Original Dixieland Jazz Club 17-09

お 知 ら せ

『ＬＢＲＢ Ｔｒａｄ Ｊａｚｚを聴く会』
９月２４日（日） ＰＭ２：００～

「池田市立カルチャープラザ １Ｆ」

ニューオリンズ・レッドビーンズ
池本徳和(Co) 山田洋一(Tb) 保田貴秀(Cl)
倉田悠生(P) 倉田英実(Bj) 村橋 健(Bs) 梁瀬文弘(Ds)
４０～５０年代のニューオリンズ・ジャズをベースに、ゴスペル・小唄・マーチ・ブルースなどの
古き良き時代の名曲をアンサンブル主体で、生粋のニューオリンズサウンドを演奏します。

会費 前売・２.０００円 （お席に限りがあります、早目に予約をお願いします。）
予約・お問い合わせ ０９０-３９６６-５５３５ 池本
ＯＤＪＣ事務局 ０６-６９１１-２５３１ クチバ
『ニューサントリー５

森さん』 から
http://www.newsuntory5.com /
８月２４日（木） ＰＭ７：００～【ニューサントリー５ ・ ４７周年記念ライブ】 おかげさまで、２０１７年８月で４７年
を迎えました。 ＮＳ５ニューオリンズ・ジャズバンド ＮＳ５スイングジャズ＆ボーカル ニューオリンズ・キッチン
ファイブ＋ＭＩＴＣＨ ＭＣ クリス 先着７０名様 福引遊び＆ボトル４７％オフ 御来店をお待ちしています。
『ヴォーカリスト ＴｏｎＴｏｎ・森 朋子さん』から
http://newsuntory5.blogspot.jp
８月２６日（土） ＰＭ３：３０～５：３０ 泉北・光明池駅前 【光明池まつり たそがれコンサート】に出演。多田恵美
子(P)トリオ 小林真人(Bs) 中島俊夫(Ds) ＴｏｎＴｏｎ(Vo) 小林真人・当日の夜、ＮＳ５・ラスカルズで演奏予定
『ニューオリンズ・ラスカルズ 川合さん』から
(予・問) ０６-６３１２-８９１２ ＮＳ５ 森まで

８月２７日（日）

ＰＭ２：００～４：００
「ニューサントリー５」
ニューオリンズ・キッチンファイブ

【昼下がりのジャズライブ】

川合純一(Bj) 加藤平祐(Cl) 秋定 暢(Tb) 脇本総一郎(Bs) 梁瀬文弘(Ds) ゲスト・田村浩一(Tp)
１９４０年代・ＮＯ・ジャズ、 ジョージ・ルイス&バンク・ジョンソンのサウンドをお楽しみ下さい。
会費；２.０００円 （１Ｄ・おつまみ付・追加１Ｄ ５００円）
『ＦＭ ＣＯ・ＣＯ・ＬＯ ＪＡＺＺ ＤＪ・クリスさん』から
(予・問) ０６-６２４１-０５２６
８月２７日（日） ＰＭ７：００～ 「長堀ブリッジビルディング 5F」【ＯＳＡＫＡ ＨＯＴ ＣＡＴＳ】 ライブ＆セッション
（２部） 。小林昇治(Cl) 松原あおい(Tp) 藤井伸之(Bj) 樋口俊哉(Bs) ＭＣ・クリス ホットなＮＯ・ジャズをお
楽しみ下さい。会費２.８００円(シェフによるおまかせ料理＋１Ｄ/＋１,５００円 で飲み放題可) アクセスは９月１５日と同じ
『セカンド・ライナーズ(東京) 北浦さん（Ｔｐ）』から
(予・問) ０６-６２４１-０５２６
９月１５日（金） ＰＭ７：００～ 【喇叭の玩具箱】 「長堀ブリッジビルディング 5F」大阪市中央区島之内１-１９-１３ 地
下鉄堺筋・鶴見緑地線・長堀橋４番出口左すぐ、1F つるまる饂飩のビル５Ｆ エレベーターありません。 北浦康司 松本耕司(Tb)
岩岡眞弘(G) 村橋 健(Bs) 会費２.８００円(シェフによるおまかせ料理＋１Ｄ/＋１,２００円 で飲み放題可) 料理の関
係で要予約で願います。 ９月１６日（土） ＰＭ３：３０～ (G)が抜けて笠井 正(P)が入り、他は前日と同じです。

