
 ２０１８　東大阪・鴻池ＪＡＺＺ　ＳＴＲＥＥＴ　プログラム

鴻池新田会所 A.鴻池新田会所 B.コトリ C.アッシュ D.ｶﾌｪ チェルシー
E.マルガリータ
鴻池二番街商店会

F.喜久幸堂眼鏡店
元町商店会

G.東野医院前
ﾌﾚｯｼｭﾀｳﾝ商店(振)

H.中鴻池
リージョンセンター

5/10版

鴻池元町8-22

（新田会所東側）
中鴻池町２－１－２５ 鴻池元町3-23 東大阪市鴻池本町高架下 鴻池元町8-5 鴻池元町10-5 中鴻池町２丁目

協賛金500円入替制（飲食別） カンパ制 協賛金500円入替制（飲食別） 協賛金500円入替制（飲食別） カンパ制（飲食別） （雨天イオン内） 無料

10:00（開場　9:30）

司会挨拶

実行委員長挨拶

オープニング　盾津中学校

               　大阪芸術大学

11時00分

REIKOクインテット 三田浩司カルテット

REIKO(Vin) 三田浩司(Ts,Ss)

池田 杏理(Vo) 永田有吾（Pf）

植田良太(P) 大塚　恵（B）

Zingoro(B) 水上　洋（Ds）

梶原 大志郎(Dr)

11時55分

12時00分 中嶋俊夫トリオ＋Vo 12時00分 12時00分 12時00分

日新高校 中嶋俊夫(Dr) 大野こうじｸｲﾝﾃｯﾄ+Vo 中村たかしトリオ ｱﾍﾞｯｸ･ｶﾌｪ・ﾏﾇｰｼｭ MASAX-274 フックカルテット The Liberty Big Band

商店街パレード 山本久生(B) 大野こうじ(G) 中村たかし（Uke) 山本佳史(G) MASAX (Sax,Vo) 福原直樹（Uke)

（雨天中止） 多田恵美子(P) 塩入基弘(D) かねだたつこ（Uke) 中村尚美(B) 志水　愛(P) 佐々木善暁(B)

高橋リエ(Vo) 米澤毅風(B) 戸嶋　哲（UkeB) ZAZA(Vo) 波戸就明(B) 池田安友子(Pr)

開場　12:30 鈴木孝紀(Cl) 岩高　淳(Dr) 井野アキラ(G)

河村英樹（S) 12時50分

谷山和恵（Vo) NEW FIVE LINES

13時00分 13時00分 13時00分 13時00分

司会挨拶 城東工科高校ブラスバンド 三田浩司カルテット 橋本裕トリオ＋Vo 西川サトシカルテット REIKOクインテット 大阪芸大

実行委員長挨拶 三田浩司(Ts,Ss) 橋本　裕(G) 西川サトシ(B) REIKO(Vin) 服部真樹(Tp)、古川晶子(Bs)

大阪・東大阪の民謡 永田有吾（Pf） 橋本有津子(Orｇ) 安藤　弘（Pa) 池田 杏理(Vo) 川上晴瑠(Sax)、血原亜紀(Dr)

井上整憧社中 大塚　恵（B） 東　敏之(D) 福留　敬(Fr) 植田良太(P) 上玉利愛実（Tp)、村山青海(Pf)

水上　洋（Ds） 小柳淳子(Vo) 倉　さと子(Pf) Zingoro(B) 濱崎新平（Gt) 13時40分

梶原 大志郎(Dr) TWILIGHT JAZZ ORCHESTRA

13時50分

14時00分 畑ひろしトリオ+Vo 14時00分 14時00分

落語　笑福亭由瓶 畑ひろし（G) フックカルテット ｱﾍﾞｯｸ･ｶﾌｪ・ﾏﾇｰｼｭ 中嶋俊夫トリオ＋Vo 能勢、野江2ギター+Vo 佐藤英宣トリオ+Vo GSB

　　　桂弥っこ 山内詩子(Vo) 福原直樹（Uke) 山本佳史(G) 中嶋俊夫(Dr) 能勢英史(G) 佐藤英宜(D) 弦牧　潔(D)、財　盛紘(B)

