル・ピアソラの作品を演奏します。
♪ブエノスアイレスの冬 ♪鮫 ♪失われた小鳥たち ♪私はマリア ♪ミケランジェロ`70
田邉 義博(Bandoneon)・長浜 奈津子(Vocal)・三木 隆二郎(Cello)・
篠崎 和紀(Contrabass)・小林 浩三(Piano)
ゲスト: 木野 雅之(Violin)
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№5

14:20 朗 読

工藤直子原作『ねこはしる』

3.11 忘れてはならない日への 私の出発は この MARUwDA です。
そしてこれからも。(白
石珠江)
自然の厳しさ 運命の過酷さ それでも明日に向かって生きていく… (望月ゆかり)
去年もこのイベントに参加し、津波にあった女の子の作文を読みました。初めて人の前で
朗読した思いで深いイベントです。今年も、大好きな作品「ねこはしる」で参加できること
をうれしくおもいます。(白石花子)
白石 珠江･望月 ゆかり劇団民藝/白石 花子･山白 恭二(Key)

№6

15:20 都庁スイングビーツ

私たち都庁スイングビーツは、東京都や 23 区の職員を中心として、1948 年に「都庁スウ
ィングバンド」として始まり、今年で結成 64 周年を迎えました。昨年の 3.11 東日本大震災
では、東北地方を中心に未曾有の被害が発生し、都内でも、現在、一部地域で震災復旧作業
が続いています。
本日は、メンバー一同、一日も早い震災からの復旧・復興を祈念して、演奏します。
♪All Of Me ♪I Hear A Rhapsody ♪It's All Right with Me ♪We’ll Be Together Again
♪Thousand Cranes ♪Skyliner ♪真赤な太陽 (Vo)
横山 浩一・川崎 展裕・鈴木 建・成宮 浩・白井 雄太(Tp)/・野原 靖雄・葛西 宏悦・
舘山 優乃・田中 康則・小口 徳幸(Tb)/・高橋 武・白子 千春・松坂 譲・加藤 求実・
嶋崎 隆(Sax)/・村上 秀男(Pf)・杉浦 三郎(Bass)・松丸 奨(Ds)・金井 千恵子(Vo)

№7

16:00

Sexy Dynamite Jazz Orchestra

Sexy Dynamite Jazz Orchestra は、東京で活動する社会人ビッグバンドです。女性 14
人、男性 5 人とパワフルな女性が多く、その名の通りセクシーでダイナミックな演奏が出来
るよう、日々努力しています。私たちらしい個性をより一層表現出来るようオリジナルアレ
ンジの曲にも多くチャレンジしています。毎年春には単独ライブを開催し、そのほか機会が
あればいろいろなジャズイベントへの出演や、演奏旅行など、楽しいことが大好きなメンバ
ーです。今日は、繊細で緻密なアンサンブルや生き生きとしたパワー溢れる演奏をお楽しみ
いただければ嬉しいです。
♪Autumn Leaves ♪Happy Boys From Ipanema ♪Beautiful Love
♪星の遠足 ♪イヤィライケレ
藤井 輝記・高松 晶子・坂手 亜矢・成瀬 香織・岡 真菜美(Tp)/・近藤 昌紀・藤村 美緒・
堤 有希(Tb)/・小林 誠(Btb)・江畠 沙織・小泉 なおみ(As)/・北川 紀子・藤井 真紀・
武藤 夏子(Ts)/・西山 睦美(Bs)・荒木 繁(Ds)・中山 知(Pf)・長谷川 慧人(Ds)
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№8

16:40 まきのめぐみ

宮城県南三陸町出身。2003 年、杉本眞人氏作曲の「つぐみ」でプロデビュー。2004 年、
「メモリーグラス」のヒットで知られる堀江淳氏の「つばさ」で日本有線大賞有線音楽賞を
獲得。伸びやかな歌唱力を武器に、
「女性に支持される歌謡ポップス」を目指して、テレビ、
ラジオ等で活躍を続けていました。そんな中、2011 年３月 11 日の東日本大震災で被災し、
１カ月の避難所生活を余儀なくされました。しかしその後、「被災した方たちのお役にたて
るよう、自分のできることをやっていこう」という強い決意のもとに活動を再開。各被災地
で「歌」を通じたボランティア活動を続けているほか、全国で被災地の思いを伝える音楽活
動を送っています。
♪あなたの海へ

♪ずっと見ていて

上記楽曲は、『こころ～cocoro』/まきのめぐみ
います。

ユニバーサルミュージックより発売されて

まきの めぐみ trustech records(Vo)・山白 恭二(Key)

