


2010年夏、ともに還暦を控えたピアノ玉貫とベース大
野の二人でバンド七転八起（ななころび・やおき）を
結成しました。優しいジャズが目標です。11年7月に素
敵なジャズボーカルのマリー大本さんを迎えて張り
切っています。「マリーさんの歌」と「七転八起」のサウ
ンドが響き合うことを願っています。お越し下さい。

マリー大本（Vo）　玉貫真比古（P）　大野英孝（B）

七転八起とマリー大本
ななころび・やおき＆マリー
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誠組＋ まことぐみプラス 2

2007年3月にテナーサックスの小林直人を中心に結
成し、愛媛県松山市を中心に活動中。主にコンテンポ

ラリーサウンドを目標にしたビッグバンド。不定期ながらライブハウスでのライブを行い、
その傍ら各種イベントにも積極的に出演している。2009年にはサックス奏者Dave Pietro
氏を、2010年はピアニストJonathan Katz氏を招いてクリニックを行った。
Band Master小林直人（Ts） 田中千尋（Tp） 今村 薫（Tp） 中山 恵（Tp） 越智雅美（Tp） 高原 
寛（Ts） 篠原 悟（Ts） 森 麻保（As） 棟田彩香（As） 畠山顕治（Tb） 森 一広（Tb） 森山由香里
（Tb） 玉井久光（Tb） 阿部昌夫（Hrn） 田中尚邦（Gt） 田丸真裕（P） 高橋直樹（B） 山本慎二（D）
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栗田敬子ピアノ、高橋直樹ベース、久保哲也ドラムスで
生まれるグルーブ感、スイング感、それぞれの表現力、
インタープレイの楽しさ、楽器の音色の美しさを追求
しています。

栗田敬子（P）　高橋直樹（B）　久保哲也（D）

栗田敬子ピアノトリオ 4

歩行町のライブバー「jam」を中心に活動しているA・
BAOBA。SANTANA等ラテン・ロックはもちろん、時に
はBluesから歌謡曲まで縦横無尽に演奏します。
私たちのライブは「全員参加」がモットーです。皆さん！恥ず
かしがらないで、ご一緒にエネルギッシュなひと時を過ごし
ましょう。

三浦勝義（Gt）　 八木義隆（P）　吉本卓也（B）　二神邦保（Perc）
林 浩彦（Vo.Gt） 松岡正巳（D）
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音楽を友として何十年。今だ迷奏中。人生Lastのコーナー
に近づき…。愚者 マイ フーリッシュ ハート 聞いてください。
ビンテージ／“賢者”奥村健仁（P） “愚者”高橋 修（D）のつぶやき。
枝松 亮（B）愛媛大学に在学中。高校からエレキベースを始

め、大学に入りウッドベースを始める。現在、グレッチを中心に演奏中。
上 義幸（Ts）洗足学園音楽大学のジャズコースにて佐藤達哉氏、中村誠一氏にサックスを
師事。現在は島村楽器エミフルMASAKI店にてサックス・インストラクターを勤めながら愛
媛県での演奏活動もしている。
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ジャズ・イン・グレッチのマスター高橋修さんは、親しみと敬愛を込
めて「寮長」と呼ばれています。ここでジャズ学び、練習して育ったミ
ュージシャンは100人を越えるでしょう。松山のジャズ道場たる所以
です。道場で切磋琢磨中の「いま！」をお楽しみください。

田中千尋（TP）　古西博道（P）　田中晴規（B）

グレッチ・ジャズ道場 7

東予地区を中心に活動する13人編成の大型ラテンジャズ
バンドです。とにかく楽しくがモットーです。御当地出身のジ
ャズギタリスト塩崎浩二さんもゲスト参加です。セトウチ名
物・手ぬぐい投げもございます。御期待下さい。

林田雪夫（As）　矢野直子（As） 佐々木かおり（As） 澤田ひかる（Ts）　中山さゆり（Ts） 
戸田真敬（Tp）   辻 淑裕（Tp）  谷口典史（Tb）　　 大野夏織（Vln）　  丹 寛士（D）
渡部 真（Perc） 松本吉充（B）   越智優子（Vo）
ゲスト／塩崎浩二（Gt）：西条出身
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「ゴスペルが歌いたい！！！」と、2006年結成。2010年5月、バ
ンド「その一味」に出会えてゴスペル熱に拍車がかかり、寝
ても覚めても「We Love Jesus！」「Glory beto 
God! 」そして「ハレルヤ！」