荒玉哲郎(B) 佐々木善暁(B) 中村尚美(B) 山本久生(B) 野江直樹(G) 越山満美子(P) 横尾昌二郎(Tp) 14時30分

生田幸子(Pf) 池田安友子(Pr) ZAZA(Vo) 多田恵美子(P) 島谷理子(Vo) 木村知之(B) 荘司幸恵(P) Blue Dog Jazz Orchestra

井野アキヲ(G) 高橋リエ(Vo) 北浪良佳(Vo) 武藤浩司(As)

14時45分 ISA Jamming(Vo)

竹下清志トリオ+Vo

竹下清志（Pf) 15時00分 15時00分

道祖淳平(G) コトリカルテット 西川サトシカルテット 畑ひろしトリオ+Vo 中村たかしトリオ 橋本裕トリオ＋Vo MASAX-274

小笹了水(B) 西川サトシ(B) 畑ひろし（G) 中村たかし（Uke) 橋本　裕(G) MASAX (Sax,Vo) 15時20分

大野こうじｶﾙﾃｯﾄ 中垣あかね（Vo) 安藤　弘（Pa) 山内詩子(Vo) かねだたつこ（Uke) 橋本有津子(Orｇ) 志水　愛(P) 近畿郵政楽団

大野こうじ(G) 福留　敬(Fr) 荒玉哲郎(B) 戸嶋　哲（UkeB) 東　敏之(D) 波戸就明(B)

鈴木孝紀(Cl) 15時40分 倉　さと子(Pf) 生田幸子(Pf) 小柳淳子(Vo) 岩高　淳(Dr)

横尾昌二郎(Tp) 唐口一之クインテット＋Vo メンバー未定（乞ご期待）

橋本　裕(G) 唐口一之（Tp)

宮　哲之（Ts) 16時00分

ジャズ講談・玉田玉秀斎 岩佐康彦（Pf) 能勢、野江2ギター+Vo 佐藤英宣トリオ+Vo 大野こうじｸｲﾝﾃｯﾄ+Vo 二番街トリオ GSB 16時10分

大野こうじ(G) 中島教秀(B) 能勢英史(G) 佐藤英宜(D) 大野こうじ(G) 弦牧　潔(D)、財　盛紘(B) 河内トロピカルジャズオーケストラ

鈴木孝紀(Cl) 北岡　進（Dr） 野江直樹(G) 越山満美子(P) 塩入基弘(D) 横尾昌二郎(Tp)

横尾昌二郎(Tp) 溝口恵美子（Vo) 島谷理子(Vo) 木村知之(B) 米澤毅風(B) 荘司幸恵(P)

16時35分 北浪良佳(Vo) 鈴木孝紀(Cl) 武藤浩司(As)

竹田一彦カルテット＋Vo 河村英樹（S) メンバー未定（乞ご期待） ISA Jamming(Vo)

竹田一彦(G) 谷山和恵（Vo)

閉会挨拶 安次嶺悟(Pf) 17時00分

井上幸祐(B) 唐口一之ｸｲﾝﾃｯﾄ＋Vo

サンディーブレア(Vo) 唐口一之（Tp)

木村　紘(D) 宮　哲之（Ts)

岩佐康彦（Pf)

中島教秀(B)

北岡　進（Dr）

溝口恵美子（Vo)

18時00分

18時 18時

民謡・落語・講談協賛券

前売り1800円

当日2000円

休　　憩

16時 16時

14時 14時

15時 15時

ジャズ協賛券

前売り1800円

当日2000円

11時 11時

12時 12時

５月１２日（土） ５月１３日（日）のプログラム

10時 10時

17時 17時

13時 13時

出演者は予告なく変更をする場合があります。ご了承ください。

各会場にてカンパ受け付けています。実行委員（ボランティア）募集中。