№9

17:00

Liberty of Music

こんにちは、Liberty of Music です。略して LOM(ロム)です。私たちは 20 歳代から 60
歳代と幅広いメンバーで構成された、スタンダードなスウィング・ジャズを始め、映画音楽
や J-POP、演歌など幅広く何でも演奏してしまう社会人 BigBand です。主に東京周辺で活
動しており、年１回定期 Live を行い、その他は被災地復旧チャリティーコンサート、老人
ホームでの慰問演奏、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（と勝手に自負している）活動を 10 年余り行っています。今年も MARUwDA
311 に出演のお誘いを頂きましてありがとうございます。何が飛び出すかは本番を聴くまで
のお楽しみ。皆様と楽しい時間を一緒に過ごせたらと思います。よろしくお願いいたしま
す！
Liberty of Music ホームページ http://www24.atpages.jp/libertyofmusic/
♪The Flintstones Theme ♪TAKE FIVE ♪MOON RIVER ♪Music From CHICAGO
♪服部良一・不滅のヒット曲メドレー(銀座カンカン娘・湖畔の宿・一杯のコーヒーから・
蘇州夜曲・青い山脈) ♪東京ブギ
藤本 智之・下地 隆裕・大平 康補・土肥 由希子・村岡 恵里・古旗 久子(Tp)/・
安岡 俊哉・岩崎 紗代・片岡 一郎・鈴木 絵理・伊藤 敏雄(Tb)/・
風間 美祥子・大和田 靖・池田 百合子・三浦 一也・山崎 梨奈・池田 幸博(Sax)/・
戸嶋 純平・皆川 享・佐藤 真衣(Rhythm)/
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№10

17:40

Project D.D.T

我々"Project D.D.T."は、2011 年 3 月まで活動していたバンド"DRAGON EXPRESS"の
メンバーを中心に、SAX の中山をリーダーとして 2012 年 3 月に新規発足したビッグ バン
ドで、ラテン系の曲をメインに演奏しております。現役大学生からアラフォーまでの老若男
女 19 名で活動しており、それまでやってた音楽も、年齢も、性格も、背の高さもバラバラ
で、最初はみんな仲良くやっていけるのかが心配で仕方なかったのですが…斑尾 JAZZ 等の
ステージや不毛な飲み会を重ねるうちにビックリするほど仲の良いバンドになりました！
リハは月に 1～2 回で、全員揃ったことは未だかつて一度もありませんが、そこは持ち前の
ノリの良さと熱さで乗り切ります！！
客席にいらっしゃる皆様と共に、ステージを目いっぱい楽しみたいと思います！
♪SHO Intro ♪Mira Mira
中山
松平
加藤
杉山

♪Auld Lang Syne

♪Pier 72

♪SPA!

智之(As/Ss/Cl)・下田 悠子(As/Fl)・谷口 和矢(Ts/Fl)・上田 知世(Ts/Cl)・
大(Bs)・山口 和寛・伊藤 亮・吉澤 達彦・植野 七菜(Tp/Fhr)/・川島 稔弘・
由貴・長尾 芳明(Tb)/・鈴木 栄子(BTb)・厚地 暁(Ds)・日野 藍子(Bass)・
知隼(Pf)・初川 太一(Gt)・山崎 和博(Conga)・柿沼 慶文(Timb)

№10＋1

18:20 総出演 『風になりたい』作詞作曲

宮沢和史

大きな帆を立てて あなたの手を引いて 荒れ狂う波にもまれ 今すぐ 風になりたい
天国じゃなくても 楽園じゃなくても あなたに会えた幸せ 感じて 風になりたい

何ひとついいこと なかったこの町に 沈みゆく太陽 追い越してみたい

生まれてきたことを 幸せに感じる かっこ悪くたっていい あなたと 風になりたい

何ひとついいこと なかったこの町に 涙降らす雲を つきぬけてみたい
天国じゃなくても 楽園じゃなくても あなたの手のぬくもりを 感じて 風になりたい

天国じゃなくても 楽園じゃなくても あなたに会えた幸せ 感じて 風になりたい
風に 風になりたい
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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。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 氏家まで
MARUwDA 311 ホーページ

℡03-3348-4537

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

MARUwDA 311 スタッフ
代表:氏家 佳寛・実行委員長:白石 まりも・プロデューサー:坂根 格
舞台監督:猪谷 静雄・佐藤 朋有子
音響:タチバナ音響研究所・照明:氏家 淳一
会計:村木 祐子・監査:手島 潔
Staff:山田 和彦・大橋 永・成田 悟・斉藤 自然・吉村 和之・原 雅道・河村 裕子・
須田 進光・太田 明・亀沢 寬・成田 悟・稲岡 美佐子・大熊 あゆみ・太田 歩八・
佐藤 亜柚・東門口 圭太・松本 美樹・梅本 果歩・鈴木 英介・沢井 椋・砂川 椋・
白石 一貴・高橋 暁弘・阿波 洋輔・小番 一騎・南部 希美・井上 里絵・宮本 亮太郎

協賛協力 : 二松學舍大学 二松學舍大学白石ゼミ ホテルサンパティック斑尾
㈱RADIC 坂根建築設計 GALERIE COUPE CHOU(新宿西口) 太田節三茶道塾
太田明デザインオフィス YAMADA SECTION 1×1 渡辺眼科医院(中野区)
西原研究所 東急建設㈱ 暁ありあ ささもと(新宿思い出横丁) 鮨辰(新宿思い出横丁)
石井どうぶつ病院(千葉市花見川区) music shed YES!(東中野)
㈱フィールドフォー･デザインオフィス BAR ORANGE BAR ORIGAMI
Hiroki Studio Corporation
trustech records BLACK SUN Jazz Club(西新宿)

このプログラムの全てのお名前は敬称略順不同とさせていただきました。
最後にこの会場を提供下さった、二松學舍大学様をはじめとして、御協力御協賛を頂いた皆様、出演者
の皆様、スタッフの皆様、会場の職員の皆様、そして今日お越しのお客様、ありがとうございました。

MARUwDA 311 スタッフ一同
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