Zippers／渡部 霞（Vo）　瀬川幸代（Vo）　一柳こずえ（Vo）　渡部左千子（Vo）
その一味／森 拓斗（D）　山崎大輔（Gt）　門田祥二（B）　宝来恭子（P）　渡部 真（Perc）
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三番町のオフィス街にある『Y's cafe』で毎週、火曜日、金
曜日の夜 ライブしているグループです。元々、クラッシュジ
ャズオーケストラの中でコンボの練習をしていきたい！と

いう メンバーが集まって始めたのがきっかけです。会社帰りに立ち寄ったお店で 生のJazz
が聴ける！とお客様に喜んでいただく度に、私達もうれしくて 演奏に力が入ります。年齢幅
が広く あったかいファミリーのようなグループです。今後ともよろしくお願いします！
YAMATO（Vo） 日和佐富美彦（Tp） 篠原 悟（Ts） 早瀬由美（Ts）
水口政章（G）　　中井由美子（P）　　加藤 愛（B）　元山亜矢子（D）
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今治で活動中のファンク・ロックバンド『BiLgE』の丹寛士と三崎
淳の二人をボトムに、松山の音楽シーンで活躍する本村洋子と日

野香織で2009年に結成。jazz・blues・pops・fusion＆funkのナンバーをハートフルにお届けします♪
私達の空間に遊びにきませんか？たくさんのみなさまとお会いできるのを楽しみにしてます(´ー`)
本村洋子（Vo）ゴスペルシンガーとしても活躍中♪♪♪
日野香織（P）  キュートなピアニスト♪レッツカオリズム！
三崎  淳（B） ザ★イクメンの星！そしてホットなグルーヴ！
丹  寛士（D） エキサィティングでファンキーなバンドリーダー！！！
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2007年9月に結成。ジャズでは珍しいバイオリン2器、ギタ
ー、ピアノ、ベースの編成です。エレガントなジャズを目指し
ています。スタンダード曲を優しく美しく安らかに演奏する
ことが目標で、旋律と和音とリズムを確認しあいながら丁

寧な音楽創りに努めています。「表現すれど主張せず」。ビューティー・カジュアルにお洒落し
て、午後の紅茶を香りながら、色づいた銀杏が葉を落とす音に耳を傾けたいのです。

酒井麻衣子（Vln）　栗田敬子（Vln）　烏谷紀興（Gt）　玉貫真比古（P）　加藤 愛（B）
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『ジャズイングレッチ』で月２回ジャズのスタンダードをひた
すら練習するバンド。松山のジャズの先駆者であり、ジャズ
をやりたいという人材をジャズマンに成長させるべく日夜
若者を指導し続けるマスター高橋氏がドラムを務める。

ナオミ（Vo）　烏谷紀興（Gt）　烏谷澄香（P）　加藤 愛（B）　高橋 修（D）

かちまちジャズスタンダード研究会 9

2011年からグレッチでたまにライブをやっています。フロン
トにゲストを招いたりして、編成もいろいろと変わったりし
ています。また曲調も特に考えずにその時その時で演奏し
たいと思う曲をやっています。
今年卒業の愛大ジャズ研のベースの枝松君とドラムの福島

君の二人と一緒においでやジャズストリートに出演するのも、もしかしたらこれが最後にな
るかもしれないので、思い出に残るギグになれば良いなと思っています。
＋は横山未希（As）さん。from大阪、北海道出身、大阪音大ジャズコース卒業。土岐英史氏、
河村英樹氏らに師事。関西を中心に活躍中。
烏谷澄香（P）　枝松 亮（B）　福島大倫（D）　横山未希（As）
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結成は2007年3月！。今治を中心に精力的にライブ活動を
実施しとるとです。基本はピアノトリオで、フロントは、テナ
ーサックス・アルトサックス・女性ボーカルと様々でライブご
とに変化を持たせとるとです。現在、毎月第４週土曜日21：

30～、今治ブリキのがちょうにて出演しとります。今回は元祖ごく～サックスカルテットなと
です。楽しかステージになればよかとです…。ラーメンはやっぱりとんこつが好きなとです。よ
ろしくお願いします。（めんたいこが少し苦手な博多育ちのリーダー茂男より）
藤田まゆみ（P）　渡辺綱幸（B）　小林茂男（D）　～ゲストフロント　宮崎ごく～利文（Ts）
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1993年山本慎二を中心
に毎週木曜『ジャズ・イ
ン・グレッチ』に集まり

演奏を始めてから、ほとんど休むことなく15年続いているプロとアマチ
ュアの混成バンド。『おいでや！ジャズストリート』には毎年出演させてい
ただいてます。長年の息が合った懐の深い演奏をお楽しみください！
山本慎二（D）　渡辺綱幸（B）　渡邉美砂（As）　青木俊徳（Gt）
柳原知恵（P）　玉貫真比古（P）

