
ジャズが流れる街・徳島推進委員会 【TEL】 088-621-2249　【Mail】 kenminbunkaka@pref.tokushima.jp　【FAX】 088-621-2934

ジャズが流れる街・徳島推進事業の情報はこちらから

お問合せ

●https://tokushima-jazz.com/ ●https://twitter.com/tokushimajazz ●https://www.instagram.com/tokushima.jazz/
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10/262019 土 11/4 月 振休

MALTA

杉山悟史 光田じん 伊藤勇司 山田玲

北床宗太郎ジプシージャズユニット
スペシャルゲスト　西井雄紀・春名梓

MALTA & 小沼ようすけ
Special SEBE Quintetto

杉山悟史(Pf)、光田じん（Dr）、正木孝昌（B）、岩野未侑（Vo）

北床宗太郎(Vn)、ブルーノ・ジル(G)、山本大暉(G)、玉木勝(B) MALTA(Sax)、小沼ようすけ(G)、瀬部妙子(Pf)、吹田善仁(B)、久保龍延(Dr)

小川恵理紗(Fl)、後藤美穂(Pf)、伊藤勇司(B)、山田玲(Dr)

トランペットやサックスなどを無料体験できます。
（ステージ演奏中は音出しできません）   協力 / 株)黒崎楽器 骨付き鳥「一鴻」、鹿の子

小川恵理紗バンド with 後藤美穂杉山悟史トリオ with 岩野未侑 小川恵理紗バンド with 後藤美穂

北床宗太郎ジプシージャズユニット
スペシャルゲスト　西井雄紀・春名梓

MALTA & 小沼ようすけ
Special SEBE Quintetto

16:00 1̃6:40 16:45 1̃7:35

杉山悟史トリオ with 岩野未侑
杉山悟史(Pf)、光田じん（Dr）、正木孝昌（B）、岩野未侑（Vo）

17:50 1̃8:40 18:50 1̃9:40

北床宗太郎(Vn)、ブルーノ・ジル(G)、山本大暉(G)、玉木勝(B) MALTA(Sax)、小沼ようすけ(G)、瀬部妙子(Pf)、吹田善仁(B)、久保龍延(Dr)

小川恵理紗(Fl)、後藤美穂(Pf)、伊藤勇司(B)、山田玲(Dr)

▪主催 / 徳島県、ジャズが流れる街・徳島推進委員会　▪２０１９年度　文化庁　文化芸術創造拠点形成事業▪主催 / 徳島県、ジャズが流れる街・徳島推進委員会　▪２０１９年度　文化庁　文化芸術創造拠点形成事業

小川恵理紗

小沼ようすけ

藍場浜メインステージライブ 10/27 日

楽器体験ブース トランペットやサックスなどを無料体験できます。
（ステージ演奏中は音出しできません）   協力 / 株)黒崎楽器14:45～

ドリンク&フードブース 骨付き鳥「一鴻」、とこ丸
15:00～

西井雄紀、春名梓西井雄紀、春名梓北床宗太郎ジプシージャズユニット北床宗太郎ジプシージャズユニット

ジャズが流れる街・徳島推進事業の情報はこちらから

お問合せ

●https://tokushima-jazz.com/ ●https://twitter.com/tokushimajazz ●https://www.instagram.com/tokushima.jazz/



ナイトマルシェ・コラボライブ

18:00～20:40 新町川水際公園会場

杉山悟史 光田じん
伊藤勇司 山田玲小川恵理紗

16:00 1̃6:40

杉山悟史トリオ with 岩野未侑
杉山悟史(Pf)
光田じん（Dr）
正木孝昌（B）
岩野未侑（Vo）

小川恵理紗バンド with 後藤美穂
16:45 1̃7:35

小川恵理紗(Fl)、後藤美穂(Pf)、伊藤勇司(B)、山田玲(Dr)

北床宗太郎ジプシージャズユニット
スペシャルゲスト　西井雄紀・春名梓
北床宗太郎(Vn)、ブルーノ・ジル(G)、山本大暉(G)、玉木勝(B)

17:50 1̃8:40

MALTA(Sax)
小沼ようすけ(G)
瀬部妙子(Pf)
吹田善仁(B)
久保龍延(Dr)

MALTA & 小沼ようすけ
Special SEBE Quintetto

18:50 1̃9:40

10/2610/26 土 とくしまマルシェ・コラボライブ

11:00～14:40 新町橋東公園
（とくしまマルシェ会場）

会場

10/2710/27 日

MALTA 小沼ようすけ

西井雄紀、春名梓西井雄紀、春名梓北床宗太郎ジプシージャズユニット北床宗太郎ジプシージャズユニット

10/2710/27

楽器体験ブース

「徳島JazzWeek2019」 チャレンジセッション

日10/27 第10回とくしまファミリーバンドフェス
11:00～　＠両国橋西公園　●入場無料

月10/28 Session Day
20:30～　@MUSIC BAR Ricky
●参加費¥500+2drinkオーダー

火10/29 アンカーベイジャズライブ
21:30～　@Anchor&Bay ●テーブルチャージ ￥500 ＋1drinkオーダー

土10/26 LONGHOUSE organtrio
21:00～  ＠LONGHOUSE organ bar
●テーブルチャージ￥1,000＋1drink オーダー

