ストリート1

ストリート会場（無料・投げ銭歓迎）
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世尊院幼稚園第二園庭

10月27日(土)12:30〜16:00 ＊11時の時点で降雨の場合は中止

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ コール・ピアチェーレ (女声合唱) 12:30〜
■ Entraide (女声vo・key) 13:00〜
■ Imagination (アカペラ混声) 13:25〜
■ じゅま (アカペラ女声) 13:50〜
■ fun!＆spice (アカペラ女声＆混声) 14:20〜
■ アイランズ (アカペラ混声) 15:00〜
■ うみねこや (アカペラ混声) 15:30〜
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北口商和会 世尊院幼稚園第二駐輪場

10月27日(土)13:00〜17:00

雨天時「阿佐谷天」
に振替

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■
■
■
■
■
■
■
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KIDS Jam 13:00〜13:20
楽団四季 13:30〜14:00
アキちゃん本舗 14:10〜14:40
Tag 14:50〜15:20
早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ 15:25〜15:35
RUBY 15:40〜16:10
池上スターライトオーケストラ 16:20〜16:50
阿佐ヶ谷駅北口パサージュ前

10月26日(金)15:00〜19:00

/ 27日(土)14:00〜18:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 竹内郁人クインテット

竹内郁人(as)・澤田一範（as）
・竹内亜里紗（p）
・藤田耕平(b)・中矢彬弘(ds)
♪今年も熱いビーバップをお届けします！
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屋外会場は悪天候などの事情で中止することがあります。
会場の▲内の数字は、会場マップに対応しています。

阿佐ヶ谷駅南口噴水前特設ステージ
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10月27日(土)16：30〜19：00

26日(金)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 吉野ミユキカルテット

■ パインズマインズ 16：30〜17:00
■ 浅葉裕文・スウィンギンギタートリオ

16:00〜18:30
（３ステージ）
吉野ミユキ(as)・高野香里
（p）
・
中津裕子(b)・鈴木麻緒(ds)
♪女性オールスターバンドです！
！昨年に続いて
阿佐谷ジャズストリートが贈る特別ライブ！

17：30〜18:00
♪デトロイトジャズフェスティバル凱旋ライブ

■ zukabe

27日(土)
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■ HIBI★Chazz-K 10:45〜12:00

■ MASH弦楽団 17:00〜17:30

Ruri (vln)・松本元明 (lead g)・吉原圭亮(rhythm g)・杉山祐一 (b)

■ 米国空軍音楽隊「Paciﬁc Showcase」12:45〜13:45

■ 野々口毅（b）
・藤枝暁（g）

♪ジャズストリートならではの
プログラム！駅 前ステージで
米国空軍が誇るビッグバンド
の演奏をお楽しみください！

27日（土）

■ 交流自治体セッション 27日（土） 14:15〜15:15

■ 野々口毅（b）
・藤枝暁（g）16:00〜16:30

①15:00〜15:30

加藤MAA with Sound Labo SKAY

18:00〜18:30
Ruri (vln)・松本元明 (lead g)・
吉原圭亮(rhythm g)・
杉山祐一 (b)

■ Thursday Night Sextet

14:00〜15:30
（１ステージ）
雨天時「阿佐谷天」
に振替
黒田一義（ts)・長谷川根(key)・木村伸広(b)・
志賀祐(ds)・菊田満理子(vo)
♪フリーギリギリまで行くアグレッシブなテナーと
ベテランメンバーによるコンテンポラリーなジャズ！

②17:00〜17:30

■ MASH弦楽団

加藤MAA (vo,g) 原とも也(g)
Sound Labo SKAY(北海道名寄市のバンド）

■ 黒田一義カルテットwith菊田満理子

26日（金）

18:00〜18:30

■ 杉並高校吹奏楽部選抜チーム

■ ディキシージャズバトル 15:45〜16:15
ニューディキシーモダンボーイズ VS
早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ

27日(土)10:45〜19:00

27日(土)15:00〜18:30

26日(金)