ジャズ・パラダイス 20

2011年の「おいでや」で結成されたトリオです。今回に向けて
試行錯誤しながらも、じっくりと私達のサウンドを育てて参
りました。ますます男前度が上がるアグレッシヴなプレイの中

に、ときおり見せる女前なピアニスト柳原知恵。ある時は愛らしい子供達の守護天使、またある
時はウッドベースを自在に操る２つの顔を持つベーシスト加藤愛。エネルギッシュでタイトなド
ラミングに益々磨きをかけ、繊細さも醸し出しつつあるドラマー福島大倫。男前と女前の絶妙な
バランスがとれた、私達トリオのストレートアヘッドなジャズをどうぞお楽しみ下さい。
柳原知恵（P）　加藤 愛（B）　福島大倫（D）
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ドラムのデューク谷本を中心に「ルシール」にて月一回の
ペースでライブを開催。ジャンルにはこだわらず、洋楽邦
楽、昭和歌謡やグループサウンズ、ディスコ等々。今回は
「ザ・ピーナッツ」の曲を中心に、懐かしいあの時代にタイ
ムスリップ！

風来坊スペシャルバンド
ふうらいぼう・すぺしゃる
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ラテン系バンドですが、アニソンから懐メロまでジャンルを
問わない“節操ナシの音楽屋”ノンセッソです。
2009年夏、おきゃんなアラフォー4名で結成。以来、地元の
夏祭りやライブバーなどでアクティブに活動中。「奏でて楽

しい　聴いて楽しい　見て美しい」ステージ目指し、モーレツ練習、モーレツ美白中でござ
います。今なら、ラッキーなお客様にノンセッソ公式グッズ（非売品）進呈しています。お待ちし
ています！
ゆかりん（Vo）　ここなつ（G）　チップ（B）　アッキー（カホン）
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松山を中心に活動中のゴスペルクワイア。「聴いている人達が、思わず笑ってしまったり、泣い
てしまったりするような歌声を届けられるように…」を目標に活動中。

リーダー本村洋子

チェスナッツ・ラバーズ 16

1999年12月12日結成｡ジャズ以外にもラテン、懐かしの洋
楽ポップスなどをレパートリーにお洒落でエクセレントな
バンドを目指す｡MONKの｢モンク･チューズデイ･ライブ｣
の毎月第2火曜日にレギュラー出演｡

栗田敬子（P）愛媛県内にとどまらず東京都内のジャズクラブやN.Yのジャススポットでライブ活動中。 
関家雅司（Gt）｢MONK｣店主。ジャズを中心に様々なジャンルのミュージシャンを迎えライブを主催｡
今井パイル（B）控えめな主張と空気感､うねりを感じるアンサンブルプレイをモットーとする。 
デュｰク谷本（D）40数年のドラムキャリア。数々のバンドで活動中｡
松原純子（Vo）「MDQ｣「祝谷トランスファー｣その他ボーカル活動多数｡ 
ミッシェル竹内（Vo）「MDQ｣「祝谷トランスファー｣などアンサンブルやコーラスを好む。
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2011年8月今治ジャズタウン メインステージ前でのウェル
カム演奏で、ドラムの山本が初結成！それぞれのメンバーが
自己のグループを持ち多方面で活躍中！まさに精鋭部隊と
言えるのではないでしょうか！

今回ゲストボーカルの松本さゆりの熱い歌！そして司会業も務める軽妙なトークも絶対に
聞き物です！フルハウス結成三度目のイベント参加です。張り切って演奏しますので宜しく
お願いします！
松本さおり（Vo）　小林直人（Ts）　田丸真裕（P）　渡辺綱幸（B）　山本慎二（D）

フルハウス 26

バンド名はメンバーの名前から一文字ずつとっ
たもので《あおにっぽん》と呼ぶ。フュージョン、ポ

ップス、オリジナル曲など多彩なジャンルを得意とし、各地で行われるイベント、パーティな
どで幅広く活躍中。今日のライブを通じてたくさんの方々とのステキな出逢いがありますよ
うに…♪♪♪
青木智和（D）  「青木ドラム道場」主宰代表。
日野香織（P）  作詞・作曲・アレンジも手掛ける。
Tsukasa（B）  「カラフル」を大街道にオープン。
本村洋子（Vo）「チェスナッツ・ラバーズ」のリーダー。
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MONKのイベントにてボーカルデビュー（当時高校2年生! ）。
その頃からライブ、結婚式やイベントでの活動を始める。現在、
女性ばかりのジャズユニット「レディーバード」、せきやまさし

