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Yumepura Salon Concert 2017

ジャズの世界
出演 ： 江藤 良人 （ドラム）、 井上 陽介 （ベース）
中嶋 美弥 （ピアノ）

会場に！

ジャズライブ

響きホールが

《演奏予定曲》

ガーシュウィン : サマータイム
ハロルド・アーレン：オーバー・ザ・レインボー
江藤良人 : SHIROKO
江藤良人 : KA-BA Blues ほか

、

好評につき

※都合により演奏曲目が変更になる場合があります
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2017 年

７月 ８日（土） １８：００開演 （１７：３０開場） ゆめたろうプラザ
前売
ゆめプラメイト

全 席 自 由

一般
U25（２５歳以下）

当日

２，
０００ 円

２，
３００ 円

・電話予約はチケット発売日の翌日からゆめたろうプラザ TEL 0569-74-1211
（代金引換郵便の申込みは 6 月 24 日（土）まで）
・U25 チケットでご入場のお客様は入場時身分証明書をご提示ください

１，
０００ 円

１，
２００ 円

・車椅子席をご利用の方は事前にご予約ください

advance

door

２月４日（土）電話予約は２/５（日）から

ゆめたろうプラザ TEL0569（74）
1211

・未就学児の入場はご遠慮ください
・託児あり（１歳半以上 /１名 500 円 / 各公演 10 名まで / 要予約 6 月 28 日（水）まで）
・町内送迎車あり（名鉄知多武豊駅・JR 武豊駅経由 / 片道 100 円 / 要予約 6 月 28 日（水）まで）

ゆめプラメイト限定お得なセットチケット

【 主

響きホール

サロンコンサート６公演セット ９，
０００円 （１会員１セット限定）

催 】ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会

【お問合せ】

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館） TEL 0569-74-1211

http://www.town.taketoyo.lg.jp/kaikan/

〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11 番地 FAX 0569-74-1227 休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始 受付時間：9:00 〜 21:00

アットホームな雰囲気で、気軽にクラシックの生演奏

ハイクオリティな演奏と贅沢な時間をお届けします
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[ 主催 ] ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会

繊細かつパワフルな存在感。 共演者に絶大な信頼感をもたらすドラマー江藤良人、
人気ベーシスト井上陽介と、 明るくスイング感のある中嶋美弥のピアノで。
江藤 良人（ドラム）Yoshihito Eto

１９７３年４月１４日、三重県鈴鹿市生まれ。１０歳からドラムを始める。'９４年 土岐英史 (as) セッションでデビュー。
'９６年から辛島文雄 (p)トリオへの参加をきっかけに本格的にプロ活動を開始。以後、池田芳夫 (b) DADA、中本マリ (vo) グ
ループ等に参加。'９８年、渡辺貞夫 (as) バンドに参加。コンサート、テレビ、ラジオに多数出演。モントルー・ジャズ・フェ
スティバルに出演。'９９年 綾戸智恵 (vo) “Friends” ツアー、アルバム制作に参加。'０２年、初リーダーアルバム『ANIMAL
HOUSE』をリリース。J-POP ユニット “orange pekoe” のレコーディング、ツアーに参加。'０５年、２作目のリーダーアル
バム『RAY』をリリース。'０６年〜 '１５年『ルパン三世』の音楽で有名な作曲家の大野雄二率いる “Yuji Ohno & Lupintic
Five” に参加。'１１年、３枚目のリーダーアルバム『Three-Act Play 』をリリース。'１２年、井上陽介 (b)、田中邦和 (ts) と
『Karate Chops』を結成。'１５年、４枚目のリーダーアルバム『KarateChops』をリリース。
また、日野皓正 (tp)、山下洋輔 (p)、綾戸智恵 (vo)、佐藤竹善 (vo)、Lee Konitz(as)、Barry Harris(p)、Eddie Gomez(b) 等と共演。
現在は自己のグループの他、井上陽介 (b) カルテット、石井彰 (p) トリオ、岡淳 (ts)punch! 、the EROS に参加。また様々な
セッションで活動中。
柔らかくしなやかなシンバルレガート、繊細さとパワフルさを兼ね備えたドラムプレイが特徴。共演者に絶大な信頼感をも
たらす。

井上 陽介（ベース）Yosuke Inoue

１９６４年 7 月１６日、大阪生まれ。大阪音楽大学作曲科卒。９１年よりニューヨークを拠点に活動。９７年には初リーダーア
ルバム「スピークアップ」を発表をリリース。在米中、ドンフリードマン、ハンク・ジョーンズなどの数々のグループでのレ
コーディングやライブハウスやヨーロッパツアーでの演奏など国際的に活動。２００４年には活動の拠点を日本に移す。
２０１４年には５年ぶりの７枚目のアルバム「Good Time」２０１７年には８枚目のアルバム「Good Time Again」をリリース。
なお２００７年度から３年連続スイングジャーナルの人気投票では１位など常に上位にランクされる。２０１５年まで大野雄二
＆ルパンティック５のメンバーとして活動。現在、自己のグループ他、塩谷哲トリオ、大西順子、渡辺香津美、
佐山雅弘 VINTAGE のレギュラーメンバーとして活動の他、数々のセッションに参加し日本のみならず海外でも精力的に活動。
ジャズのみならず絢香、佐藤竹善、Superﬂy などのポップスのサポートでも活動。

