グランシップサマーフェスティバル

グランシップ ビッグバンド・ジャズ・フェスティバル2022
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FESTIVAL2022

ゲスト

平賀マリカ
（Vo）

こどもから大人まで楽しめる、真夏のジャズイベント！

■出演者（順不同）
沼津燦々ジャズオーケストラ（県東部）
TAKE HEART BEAT Big Band Jazz Orchestra（県東部・中部）
ザ・スイング・ハード・オーケストラ（県中部）
静岡大学スタンダード・ハーモニー・ジャズ・オーケストラ（静岡市）
スーパー・ブラス・オーケストラ（静岡市） Red Spicy Big Band（静岡市）
浜松リハーサル・ジャズ・オーケストラ（浜松市） 浜松スイングバンド（浜松市）
劇場からのギフトプログラム
ジャズ・リバース・オーケストラ（浜松市）
楽器体験コーナー
（開場・休憩時）
Vanguard Jazz Workshop（浜松市）

全席
自由

前売

1,000円（当日1,200円）

◎ 小学生以下無料

前売券発売6月12日

※予定枚数に達し次第終了

〜

※グランシップ友の会会員特典対象事業
※
「静岡県高校生アートラリー」
対象事業

８月14 日

2022年

◎ 入退場自由

＜お客様へのお願い＞
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、本公演を中止する場合や
公演内容・お客様へのお願いを変更する場合があります。
必ずグランシップホームページで最新情報をご確認の上、ご来場ください。
●発熱または風邪の症状がある方は、
ご来場をお控えください。
●会場でのマスク着用（５歳以下を除く）、検温、手指のアルコール消毒に
ご協力ください。
●会場内では会話をお控えください。
●出演者との面会や贈り物はご遠慮ください。
●ホール内での飲食は原則ご遠慮ください。また食べ物の持ち込みもでき
ません。ただし、熱中症対策のための水分補給は可能です。
（水分補給用の
ソフトドリンクのみ販売。）

グランシップチケットセンター（10:00〜18:30／休館日を除く）
チケット販売
お問い合せ

TEL 054‑289‑9000

（コンビニ引取手数料無料／スマートフォンで電子チケット受取可）

グランシップ

14：00〜19：00（13：00開場）

主催：公益財団法人静岡県文化財団・静岡県

最新情報はこちらから

グランシップホームページからもご購入いただけます。
検索

https://www.granship.or.jp

グランシップ

大ホール･海

（JR東静岡駅南口隣接）

文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場・音楽堂等機能強化推進事業)
独立行政法人日本芸術文化振興会
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■出演者（順不同）

出演順は、後日グランシップホームページで発表いたします！
※曲目は都合により変更となる場合がございます。

沼津燦々ジャズオーケストラ

（県東部）

〈曲目〉Walking Down The Nakamise Street、April In Paris、Marguarite

★：ヴォーカルコラボレーション予定（5月現在）

TAKE HEART BEAT Big Band Jazz Orchestra（県東部・中部）
〈曲目〉Samba Del Gringo、Mambo De La Luz、September

２００２年結成、県東部を中心に活動するビッグバンドです。カウントベ
イシーから、
コンテンポラリーなものまで幅広く演奏しています。東
部では数少ない本格派バンドの、ストレートなサウンドをお楽しみく
ださい。

ラテンを中心に、
ジャンルにとらわれない選曲をし、日本では珍しい
EWI
（Electric Wind Instrument）
をビッグバンドで初めて実用化
に成功。今年はドラマーの川口千里さんをお迎えして演奏いたしま
す！

ザ・スイング・ハード・オーケストラ ★

静岡大学スタンダード・ハーモニー・ジャズ・オーケストラ（静岡市）

（静岡市）

〈曲目〉Work Song、Grace、Bob-Omb Battlefield

〈曲目〉La Fiesta、All's Well In Wellington

自称静岡ビッグバンドの老舗
“スイングする群れ”The Swing Herd
は結成57年、
皆様のご愛顧をいただき、
よりエキサイティングな演奏
をめざして精進しております。

S.S.Hは静岡大学静岡キャンパスで創部50年を超える学生バンドで
す。地域のイベントやジャズフェスティバルなどのさまざまなステー
ジで、swingからcontemporaryまで幅広いジャンルを演奏してい
ます。

