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 大橋永 斉藤自然
氏家淳一 吉村和之 村木祐子 手島潔 河村裕子 斉藤麻澄 村井洋子
太田明 森本哲生 亀沢寛 可知日出男 紺野将敬 栗田輝久 宮本亮太郎
鈴木英介 澤井涼 佐藤進光 二松學舍大学白石ゼミ有志
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「MARUwDA 311
（まるーだ・さん・いち・いち）
」
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。
運営資金は、各スタッフが持ち寄る出資金（一人2,000円）
より賄い、集まった義援
募金は経費を除き、全額被災地へ送っています。
現在、
MARUwDA 311では、
私たちに協賛いただき、
今後の活動に参加して下さる方
を募集しています。
会合の日程等については公式サイトにて随時お知らせいたします。
詳しくは右記の連絡先より、
お気軽にお問い合わせください。

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

検 索

Recovery Support Live 3

ココロが集えば、
力が生まれる。
東日本大震災を受けて
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
チャリティ・ライヴを企画いたしました。

協賛

JAZZをはじめ、タンゴ、ロック、朗読など
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。
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。
実行委員長：二松学舎大学教授 白石まりも

ご 挨拶

Today’s
Program
本日のプログラム紹介

あの日から2年8ヶ月経ちました。
この大惨事を機に、日本はどう変われるのか、私はどう変わるのか…。
なかなか思うようにはなれませんが、MARUwDA311（東日本大震災復興支援会）に集う同志と様々な論議を進め、
私たちにできることを探り続けています。被災地の方々には、逆に元気を頂いていることもありますが、
益々の支援が必要だとも実感しております。
この会においては、一昨年、昨年の活動によって、石巻市災害対策本部に122,921円、陸前高田市災害対策本部に
124,420円、南三陸町に90,412円、南相馬市に98,004円の義援をさせていただきました。
それは、スタッフ・出演者に参加費2,000円を出費いただき、二松學学舎大学のご理解により、会場は無料でお借りして
制作し、また、ご協賛ご協力もいただき、何よりお客様の義援金を集計してのことです。
ご協力くださった皆様に、厚く御礼申しあげます。今後も活動範囲を広げていこうと考えております。
一日も早い復興の日を実現しようと、出演者、スタッフが結集し、今回で3回目のLiveとなりました。
代表：氏家 佳寛（BLACK SUN Jazz Club 店主）
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。

MARUwDA311 坂根グループ with 中村早智(vo)

TIME TABLE

プログラム
バンド紹介
司会者
長浜 奈津子

13：00

COMBO

江戸前ブルース亀若

13：30

TANGO

田辺義博〜エスタモス・アキ

14：00

朗読

14：25

COMBO

MARUwDA's Michael BAND

14：50

COMBO

MARUwDA311 坂根グループ with 中村早智

15：25

COMBO

Member

坂根 格(b) 亀岡 純一(ts) 島田 博志(pf) 原 政義(dr)
中村 早智(vo)

『葉っぱのフレディ〜いのちの旅〜』『おおきな木』

BLACK SUNに集うミュージシャンを中心にしたコンボ、一昨年、昨年に続き3回目の出演。
「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、
ズート・シムスばりの渋いテナーサッ
クス奏者・亀岡純一、First Callのピアニスト・島田博志、
お腹とは正反対のシャープなドラミングの原政
義、
このカルテットにMARUwDA311の司会もこなすボーカリスト・中村早智が今年も参加。
コーラスグループ
「a・i」
や都内・横浜を中心としソロ・ボーカリストとして活躍。
「中村早智・ブログ」
も好評。

可知日出男と ARt-Ensemble-GReeN★
（16：00〜16：15／休憩時間）

劇団俳優座の女優でありタンゴ歌手

中村 早智
ジャズヴォーカリスト
※お二人とも右記の演目に出演されます。

16：15

BIG BAND 都庁 スイングビーツ

16：50

BIG BAND Super Solid Sounds Jazz Orchestra

17：25

BIG BAND Project D.D.T.