土10/26 後藤美穂＆シュガー綾子
21:00～  @SWING　●チャージ￥1,000

土10/26 Bartenders 瀬部妙子＆浜田佳子
22:00～ @GOTO’S BAR  ●チャージ￥1,000

水10/30 Session Day
21:00～　@GOTO’S BAR  ●参加費¥2,000（2drink付）

金11/1 後藤美穂ヴォーカルデュオ
21:00～　@SWING  ●テーブルチャージ￥1,000

土10/26 ファンキー南グループ  石川美智子Plus
21:30～　@Night&Day  ●ライブチャージ￥2,000

土11/2 ファンキー南グループ  石川美智子Plus
21:30～　@Night&Day  ●ライブチャージ￥2,000

金11/1 ファンキー南グループ  石川美智子Plus
21:30～　@Night&Day  ●ライブチャージ￥2,000

金11/1 H.YUKO&瀬部妙子
22:00～　@GOTO’S BAR  ●チャージ￥1,000

土11/2 Nuages Bleu
21:00～　@SWING  ●テーブルチャージ￥1,000

土11/2 SEBE TRIO
22:00～　@GOTO’S BAR  ●チャージ￥1,000

月
振休

11/4 ことのはロビーコンサート
シュガー綾子、後藤美穂、正木孝昌
14:00～　＠県立文学書道館　●入場無料

日10/27 WORDS & ENSEMBLE
小松崎いつ子＆須田隆久、皆谷尚美　ほか
16:00～  ＠MUSIC & CIGAR
                  （秋田町２　PLAZA  ANEX 2F）
●チケット前売 ￥3,000　当日￥3,500

18:00～  LONGHOUSE
19:00～  桝井正弘トリオ+シュガー綾子
20:00～  SEBE TRIO

入場
無料

入場
無料

入場
無料

出
演

出
演

ナイトマルシェ / とくしまマルシェ・コラボライブについては、雨天等により、プログラムが変更又は中止になる場合がございます。予めご了承ください。ナイトマルシェ / とくしまマルシェ・コラボライブについては、雨天等により、プログラムが変更又は中止になる場合がございます。予めご了承ください。

日 藍場浜メインステージ 藍場浜公園会場

雨天決行

トランペットやサックスなどを無料体験できます。
（ステージ演奏中は音出しできません）   協力 / 株)黒崎楽器14:45～

ドリンク&フードブース 骨付き鳥「一鴻」、とこ丸
15:00～

11/4 月
振休

共演：長谷川真弓(Vo)、長谷川ヒロキチ(Dr)、浜田佳子(Cl)河上修（B）、中山瞳（Pf）ゲスト

Open 18:30  Start 19:30 @花杏豆（徳島市八万町 ☎088-668-6465）

●入場無料・予約優先
　（飲食代必要）

11/3 日

共演：佐々木昌代(Dr)、谷崎雅之(Vn)、藤田湧人(B)、川添大地(B)石田衛(Pf)ゲスト

Open 19:30  Start 20:00 @Swing（徳島市秋田町 ☎088-622-9669）

●テーブルチャージ
　¥1,000+1オーダー
●予約券あり

10/28 月

ゲスト 藤村麻紀（Vo） 共演：伊藤直人（Dr）、藤田周吾（Pf）、川添大地（B）

@blanc do blanc（徳島市富田町 ☎088-623-7087）Open 19:00  Start 20:00

●入場無料
●要予約・１オーダー

ゲスト 納浩一（B） 共演：永峰由華(Tp)、瀬部妙子(Pf)、大崎弘一(Dr)、小曽根彩（As)

@GOTO'S BAR（徳島市秋田町 ☎088-624-4888）Open 19:20  Start 20:0010/31 木

●入場無料
●要予約・１オーダー

10/31 木

ゲスト

共演：シュガー綾子(Vo)、Yu Sims(Sax)、白井宏明(Dr)

チェンバー メトロポリタン トリオ

@Swing（徳島市秋田町 ☎088-622-9669）Open 19:20  Start 20:00

マチュー・ロフェ（Pf）、エチエンヌ・ルナール（B）、トーマ・ドゥロール（Dr）

●テーブルチャージ
　¥1,000+1オーダー
●予約券あり

 

協
賛
ラ
イ
ブ

11:00～  長谷川真弓・金岡龍司DUO
12:00～  foolish4
13:00～  Nuages Bleu（ヌアージブルー）
14:00～  Esperança（エスペランサ）

徳島市秋田町2-36　 088-622-9669

木・金・土ライブ！
第３木曜セッションデー！


