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東京・上野公園不忍池湖畔「水上音楽堂・みずどりのステージ」

上野ジャズ・イン

フ土スティヴァル当日の最高気温33日 5℃ を上回る
ホツトな体感を与えてくれた豪華なラインナップ
地域議看壼ジャズ・ フェスティヴ
アル
る間 ENO JAZZ
ー
INN 111」 膠今年も例年どおり東
京・ 上野公 園で開催 された。25
回目を迎魔た今回は1多 崚にわた
利 願 α シ 謗 ―■に会 し,観
書も立ち見が出るほどの盛況とな
つたもまさ:ず 夏フ ェズ 'と 呼ぶに
ふ さわ しい熱 いステー ジの模様
を リポ ー トしよう。
8見 6鳳 ,東 京 。上難公目不忍洛
湖畔にある 水上音楽堂・みずどり
のステージ"で liENO JAZZ INN
が開催された。 トップを飾った
のは、兵庫県芦屋にある男子校、甲
南高校の生徒たちによるビッグバ ン

'11」

ド 甲南 プラスアンサ ンプル"で あ
る。昨年12月 に行なわれた
「第30回
iVJAZZコ ンテス ト」で見事グラン
プリを獲得 し、今回のオープニ ン
グ・アク トを務めることとなったわ

バトルジャズ・ビッグバンドWlth J琳 桂

けだ力ヽ その嬉 しさを体現するかの
「モーメンツ・ ノーティス」
ような
で
演奏がスター ト。瑞々しさを炸裂さ
せながら2曲 被露したところで、同
「a齢 0回 湘 AZZコ ンテス ト」
じく
ヴォーカル部F5グ ランプリ受賞者の
小林ゆうこが登場。彼女は今年の春
に開催された
「 第12回 神戸 ジャズヴ
ォーカルクイーンコンテス ト」
でも
グランプリを手中に収めている注目
のニュー・フェイスで、 甲南ブラ
スアンサ ンブル"の 演奏をバ ックに
「センチメンタル・ ジャーニー」を含
むスタンダー ド・ナ ンバーを 4曲 披
露 した。素直で伸びやかな歌唱法は
好感度大、今後の中
てる。1再 ぴ ̀甲 南プラスアンサンプ
ル"の 熱い演奏
「エクスプロージョン」

木村充揮 8梅津和時クアルチ ッ ト

で舞台はチェンジ。

MCや 随所に織 り交ぜた客席とのコール&レ

カラフルな衣装を纏った 東京 ブラススタ
イル"の 女子11人がステー ジに飛び出す と、

スポンスのタイミングもバ ッチリだ。魅せる
ステージではあるがそれぞれのソロも堂に入

い きな リキュー トなムー ドに早変わ り。鮮や
かにアレンジされた ドラゴンボール"の 主題
歌
「摩詞不思議ア ドベ ンチ ャー」をは じめ、数

っており、聴かせる部分はしっかりとアプロ
ーチしているのが素晴らしい。入場の際にAd

ン・ サウン ドで大放出。人々の視線を意識 し

布されたうちわを仰ぎながら声援を送ってい
る観客は、女子力の持つパワーにすっかり魅
了されていた。
その空気を‐転させたのは梅津和欧 sax)ク

た フ ォー メー ションも完壁 で、笑 い を誘 う

ァルテットだった。まずは梅津のオリジナル

々の人気アニ メ・ ソングやお得意の ジブリ・
ナ ンバ̲を リズ ミカルに、そ して大胆なホー

で口火を切る。この曲は仙台出身の
曲目剛ヒ
」
彼が東日本大震災の後に作ったナ ンバーで、
その深い嘆きを紡彿させるカデンツァは激し
く、ス トレー トに胸に響いてきた。さらに丼
野信義 b)、 田中信政 p)、 日中徳崇(ds)が 加わ
ると、涙を誘うほどの美しいメロディが会場
を包み込み、まるで鎮魂歌を聴いているよう
な気分となった。これぞ、名曲、名演。そこ
471・ 憂歌団のリー ド・ ヴオーカルで現在、

さまざまなユニ ットやソロ活動を精力的に行
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東京プラススタイリ