スーパー・ブラス・オーケストラ ★

Red Spicy Big Band

（静岡市）

〈曲目〉Overjoyed、Sir Duke、I Wish

〈曲目〉世界中の誰よりきっと、夢をかなえてドラえもん、そばかす

静岡市内を中心に活動している社会人バンドです。結成されて24年
目に突入。コンサートの開催やイベントに参加するなど、楽しく活動
をしています。心に響くサウンドを目指して！ハートフルミュージック
“SBO”

浜松リハーサル・ジャズ・オーケストラ ★

（浜松市）

〈曲目〉Thanks Hank、My One And Only Love、Night Flight
「音楽を一生の友に」
をキャッチフレーズに１９８０年結成、浜松市内に
勤務する社会人を中心に幅広い年齢層で構成されています。
楽器の都・浜松ならではの楽器作りの職人が多く在籍していますが、
この技が演奏に役立つかは……⁉

ジャズ・リバース・オーケストラ

（浜松市）

〈曲目〉Magic Flea、My Man Sam、Phil Not Bill、Black Nile
1970年創設、一昨年結成50周年を迎えた浜松ビッグバンドの老舗
です。幅広い年齢層と幅広いジャンルで楽しくやっています。
新メンバー募集中！一緒にやりたい方、お気軽にメンバーに声をお掛
け下さい。
ゲスト

平賀マリカ

（Vo）

華やかにスイングする
艶 の あ るヴォイ スと
国 内 屈 指 の 歌 唱 力で
ジャズヴォーカル界を
牽引する実力派ヴォー
カリスト。

メンバーのほとんどが20代のフレッシュなバンドです。若さあふれる
フレッシュでスパイシーな演奏をお楽しみください。

浜松スイングバンド ★

（浜松市）

〈曲目〉Bebop Ballgame、When The Saints Go Marching In、チャッキリ節
1963年にジャズ愛好者で結成し今年で60年目を迎えます。活動の
年輪もサウンドの魅力となって届けられたらと、毎週土曜日に老若が
集い練習を続けています。本日も皆さんと一緒に、
音楽を楽しみたい
と思います。

Vanguard Jazz Workshop

（浜松市）

〈曲目〉Lady Bird、Salsa Nueva、Up Jumped Spring
浜松市西部を拠点に地元の音楽イベントに意欲的に参加していま
す。ジャズだけにとらわれることなく、演奏して自分たちが楽しいと思
える曲で、聴いていただいている人にもその楽しさが伝わる演奏を
目指しています。

グ ラ ン シップ サ マ ー フェス ティバ ル

静岡県文化財団は子どもたちに向けて、文化芸術を体験する場・環境づくりに力を入れています。
「劇場からのギフトプログラム」のひとつとして、楽器体験コーナーを開設します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により中止する場合がございます。

STREET JAZZ SHIZUOKA
IN & OUT 2022

■ 注意事項

日
場
主

時：8月27日㈯・28日㈰ 12:00〜20:00
所：静岡市 青葉シンボルロード 他
催：静岡ジャズ愛好会 ※入場無料
（雨天決行）

・当日券の有無は、前日にグランシップホームページでお知らせします。
・万が一、開催中止などの場合、購入済みのチケットの払い戻しは、グランシップチケットセンター窓口で現金のみの返金とさせていただきます。
交通アクセス
・JR東静岡駅南口隣接。
・静岡鉄道長沼駅徒歩10分。
・東海道新幹線
（ひかり）
で東京・名古屋から１時間、
新大阪から２時間。JR静岡駅乗換、東静岡駅まで３分。
・車では、
東名高速道路静岡Ｉ.Ｃ.から２０分。日本平久能山スマートI.C.から10分。
新東名高速道路新静岡Ｉ.Ｃ.から１５分。静清バイパス千代田上土Ｉ.Ｃ.から１０分。
公演当日は混雑が予想されます。公共の交通機関をご利用ください。
車椅子でご来場の方は公演前日までにご連絡ください。
（公財）
静岡県文化財団 文化事業課 TEL.054-203-5714
〒422‑8019

（静岡市）

静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号

グランシップ指定管理者：公益財団法人静岡県文化財団
https://www.granship.or.jp/