18：00

総出演

Member

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。

可知 日出男(ﬂ,cl,sax,vo,comp) 新藤 美緒(pf,vo) 紺野 将敬(dr,perc)
舞踊:Shatih(Belly) ラクス愛海(MAU-Belly)

江戸前ブルース亀若

融合したアートとしての音楽、
あらゆる差別・悲惨・不幸と戦う音楽を、新しいジャズが生まれた時のよう
な気合でやります！！今回は、
ベーシスト募集中で、
「カレーライブ」
の3人でお届けすることになるでしょう。
ゴスペルや60年代・70年代のフリージャズ、
日本ジャズのマインドを受け継いで、
オリジナルな音楽や、名
曲を、分かりやすく演奏しています。2011年3月の東日本大震災で、僕らも自らの姿勢を見直しました。
より深い喜びや悲しみを共有できる音楽を目指して、BLACK SUN（新宿）
やLunar（南青山）
などでライ
ヴ、中野の小劇場で定期演奏会、被災地での演奏にも伺っています。

Member

新井 誠(dr) 中村 哲(key) 菊地 力(g) 田村 博通(b)
大谷 奉暉(vo) 円城寺 重之(blues harp)

Selection

演目は見てのお楽しみっ！！

検索…<音楽自由人ブログ><JapanJazz><Africa-Brass>

13:00

Member

タンゴを愛し演奏する人間が居ること。
そしてその人間が持つ誇りや気概を表す。

Band Proﬁle

田辺義博を中心に様々な分野で活動する演奏家が集う。

本日はメンバー一同、一日も早い震災からの復興を祈念して、演奏します。

Selection

♪（タンゴを中心とした楽曲）

13:30

〜いのちの旅〜

♪ おおきな木

14:00

MARUwDAʼs Michael BAND
Member

一昨年、昨年に引き続き、今年も魅せます！
各メンバーは、都内ライブハウス、
イベントなど幅広く活躍中。
それぞれの思いを込めて！

みなさんこんにちは！私たちSSSJOは、横浜にあります山手学院中学・高等学校吹奏楽部のOB・OGを
中心として組まれたバンドです。今回、
このような機会を与えて頂き、大変光栄に思っています。
東日本大震災以降、
「絆」
という言葉をよく耳にします。私たちのメンバーは大学1年生から30代までお
り、
出身、
あるいは所属の大学バンドも様々です。
しかし中学高校という共通点を礎として、
こうして集まっ
て演奏できることを嬉しく、
また誇りに思います。
直接被災された地域や人々のために日々何かができるわけではありませんが、
こうして音楽を通じて人と
人とのつながりを大切にする生き方を体現することで、
それが被災地域のみならず日本全体を少し良く
するエネルギーになると信じ、
ステージを盛り上げたいと思います！

Selection

♪ THIS COULD BE THE START OF SOMETHING BIG
♪ ORANGE SHERBET
♪ ONE POEM ONE PAINTING
♪ GROOVE MERCHANT
♪ CENTRI-FUSION

16:50

Project D.D.T.
Member

中山 智之(as) 下田 悠子(as) 井上 遥(ts) 上田 知世(ts) 松平 大(bs) 山口 和寛(tp) 伊藤 亮(tp) 對馬 史織(tp) 下田 純子(tp) 鈴木 章太郎(tb)
加藤 由貴(tb) 川島 稔弘(tb) 鈴木 栄子(btb) 厚地 暁(dr) 日野 藍子(b) 杉山 知隼(pf) 初川 太一(g) 山崎 和博(conga) 柿沼 慶文(timbales)

マイケル伊藤(ts)
島田 博志(pf) 金田 晃(b) 本城 真樹(dr)