（Gt）吉岡英雄（B）との「松山迷曲倶楽部」にてMONKレギュラーライブ出演中。「シュガービレ
ッジ」「おいでやジャズ」「高知サマージャズ」「今治ジャズタウン」など多数イベントに出演。昨年
よりニューヨークにてボーカルレッスンを受講。NYジャズクラブでのセッションも経験。今回は、
せきやまさしGt、石本誠Pとのユニットでjazzyでpopなアコースティックサウンドを奏でます。
小田 瞳（Vo）　せきやまさし（Gt）　石本 誠（P）

小田  瞳 おだ ひとみ 24

2005年にお互いのラブコールにて結成された「今昔」は、CONTEMPORARY  
JAZZ & ROCKの頭文字を引用して命名されました。音楽ジャンルにこだわること
無く、ポップスやロックチューンもジャズテイストにリメイクし、スリルとグルーブをテ
ーマにファンキーな演奏を目指します。

今昔は自らの演奏のみならず、様々なジャンルのボーカリストのバックを務めるなど、その演奏は多岐におよ
び、いつも笑いとお酒と共に音楽の楽しさを求めるメンバーです。今回参加する結成メンバー四人の演奏が、
お互いに会話のごとく楽しく演奏できること、そして楽しい空気が観客の皆さんに伝わることを願っています。
美味しいお酒と楽しい音楽は、＜今＞も＜昔＞も変わりません。お正月は御屠蘇！と音しょ！
石本 誠（P）　関家雅司（Gt）　今井パイル（B）　佐々木千之（D）
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こんばんは！The Quartetです。僕たちはスタンダー
ドを中心に、ジャズをどうしたらよりゴキゲンに、美し
く、スウィンギーに演奏出来るかをテーマに切磋琢磨し

ています。30代の社会人2人と20代の学生2人がそれぞれの世代で感じることを互いに意見を
出し合い、いい意味で上下関係なく楽しく厳しく練習を重ねて来ました。今日演奏する曲もみん
なで候補曲を挙げ、聴いて下さるお客さんが楽しかった、また聴きたい、と思えるものになるよ
う取り組んで来ました。ぜひThe Quartetのステージを最後まで楽しんで行って下さい！
上 義幸（Ts）　田丸真裕（P）　枝松 亮（B）　福島大倫（D）
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小林直人（Tｓ）
石本  誠（P）
桐野  康（B）
佐々木千之（D）

えひめジャズネットワーク EJN
2001年9月に発足。愛媛県下に東予ジャズ研究会、スウィングキッス・ジャズオーケストラ、クラッシ
ュジャズオーケストラ、かちまちジャズ倶楽部、モンク・ミュージックジャムの5団体、その傘下に90
名の会員を擁するジャズ演奏家（プロ・アマ混合、自主参加）で組織する任意団体。「ジャズ切磋琢
磨」と「愛媛県総合文化祭ジャズ公演 坊っちゃんジャズフェスティバル」を主催するなど、愛媛のジ
ャズの発展を目指して活動をしている。　　★愛媛文化協会会員 会長 栗田敬子

かちまちジャズ倶楽部
2001年7月発足。松山地域のコンボ系のジャズ・ミュージシャン（プロ・アマ混合）25名で構成する
任意団体。毎週土曜日のジャム・セッションや坊っちゃんジャズフェスティバルへの全面協力など
の活発な活動をしている。　　★松山文化協会会員 会長 高橋 修
★事務局 松山市歩行町（かちまち）1-5-10 〒790-0801 Jazz In Gretsch内

MONK MUSIC JAM（モンク・ミュージックジャム）
松山地域でジャズの持つ幅広い音楽性を意識し、ジャンルを超えた音楽を真剣に演奏している11
人で構成する任意団体。傘下にMDQ、青日本、瞳＆まさし等のバンドを擁し、愛媛県各所で活発な
演奏活動を行うと同時に生演奏に興味を持つ若手やアマチュア演奏家の養成に努めている。
★会長 関家雅司　★事務局 松山市三番町1-10-16 相原ビル2F 〒790-0003 MONK内

Tp（トランペット）　Ts（テナーサックス）　As（アルトサックス）　Tb（トロンボーン）　Gｔ（ギター）
P（ピアノ）　B（ベース）　D（ドラム）　Perc（パーカッション）　Vo（ボーカル）　Vln（バイオリン）

数字はプログラムの枠内の番号に一致しています。

★楽器の略記★

栗田敬子の弾き語りもお楽しみください。
毎月第三火曜日21：00～23：00、モンクに出演。