ァージョンよりも奔放なパ
フォーマンスは
「イッツ
オンリー・ ア・ベイパーム

観客の気持ちを鷲掴み。 トロンポーン・セク
やチ
ションをフィーチャー した
「 ドナ・ リー」
「サ ンパソング」
などヽ こ
ック・コリア(p)作 の

ーン」も同梅 こちらはも
う 1枚 の新作『Kimura

れでもかというほど、超高速プレイで畳みか
ける。そこへ人気 ジャズ・ ヴォーカリス ト、
林桂が加わり、華麗でスウインギンな空間
イヽ
に瞬間移動。ビッグバ ンドが送 り出すゴージ

,

Sings Vol.1〜 Ⅳloon
に収め られていた日
本語の歌詞によるものだ。
「天王寺」
や
珠玉のパラッド
Call』

「おそ
憂歌団のデビユー曲
4琳ゆうこ(V。 )&甲 南プラスアンサンブル (■

なっている唯一無11な アーテイス ト、本村充

られた最高の時間でありた。

「五本の子守
揮(vb,g)が ヒヨロヒヨロと登場。
側 の冒頭部分を唄い出し、ガ■シュウィン・
へ と突入。実は彼、
ナ ンバー
「サマータイム」
ー
ロ
今春、梅津をプ デュ サーに迎え、ナ ッ
ト・キング・ コール(vo)と ビリー・ホリデイ
(vo)を トリピュー トしたジャズ・ アルバムを

日も暮れて、多少は涼しさを感じられるよ
・ バ トルジャ
うになった頃、吉田治(as)率 いる
ズ・ ビッグバ ン ド"が ステージに上がった。

「サマータイム」はビリー
2枚発表してお り、
に棒げた『Kimura Sings Vol.2〜 Daylight
in Harlem』 に収録 してある。アルバム・ ヴ

一
目
一
■
■

うじオバチャン」も盛 り込
んだ全 7曲 は、本村の圧倒
的な存在感を肌で感じさせ

)

棚

メンバーのほとんどが∞ 代前半
で、高度なテクニ ックを駆使しながらスピー

21Xl群 職中魚

ド感に溢れた刺激的なア ンサ ンプルを披露
し、人気はウナギ登りのビッ舛バンドだ力ヽ
その新風を見せつけるかのごとく、吉田のオ
リジナル作品
「ザ・ ファース ト・ ステップ」
で

ャスなサウンドと一体になった小林の歌声は
で披露 したス
「パーデイド」
合計 4曲 、中でも
ーン
ロン
・ソロを聴
ポ
キャットは、本物の ト
いているようで、エンターテイナーとしての
実力も存分に発揮 していた。再び バ トルジ
ャズ・ビッグバ ンド"の みの演奏となり、ボ
ブ 。バー火 Sax)作 の
、アルバム
「スネイクス」
バ
『5th』 に収録されている
「 トル・オブ ,ザ・
。
バ ップ ブラザーズ」
の熱演ですべての演奏
が終了となった。
舞台転換の時間を使ってプレゼント抽選会
も行なわれるなどヽアットホームな雰囲気も
「UENO JAZZ INN'11」 だが、
漂っていた
25回 Hを 迎えたステージでの演奏は、この日

の最高気温33.5℃ を L回 るホットな体感を与
えてくれた。

平成23年 9月 21日 (水 )〜
平成 23年 10月 21日 (金 )午 機 5時 必着
●ジャンル :ジ ャズ
●応募資格 :ス テージで歌唱・演奏可能なミュージシヤン。年齢、国籍は問わない。
●ボーカル部門 ―ソロ又はグループ (2名 〜20名 )(ピ アノ又はギターの弾き語り可 )
●バンド部門 …… …コンボバンド(2名 〜8名 )
レメンタルのみ
フルバンド(9名 〜20名 )※ 何 れもインストウリ
※応募要項の詳細は下記アドレスのホ―ムページよリダウンロードいただくか、5合 せ先までこ連絡
ください。応募時の個人情報に関しては、
当コンテストの事業運営以外には使用いたしません。
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■申し込み先・問い含わせ

ryn23+ 12al 0 t*r

3100pm〜 8:00pm
浅草 公会堂ホ … ル

〒110‐ 0004 東京台東区下谷 卜2‐ 11(公 財)台 東区芸術文化財団 浅草ジャカ ンテス 縣

TEL.03(5828)7591

FAX 03(5828)7594

」AZZコ ンテス トホーム ペ ー ジ http://WWW.taltocitytnet/taito/=aldan
※受付時間 月〜金曜日(土 、
日、
祝日は休業)午 前 9時 〜午後 5時

■主催

公益 財 団法 人 台 東 区芸術 文化 財 団

