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横浜から発信するジャズ・フェスティバル 

横濱 JAZZ PROMENADE 2020 
    いつもとちがう！今年のジャズプロ。10/10（土）・11（日）開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■今年の見どころ・聴きどころ 
 

１．LIVE ONLINE 横浜赤レンガ倉庫からライブ生配信！！【視聴無料】 
 

横浜赤レンガ倉庫１号館３階ホールで無観客ライブを行い、ジャズプロ公式 YouTubeチャンネルで配信します。 

【 10月 10日 （土） 】 ※時間は目安です。 

●15：00～16：00  Orquesta Libre + スガダイロー 

 様々なジャンルの音楽をユニークなアレンジで取り上げる、リーダー芳垣安洋（ds）のミニオーケストラ。今回は

特別企画として、結成 50 周年を迎えるフュージョンの金字塔「ウェザー・リポート」の楽曲をオルケスタ・リブレが

21世紀風に再構築する。 

●16：30～17：30 和田明 カルテット ゲスト：曽根麻央 

男性ジャズヴォーカル界期待の新星・和田明を中心に、この日のために結成されたカルテット。ゲストミュージシ

ャンとしてトランペット曽根麻央が参加。演奏ジャンルはオリジナル、スタンダード。 

●18：00～19：00 東京エキゾチカ with 真由子 ゲスト：桃井まり 

 朝丘雪路、津川雅彦の一人娘、真由子の甘いヴォーカルとナイトクラブの雰囲気を持つ東京エキゾチカの演奏。

真由子の母譲りのムーディな歌は昭和の夜を思い出させる。ゲスト桃井まりの熱唱も聴きもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜の秋の風物詩「横濱 JAZZ PROMENADE」。28回目となる今年の出演者が決定しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、例年の規模や形式と異なる形ではありますが、1993 年から続く

ホールライブ・街角ライブ・ジャズクラブの開催スタイルは保持しながら、感染症対策を行い実施いたします。 

ホールライブは「LIVE ONLINE」と称し、横浜赤レンガ倉庫からライブ配信を行います。ジャズのメイン・スト

リームからコンテンポラリーまで、コンボ、ビッグバンド、ヴォーカルと多様なスタイルのジャズをお楽しみいた

だけます。街角ライブは会場数を限定し、横浜市役所アトリウムをはじめ４会場で開催。ジャズクラブも 12店舗

が参加します。 

 「いつもとちがう！今年のジャズプロ」をぜひお楽しみください。 
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【 10月 11日 （日） 】 ※時間は目安です。 

●15：00～16：00 1969 Quintet 

 ベースの塩田哲嗣率いる日本屈指のミュージシャン５人による現代風ハードバップ。ジャズの醍醐味ともいえる

スリリングなプレイ、そしてストレートアヘッドな２管編成の Jazzをお楽しみに！ 

●16：30～17：30 中村誠一＆紗理  ザ・ストンパーズ 

1930 年代のハーレムを彷彿とさせるスウィングバンドの音楽とダンスを今に蘇らせる 11 人編成のダンスミ

ュージックオーケストラ。心地よいスウィングリズムとエモーショナルなメロディーに加え、今回は Lindy Hop

ダンサーズとの共演も見どころ。 

●18：00～19：00 井上銘 Quartet 

次代のシーンを牽引するギタリスト井上銘がカルテットで登場！同世代の才能豊かなジャズメンによるアコー

スティック・コンテンポラリージャズカルテットは自在な表現で、ジャズの新たな側面を炙り出す。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．街角ライブ＆デキシーランドジャズパレード【無料】 
 

●街角ライブ 

アマチュアミュージシャンの晴れ舞台『街角ライブ』は、 

会場数を限定し密にならない等に配慮して開催します。 

両日で 23ステージのライブを、横浜文化プログラム 2020 

との連携で開催し、街をジャズの音色で彩ります。  

 

【会場】横浜市役所アトリウム、ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア※、クイーンズサークル※、

桜木町駅前広場※（10/10のみ）    ※印は、横浜文化プログラム 2020連携会場 

 

●デキシーランドジャズパレード 

元町ショッピングストリートでは、“ジャズの原点”とも言われる 

デキシーランドジャズのパレードを行います。 

おなじみ“日本のサッチモ”外山喜雄率いるデキシーセインツが、 

元町ショッピングストリートを練り歩きます！  
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３．ギラ・ジルカ JAZZ ESSENTIALS  

スペシャルステージ【無料】 

（10日 ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア） 

2021年に開催を控えた「東京 2020大会」。 

イスラエル国のホストタウンである横浜市はイスラエル国との 

文化交流を推進しています。そこで今回、イスラエル人の父と 

日本人の母を持つ日本在住のジャズボーカリスト、 

ギラ・ジルカさんをジャズプロにお招きし、スペシャルライブを行います。ギラさんのパッション溢れる歌声と実力

派揃いのバンドメンによる熱い生演奏を無料でお聞きいただけるチャンスです！ 

 

