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●石蔵ライブ［和い話い広場］
●プラス・ドゥ・ジャンゴ   ［マルシェとミニライブ］
●フリーセッション＆グッズ販売
ゲストミュージシャン多数 裏面参照

●Big & Hot! コンサート

入場
無料

両日とも

ABC オーケストラ、宇都宮市民ジャズオーケストラ
東京ホット倶楽部バンド

さくら市喜連川公民館ホール
ビッグバンド Jazz とマヌーシュ Jazz で Swing しよう !!

7.12sat-
11:00～ 14:00～

7.13sun
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お問い合わせは ...

石蔵ライブ
@さくら市喜連川情報館 “和い話い広場”石蔵

プラス・ドゥ・ジャンゴ　
@特設会場

県内外から多彩なミュージシャンが集結

とび入り歓迎、ミュージシャンと交流も
フリーセッション&グッズ販売
@栃十交流館（ハートストリングス）

手づくり雑貨などのマルシェ開催、
野外ステージでミニライブも

さくら ジヤンゴ・ラインハルト・フェスティバル 2014

Access

日光、
鹿沼、

宇都宮
IC方面

国道 2
93 号

国道 293 号
道の駅きつれがわ国

道
４
号

至 矢板

至 

佐
久
山

至 

宇
都
宮

喜
連
川
公
民
館氏

家
駅

ジプシーミュージックをジャズと融合させ、その
後の音楽の世界に計り知れない影響を与えた伝
説のギタリスト “ジャンゴ・ラインハルト”。そ
の名前を冠した『さくら ジャンゴ・ラインハルト・
フェスティバル』は、往時を偲ばせる“マヌーシュ・
ジャズ” はもとより、ビッグバンド・ジャズから
ブルーグラス、クラシックその他さまざまな音楽
をフィーチャーした楽しいイベントです。

【森島玲セッションwith  山本大暉】マヌーシュ・ジャズ
さくら市出身、洗足音大で Jazz を学んだヴァイオリニスト
森島玲と国学院大で神道を学ぶ異色のマヌーシュ・ギタリ
スト山本大暉のセッション。

【渡辺洋邦】クラシック・ギター
昭和音楽大学クラシックギター専攻卒業。第５回フォルマー
ル・ギターオーディション最優秀賞。各地で演奏会やイベ
ントに出演。ハートストリングス・ギター教室講師。

【ＹＭＯ】 ポピュラー　アコースティックアレンジ
さくら市在住女子大生を中心に、喜連川公民館バンド講座
をきっかけに結成された 70’ｓ、80’ｓのポップスアレンジ
バンド。

【ＳＥＢ】マヌーシュ・ジャズ
新潟を中心に全国各地で演奏するマヌーシュスウィングユ
ニット。古川穣（Gt）水落晶彦（Gｔ）圓山敦史 (Gt)

【ボサコルデオン】ボサノバ・ショーロ・シャンソン
フランスのアコーディオン・フェスや coba プロデュース
“Bellows Lovers Night” にも出演する実力派ギター＆アコー
ディオンのデュオ。

【Somesing Club Band】ブルーグラス
栃木県日光市を中心に活動しているブルーグラスバンド。
50～60 年代の空気感を醸し出す。

【小川倫生とバイキングス feat. 北床宗太郎】ジャズ
ヨーロッパのトラッドフォークを題材に、ジャズ、ロック、
クラシック、現代音楽に表現するグループ。横浜ジャズプ
ロムナードでベストプレイヤー賞など 3 部門受賞の北床宗
太郎をむかえて。

【pollo ja kissa ポッロヤキッサ 】アイリッシュ
フィドル 櫛谷結実枝、アイリッシュハープ 安生正人、ギター 
岩崎和宏によるアコースティックバンド。アイリッシュか
ら北欧等ヨーロッパの伝統音楽やオリジナルを演奏。

【ＡＢＣオーケストラ】 Big Band Jazz
ＡＢＣ（アーベーツェー）オーケストラは、1968 年に『矢
板の仲間達』によって結成された Big Band。20 数名による
ジャンルを超えた Big Band Sound を演奏。

【宇都宮市民ジャズオーケストラ】Big Band Jazz
うつのみやジャズのまち委員会主催ジャズセミナーの卒業
生を中心に結成。うつのみやのジャズイベントをはじめ、
地域のイベントに華を添えている。

【東京ホット倶楽部バンド】ジプシー・スウィング & Jazz
フランスの伝統あるジャンゴ・フェスに日本人初出演。ジャ
ンルを超えた演奏を得意とし、国際音楽祭・芸術祭へも多
数出演。国際的に高く評価されている。

さくら ジャンゴ・ラインハルト・フェスティバル実行委員会   担当 : 高野 sakura.drf@gmail.com Tel: 080-3603-3647

Django
Sakura

Reinhardt
Festival
2014Concert, 

Mini Live, 
Marché etc...