中嶋 美弥（ピアノ）Miya Nakajima

静岡県浜松市出身。4 才よりクラシックピアノを始め、8 才でヤマハ音楽教室作曲家コスで、初めて作曲した曲が本に掲載
される。ＰＴＣコンクル優秀賞受賞。大学時ジャズに出会い、独学で勉強を始める。卒業後ＯＬをしながら、様々なバンドで
ライブ活動を開始する。その後退社し、カワイ音楽教室で臨時講師をして、名古屋に拠点を移し、本格的に演奏活動を開始。
様々なセッションやレコーディングに参加する。
国内外のミュージシャンとのセッションを続けつつ、２００７年より活動している自己のピアノトリオ「DearBlues」では、
トリオで３枚、ボーカルとのコラボで３枚、ＣＤをリリースし、各ジャズ誌で好評を得る。ラジオのオンエア出演多数、名古
屋ブルーノートでの２度のライブを成功させ、2013 年 11 月にはボーカルの植田ひとみとフランスのリモージジャズフェス
ティバルに招待され、出演。２０１５年浜松の小学校２校に出向き、３００人以上の小学生にジャズ出前コンサートを行い、新
聞に掲載され、２０１６年には台湾でのライブを行う。
現在主に、名古屋中心に全国で精力的にライブ活動を行い、明るく、スイング感のあるピアノに定評がある。

ゆめプラ サロンコンサート ラインナップ

チケット
【全席自由】ゆめたろうプラザにて２/４
（土）発売

響きホール（全席自由）開場時間は開演時間の 30 分前

※電話予約は２/５
（日）
から ※車椅子席をご利用の方は事前にご予約ください

※未就学児の入場はご遠慮ください

１公演 《前売》一般 ￥２，
０００／ U25（小学生〜25 歳）￥１，
0００ 《当日》一般 ￥２，
３００／ U25（小学生〜25 歳）￥１，
2００

4/20（木）19:00 開演

菊本 和昭（トランペット）、佐竹 裕介（ピアノ）

『光輝な響き』

N 響首席トランペット奏者として圧倒的な存在感を示す菊本和昭。
今、ソロ演奏を聴きたい日本人トランペッター No.1。

© 武藤章 《♪》ラフマニノフ：ヴォカリーズ、ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》より ほか

6/18（日）15:00 開演

ロバート・ハニーサッカー（バリトン）、安田 紀子（ピアノ）

『圧巻の黒人霊歌』

今まで聴いた中で最も心動かされた演奏の一つ（ボストン・フェニックス紙）。
魂をゆさぶる歌声。その声量と歌唱力に圧倒される。

《♪》ショーボートより「オールマンリヴァー」、黒人霊歌「ふかい河」 ほか

7/8（土）18:00 開演

江藤 良人（ドラム）、井上 陽介（ベース）、中嶋 美弥（ピアノ）

『ジャズの世界』

飲み物・おつまみ持込み OK

繊細かつパワフルな存在感。
共演者に絶大な信頼感をもたらすドラマー江藤良人、
人気ベーシスト井上陽介と、明るくスイング感のある中嶋美弥のピアノで。

《♪》サマータイム、オーバー・ザ・レインボー、SHIROKO

【お問合せ・チケット取扱い】

ほか

9/24（日）15:00 開演

コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）、村田 千佳（ピアノ）

『夢のように甘やかに』

ハンガリー出身で、日本のクラリネット界のニューヒーロー。
確かな技術と豊かな音色。どこまでも美しく澄んだ音色が広がる。

《♪》チャイコフスキー（コハーン編）：くるみ割り人形幻想曲

ほか

10/15（日）15:00 開演

瀧村 依里（ヴァイオリン）、鈴木 慎崇（ピアノ）

『かけがえのない瞬間』

20 代で読響首席奏者に就任し、
いま最も注目を集める期待の新鋭、瀧村依里。
共演者の魅力を引き出す天才ピアニスト鈴木慎崇とのデュオで。

© 岩切等 《♪》チャイコフスキー：メロディ、ラヴェル：ツィガーヌ ほか

12/2（土）15:00 開演

ＭＡＫＩ＆ ＭＩＲＯＫＵ（ 彌勒忠史 / カウンターテナー 、ＭＡＫＩ/ ピアノ）

『華やかさと強さと』

カウンターテナー界の第一人者、彌勒忠史。
美しく迫力のある歌声で観客を魅了する。
作曲から演出まで多才なマルチピアニスト、MAKI とのデュオで。

《♪》エドゥアルド・ディ・カプア：
「オー・ソレ・ミオ」
、唱歌＆童謡による四季メドレー ほか