MARUwDA311東日本復興支援Liveの為に結成されたSpecial Band。

16:15

佐藤 友則(as) 谷口 和也(as) 朝岡 周(ts) 煙上 裕人(ts) 武山 幸賢(ts) 松平 大(bs) 小野 浩己(tb) 加藤 由貴(tb) 津山 莉子(tb) 原田 英吾(btb)
須田 修平(tp) 立花 大也(tp) 成田 秋絵(tp) 成田 友紀(tp) 山口 和寛(tp) 杉山 知隼(pf) 井上 真文(ds) 岡部 一宏(b) 関屋 文彦(g)

Selection

♪ 葉っぱのフレディ

Selection

♪ SKYLINER
♪ NIGHT IN TUNISIA
♪ Bei Mir Bist Du Schon
♪他

Super Solid Sounds Jazz Orchestra
Member

関根 絹世・武内 紀子(朗読)
戸川 藍山(尺八) 島田 博志(pf)

この企画の為に、初顔会わせの4人に集まっていただきました。
演目の二本は、
お二人の女優に選んでいただきました。
尺八奏者とキーボード奏者は、
ほとんど即興で歌います。
生きているって、死ぬって、
どういうこと？
というクエスチョンに、
どう立ち向かうのか、
どんな表現になるのか。
皆様とともにワクワクしながら観させていただきます。
（氏家 佳寛）

Member

1948年に
「都庁スウィングバンド」
として始まり、今年で結成65周年を迎えました。

朗読『葉っぱのフレディ〜いのちの旅〜』『おおきな木』
Member

15:25

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、

田辺 義博(bandoneon)
長浜 奈津子(vo) 鈴木智(b) 石沢 美都(vio) 鷲尾 百合子(pf)

エスタモス
「ESTAMOS AQUI」
とはスペイン語で
「我々はここに居る」
という意味。

Selection

♪ ゴスペル・メドレー
♪ G線上のアリア
♪ 振袖は泣く
♪ Black-Rain-Blues
♪ CENTRI-FUSION
♪ My-Favorite-Things

横山 浩一(tp) 川崎 展裕(tp) 鈴木 建(tp) 成宮 洋(tp) 白井 雄太(tp) 野原 靖雄(tb) 葛西 宏悦(tb) 三門 克二(tb) 小口 徳幸(tb
舘山 優乃(tb) 田中 康則(tb) 高橋 武(sax) 白子 千春(sax) 松坂 譲(sax) 加藤 求実(sax) 嶋崎 隆(sax) 村上 秀男(pf) 杉浦 三郎(b)
松丸 奨(ds) 金井 千恵子(vo) 岡部 正美(vo)

田辺義博〜エスタモス・アキ
タンゴの生まれたブエノス・アイレスから遠く離れた東京にも、

14:50

可知日出男とARt-Ensemble-GReeN★

Ending〜総出演『風になりたい』（THE BOOM）

〜♪ 問われて名乗るもおこがましいが、産まれは牛込神楽坂、十四の年から音曲かぶれ、二十歳でその
身の生業も言わずと知れた楽隊稼業、三十路越えるも酒宴での狼藉すれども記憶はせずに、
もはや四十
も下り坂、下らず登ってみせるには、粋と涙の向う傷、人間の定めは五十年、六十余州に隠れもしねぇ、
お江戸名物 亀若 参上！
結成から十余年を迎える、幼なじみ的、
ご近所お隣さん的、
同級生的、酒宴好き的な、親父ブルースバン
ドです。粋でイナセな江戸前ブルースで、今日も貴方を酔わせましょう！

Selection

♪ All Of You
♪ Say It
♪ Songs
♪ 他ボーカル3曲

Selection

♪ Remark You Made
♪ Young And Fine

14:25

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2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。
今回は、今まで以上にラテン色を濃くしたセットリストで臨みます！
皆さんと一緒に、
ステージを目いっぱい楽しみたいです！

Selection

♪ Frontiers
♪ New Arrival
♪ Estos Dias
♪ Be Bop

17:25

