


お待たせしました  ホ ールアドバイザー就任以来 満を持しての本・18

的ジャズコンサートです。オーケストラとのコラボレーションやジヤズビア

ノ6連弾など 様々な面白い企画を続けてきました。今回はオーソドック

スにして豪華 ジヤズの魅力をたつぶりとお聴さいただきます。史上燦然

と輝くジャズ ジャイアンツ カウント ベイシー デューク エリントン ア

ート ブレイ■―からチック コリアに至るまで 美味しいところばかりの名

由の数々.ビックバンドジヤズからモダンジヤズ コンテンポラリーまでジ

ャズスタンダードをクロニクル (年代的)こたとります.楽しくスウィング

しなから ジャカ0歩 みを体験散歩できちゃうコンサートです.

トランペット トロンボーンにア,レトとテナーのサックス そしてユーフ
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ォニアムを力Лえたユニークな五管編成のオクテット(リズムセクションを

入れて8人編成)が三木俊雄の名アレンジを得て心地よくスウィングしま

す。ビアノトリオ=MS(マ サちゃんズ)のコーナーも勿論あつます.

もう0と つのお楽しみ.ボーカルグストとして ミュージカル界の大看

板にして素晴らしいジャズボーカリストでもある島日歌穂さんに来ていた

ださます。数多いレパートリーの中からジャズナンバーを.バンドとの掛

け合いも楽しみならば しっとりと歌い上|するパラードにも酔いしれそう。

バンドは勿論 拡声装置なしのナマ音.ミユーザならではのオーケスト

ラルな音響空間にどんなジャズサウンドが拡がるか 考えただけでもワク

ワク ぞくぞくしてきます。
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■ チケット先行予約  剖 号販売

1主催公却 0%= 一 部公満を除く,

送料無,

■ チケット情報や会郵語を露月こ自署にお届け

■ 提携周辺施設のこ燻待サービス ●
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