４．ジャズクラブ 
 

横浜市内には数多くのジャズクラブがあります。今年は12店舗がジャズプロ開催に合わせ、各店独自のプログ

ラムによるライブを実施。お酒や食事とともにお楽しみください。 ※詳細は各店舗にお問い合わせください。 

【参加店舗】 ドルフィー／Bar Bar Bar／ジャズカフェGIG／Me gusta／kt.Bears／King’s Bar／ジャム

セカンド／ジャズ喫茶ちぐさ／野毛 JUNK／Jazz Spot ADLIB／おとくらぶWARANE／ブルース・エット  

 

＜横濱 JAZZ PROMENADE 2020概要＞ 

１ 日  時   

令和２年10月10日（土） 、11日（日） 12時半～19時頃（会場により異なる） 

２ 会  場  

【LIVE ONLINE】横浜赤レンガ倉庫１号館３階ホール（無観客ライブ、配信のみ） 

【市内ジャズクラブ】ドルフィー／Bar Bar Bar／ジャズカフェGIG／Me gusta／kt.Bears／ 

King’s Bar／ジャムセカンド／ジャズ喫茶ちぐさ／野毛JUNK／Jazz Spot ADLIB／おとくらぶ

WARANE／ブルース・エット 

【街角ライブ】横浜市役所アトリウム、ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア※、 

クイーンズサークル※、桜木町駅前広場※（10/10のみ）、横浜元町ショッピングストリート（デキシー・

パレード）  ※印は、横浜文化プログラム2020連携会場 

３ 出演者・グループ 

   Orquesta Libre+スガダイロー／和田明カルテット ゲスト：曽根麻央／東京エキゾチカwith真由子

ゲスト：桃井まり／1969 Quintet／中村誠一＆紗理  ザ・ストンパーズ／井上銘 Quartet 他 

４ 料  金  

   「LIVE ONLINE」、「街角ライブ」は無料でご覧いただけます。 

ジャズクラブへの入場には各店舗指定のミュージックチャージがかかります。 

５ 主  催  横濱 JAZZ PROMENADE実行委員会 

６ 共  催  横浜市文化観光局 

詳細はホームページをご覧ください。http://jazzpro.jp/ 「ジャズプロ」で検索！ 

お問い合わせ先 

横濱JAZZ PROMENADE 実行委員会 （公益財団法人横浜市芸術文化振興財団内） 

鈴木、大野 TEL：045-211-1510  E-mail:press@jazzpro.jp 

http://jazzpro.jp/
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広報担当：大野美菜子 MAIL: press@jazzpro.jp TEL 045-211-1510/ FAX 045-221-0216 

横濱 JAZZ PROMENADE 2020（10/10、10/11） 

取材申込書 
下記に必要事項をご記入いただき、10月７日（水）17 時までに FAX：045-221-0216までお送りください。受領後、申請

の諾否についてご返信いたします。なお、お申込みは公式 HP（ http://jazzpro.jp/）「プレスの方へ」

（http://jazzpro.jp/press）での WEB 登録もご利用いただけます。 

取材希望日 □１０／１０（土）   □１０／１１（日）  □１０／１０、１１両日  

撮影有無 □ あり □ なし 

ジャンル 記者 ・ スチールカメラ ・ ＴＶ・動画クルー ・ その他（      ） 

取材希望会場・ 

アーティスト 
 

  

申 込 日  令和２ 年       月       日  （    ） 

貴社名                      

所属部署・媒体（番組）名  

お申込者                      E‐ｍａｉｌ： 

ご連絡先 

所在地： 〒    － 

                                   あ 

                                   あ 

電話：                   携帯： 

ＦＡＸ： 

当日取材者（氏名・人数）                                                合計人数   人 

当日の連絡先 当日責任者                 携帯電話      －      － 

取材目的 

露出メディア名 

 
掲載スペース・コーナー名 

 

露出予定日・発行日（掲載号）・放送予定時間 

 
インタビュー希望等 

 

備 考  

＜お願い＞ 

1. 掲載紙・誌 、番組ＶＴＲ等の DVDを横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会までご送付ください。 

2. 取材に関しましては、横濱 JAZZ PROMENADE 2020の報道を目的としている場合に限らせていただきます。 

3. 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会が指定する場所以外での取材・撮影はできません。 

4. 申込み後にキャンセルがある場合は必ず事前にご連絡ください。 

5. 取材当日は、本部（横浜赤レンガ倉庫１号館２階）にて必ず「本申請書」と「ご本人が取材者であることを確認できるも

の」をご提示ください。 

 

http://jazzpro.jp/
http://jazzpro.jp/press