『KOBE JAZZ STREET ２０１７』
http://www.kobejazzstreet.gr.jp/

１０月７日（土）～８日（日）

『第３６回 神戸ジャズ・ストリート』

１２：００～１７：００

三宮・北野町・トアロード界隈

パレードのスタートは両日とも１１：００から（雨天中止） 阪急三宮駅北側～

前夜祭・６日（金）の会場が昨年・クラウンプラザから ＪＲ神戸駅・ハバーランド 「ホテル・クラウンパレス神戸・５Ｆ
ザ マーカススクエア神戸」へ変更になりました。
前夜祭(予・問) ０７８-３８１-５０３６

予約会員価格
予約・問は

１日券 ３.６００円

両日券 ７.０００円

電話か FAX .Email で ODJC 事務局へ （１日券は７日か８日で指定して下さい）

マホガニーホール・ストンパーズ ニューオリンズ・レッドビーンズ リバーサイド・ジャズバンド ＴｏｎＴｏｎ
ニューオリンズ・フォティーズ・７日 ニューオリンズ・ラスカルズは８日の出演です。

早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ

『創部 ６０周年記念コンサート』
９月１７日～１８日

９月１７日（日） ＰＭ６：００～

２日間連続コンサート

「リーガロイヤルホテル東京」
ロイヤルホール

会費
出演

出演

２会場で並行演奏

前売・９.０００円 食事付 （お席に限りがあります、早目に予約をお願いします。）
ラスカルズ ノウティーズ ナインティ・ウエスト ハイタイム セカンドライナーズ 他
現役バンド 多数のＯＢＯＧバンド ＯＢＯＧプロミュージシャンが出演

９月１８日（月・祝） ＰＭ１：００～
会費

新宿区戸塚町 1-104-19

「ＨＵＢ 浅草店」

台東区浅草 1-１２-２

１７日とセット券・１０.０００円（入場優先権付・満席の場合１７日のみになります）
１８日のみの参加は、ＮＯＪＣ稲門会・平井まで問い合わせ下さい。
ラスカルズ 他

予約・問は

電話 ０９０-８５９１-５８９１ ニューオルリンズジャズクラブ稲門会 平井まで
Email ｎｏｊｃｔｏｕｍｏｎｋａｉ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