さくら市文化振興事業

Vol.4

7.12

7.13

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

12
13

石蔵ライブ
和い話い広場

栃十交流館
（ハートストリングス店内）

街の駅本陣

さくら市役所
喜連川庁舎Map

〒

P

PP

P

土12-
  プラス・ドゥ・ジャンゴ

マルシェとミニライブ
フリーセッション&グッズ

喜連川公民館
ホール

日13-

天然酵母パン、お菓子、
アクセサリーや雑貨まで、
さ ま ざ ま な 手 づ く り
ショップが出展するマル
シェです。特設ステージではミニライブも随時開催。

※喜連川の情報館
『和い話い広場』
は、大正２年に「旧
喜連川興業銀行」
の本店として建設
され、100 年前の
姿を今に残す歴史
的建物。

明治5年に開局した旧喜連川郵便局の建物を利用した
『栃十交流館』ではオリジナルグッズやギター関連商
品を販売しています。またミュージ
シャンと交流できるフリーセッショ
ンも随時開催、飛び入り歓迎、楽器
を持ってお立ち寄り下さい。

マヌーシュ・ジャズ、ボサノバ、ブルーグラス、クラシック、などさま
ざまなスタイルの音楽が楽しめる石蔵ライブ。大正２年に建てられた『旧
喜連川興業銀行本店』の石蔵倉庫がホットなライブハウスに！  観光ボラ
ンティアによる『日本一小さな大大名喜連川城下町の観光案内』も開催。

さくら市喜連川公民館ホール
喜連川公民館ホールでのメインステージ
は、市民参加の豪華なライブ。「宇都宮新ジャ
ズオーケストラ」と「ＡＢＣオーケストラ」
のビッグバンドでスイングしたあとは、お
まちかねっ！『東京ホット倶楽部バンド』
のマヌーシュ・スイングに酔いしれましょ
う！ スゴ腕のゲストを迎えてのホットな演
奏をお楽しみに！ 東京ホット倶楽部バンド

Big & Hot!コンサート

入場
無料

入場
無料

11:00～
sat-

14:00～
13:30開場

sun

このイベントは、さくら市文化振興事業として、さくら市教育委員会と実行委員会の協働のもと、下記のみなさまの協力を得て開催させていただいております。

【協賛】　●社会福祉法人 恵友会　●ジュエリー工房 アトリエ ソエタ　●セブンイレブン さくら氏家店　●セブンイレブン さく
ら馬場北店　●岡医院　●( 有 ) 赤札堂印刷所　●ビッグワン TSUTAYA　さくら店　●はやき風　●ジョイトーク　●仁井田観
光　●サンテック　●和菓子処 紙屋　●アイス工房きつれがわ　●喜連川観光協会　●A.T.guitars　●カフェ マイナー・スウィ
ング　●VEGA　●フィオーレ喜連川 CATV  FIORE DIGITAL　●森島歯科医院　●伝えたい味　多可瀬　●氏家ライオンズクラブ
●手作り雑貨 &Cafe 布羽鈴　●NO NAME CAFÉ　●文星芸術大学 CG アニメ Labo

【協力】 ●喜連川商工会 ●喜連川観光協会 ●桜縁会 ●栃十交流館 ●さくら市観光ボランティアの会 ●NPO 法人まちづくりネットワーク・笑顔

道の駅きつれがわ   →  JR 氏家駅
 8:45 9:20
 10:10 10:45
 13:00 13:35
 2:30 3:05
 4:05 4:40

 9:25 10:00
 11:05 11:40
 1:45 2:20
 3:25 4:00
 4:40 5:15

 JR 氏家駅   →  道の駅きつれがわ

『観光温泉バス』運行