■ HIBI★Chazz-K 11：30〜13：30（2ステージ）
ひび則彦(ss)・染谷真衣(as)・橋本恭佑(as)・
筒井洋一(ts)・小仲井紀彦(bs)・竹下宗男(ds)
♪オープニングは、
心が踊り出す真昼に似合うハッピー・ジャズ！

10月26日(金)11:30〜18:30 /

パールセンターサブドーム下

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

阿佐ヶ谷駅南口噴水前特設ステージ

18:30〜19:00

10月26日(金)17:00〜18:30 /

ひび則彦(ss)・染谷真衣(as)・橋本恭佑(as)・
筒井洋一(ts)・小仲井紀彦(bs)・竹下宗男(ds)
♪JAZZをメインに、世界に「音楽の架け橋」を！

♪杉並区の交流自治体北海道名寄市出身の
ブルースシンガー加藤MAAの最高に熱いステ
ージ！今年は、
その名寄市から市民バンドの
Sound Labo SKAYが参加し、
加藤MAAとコ
ラボ。ジャズを通した交流の輪が拡がる。
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阿佐谷一番街駐輪場
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16:45〜19:00
山口裕之(リーダー・b)・かみむら泰一(sx)・ませひろこ(ss)・
吉野ミユキ(as)・紅野智彦(p)・公手徹太郎(ds)
♪阿佐谷の Manhattan で毎週木曜日に行われるジャム
セッションのセッションリーダー全員で結成されたバンド。作曲、
編曲はベーシストでありリーダーの山口裕之が行っている。

南口すずらん通り今関畳店前

10月26日(金)15:00〜18:00 ／ 27日(土)12:30〜18:00
雨天時「串カツ屋エベス」に振替 投げ銭大歓迎！各バンドＣＤ販売あり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26日(金)

■
■
■
■

菅野淳史Band 15：00〜15：30
浅葉裕文 15:50〜16:20
早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ
What's Love? 17:30〜18:00

16:40〜17:10

27日(土)

マナーを守って
ジャズを
楽しみましょう！

■ The Best Ever Brass Band 12:30〜13:00
■ イケマー＆ホイホイボーイズ 13:30〜14:00
■ NOBE BAND 14:30〜15:00
■ 日高一成 & joy makers 15:30〜16:00
■ ジタンのけむり 16:30〜17:00
■ アセダクスイング(dance) 17:30〜18:00

パリの一つ星として実在した本格派フレンチ 「オーガニックフレンチ＆ワイン」
と
「西欧式熟成肉」の名店
10月26日（金）
ジャズストリート テイクアウト メニュー
熟成肉たこ焼き ¥800／自家製カレー ¥800／オマール海老のスープ ¥500
ポテトフリット ¥400／生ビール ¥500／ハウスワイングラス白、赤各 ¥500

美味を追求した料理

フランスで３年間シェフを務めた
善塔一幸の本格フレンチ♪

世界レベルの熟成肉

パリの超有名シェフに師事し得た熟成技術
日＆仏 ミシュラン掲載店

4〜8名の個室あり
10〜20名の
貸切可♫

他店では味わえない本格スペシャリテ♪
近江牛の100日熟成肉／熟成近江牛のブーダン・ノワール／オマール海老のロティ・クルティーヌ風
フォアグラと洋梨のミルフィーユ／ショコラとキャラメルのフォンダン

要予約 10月限定
毎週火曜、第二水曜定休

熟成近江牛コース

アミューズ・ブーシュ／熟成肉のカルパッチョ／トリュフアイス添え
熟成近江牛のブーダン・ノワール／旬魚／甲殻類の泡のソース
熟成肉のパイ包焼き
（ウエリントン）／フロマージュ

[西欧式熟成肉 とオーガニックフレンチの店] 杉並区阿佐谷南 3-37-10-1F www.courtine.jp
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¥10,800

¥8,640

（20％引き）

クルティーヌ