『ニューオリンズ・ラスカルズ 河合さん』から
９月１７日（日）～１８日（月・祝） 【早稲田 ＮＯジャズクラブ ６０周年記念・コンサート】 にラスカルズで出演。
河合良一(Cl) 木村陽一(Ds・Vo) 福田恒民(Tb) 川合純一(Bj・Vo) 石野美恵子(P) 村橋 健(Bs) 池本徳和
(Co) 毎週・土曜日･ニュｰサントリｰ５でのラスカルズ演奏スタイル、ブルース＆アンサンブルをお楽しみ下さい
『ニューオリンズ・ラスカルズ 木村さん』から
http://www.shushinkan.co.jp/
９月２３日（土・祝）
ＰＭ３：００～
「神戸酒心館ホール」
（予・問） ０７８-８４１-１１２１
【お酒と楽しむジャズ Ｖｏｌ. １３】
神戸市東灘区御影塚町１-８-１７
きき酒付 会費 ３.５００円
Ｙｏ Ｋｉｍｕｒａ Ｔｒｉｏ 木村陽一(Ds/Vo) 小川理子(P/Vo) 北市勝彦(Bs)
ゲスト・永田充康(Ds)
１９００年代初め～４０年代のアメリカン・クラシックジャズを中心に演奏。
９月５日（火） ＰＭ７：３０～ 「ニューサントリー５」 【木村陽一・ヴォーカルナイト】 木村純士(Ds) 杉山悟史(P)
荒玉哲郎(Bs) 河村英樹(Ts) 純士(Ds)と親子ライブ、スタンダードナンバーを中心に歌います、お聴き下さい
『日本ルイ・アームストロング協会 外山さん』 から
http://wjf4464.la.coocan.jp/
９月３０日（土） ＰＭ５：３０～【ジャズレコード１００年記念・特別シリーズ例会 Ｎｏ３】 御茶の水「アテネフランセ
文化センター ４Ｆ」千代田区神田駿河台 2-11/JR 水道橋駅・東口出口～徒歩７分 【サッチモのジャズ事始め】 １９２３年～
約５０年、世界的レコーデングアーチストとして活躍、現在も愛され続けているサッチモの軌跡と、ジャズレコード
１００年への貢献を生演奏でたどります。 外山善雄(Tp/Vo)とデキシーデインツ 外山恵子(Bj/P) 広津 誠(Cl)
粉川忠範(Tb) 藤崎羊一(Bs) 木村純士(Ds) 会費３.３００円/会員３.０００円 （予・問）０４７-３５１-４４６４
『リバーサイド・ジャズ・バンド（新潟） 風間さん』から
http://newsuntory5.blogspot.jp
１０月９日（月・祝） ＰＭ２：００～ 「ニューサントリー５」 【昼下がりのジャズライブ】 リバーサイド・ジャズ・バンド
ｗｉｔｈ ＴｏｎＴｏｎ(Vo) 風間晶世(CL) 山田洋一(Tb) 木下敏一(Tp) 宮尾益尚(Ds) 伊藤譲一(Bs) 田中丈士(Bj)
遠藤 純(P) 森ＴｏｎＴｏｎ朋子(Vo) 会費２.０００円（１Ｄ付・追加１Ｄ ５００円） (予・問) ０６-６３１２-８９１２
『メモリーズ・オブ・ユー実行委員会 山脇さん』から
（予・問） ０９０－９７１６－８８５２
１０月１０日（火） ＰＭ６：３０～ 奈良町 「あしびの郷」０７４２-２６-６６６２ 【８ｔｈ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ ｏｆ You】 万葉集
～スイングジャズ・Ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ。 秋満義孝(P) 細川綾子(Vo) 鈴木直樹(Cl) 魚谷のぶまさ(Bs)他
前売・７.０００円 当日・７.５００円 （１フード・１Ｄ付）
奈良市脇戸町２９ 近鉄・奈良駅・３番出口～徒歩約８分
『サウスサイド・ジャズバンド 吉川さん』 から
https://www.minamijazzfes.com/
１０月２１日（土）～２２日(日)
【ＭＩＮＡＭＩ JＡＺＺ ＦＥＳＴＩＶＡＬ】 詳細後日
道頓堀リバーフェステバル 湊町リバープレイス～日本橋までのリバーウォーク一帯で開催、
２２日 道頓堀・川面舞台(太左衛門橋東側) ＯＤＪＣ＆トラッドバンドが出演。ゲストバンドで１９２０年代・シカゴジャ
ズのナンバーを中心に演奏、コペンハーゲン・ウォシュボード・ファイブが来阪します。 両日無料(１部有料有り)
１０月２５日（水） ＰＭ７：３０～「ニューサントリー５」 【コペンハーゲン・ウォシュボード・ファイブ＆さよならライブ】
ウォシュボード５のライブとサウスサイド・ジャズバンド＆ＯＤＪＣ各バンド有志でのセッション、お楽しみ下さい。
１１月１１(土)～１２日(日) １１：００～１６：３０ １７ｔｈ 【新宿トラッドジャズフェスティバル】０９０-１４３０-５１１５
１１月１９日(日) チャーチ・コンサート・島之内教会 / １８年１月７日(日) ニューイヤージャズ パーティ・アサヒ

