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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 2021
10月9日(土)・10日(日) YouTube無観客ライブ配信決定！
横浜の秋の風物詩「横濱 JAZZ PROMENADE」。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、10/9（土）・ 10/10（日）に開催を予定していたホール・
街角会場での集客イベントの開催は断念いたしました。みなさまに横浜の街を回遊しながら生ライブを楽しんでいた
だくことは叶いませんでしたが、「横浜のジャズの灯を絶やさない」という想いのもと、YouTube での無観客ライブ
を開催することを決定いたしました。
ラインナップは、プロミュージシャン３バンドによる“伝説のトランペッター「マイルス・デイヴィス」”の記念ステージ
から、次世代のジャズを担うジュニアビッグバンドステージ、白熱したアマチュアバンドの演奏をお届けします。
ジャズクラブでは 14 店舗が参加し、各店舗でライブを行います。また、今年は新たな試みとして「ジャズプロ・サテ
ライト」と称し、区民文化センター、市民ギャラリーなど 5 会場でジャズライブやレクチャーを開催します。
運営にあたっては、感染症対策を行い実施いたします。

■■ライブ配信ラインナップ【視聴無料】

１．マイルス・デイヴィス没後 30 周年記念ステージ
横浜赤レンガ倉庫から無観客ライブ生配信！！ジャズプロ公式 YouTube チャンネルで配信します。
1944 年のデビュー以来、亡くなる 1991 年までのおよそ 50 年間、常にジャズ界を牽引革新し一貫してスタ
ーの座にあったマイルス・デイヴィス。そんなマイルスを敬愛し日頃から研究怠りない 3 人のトランペッターがリー
ダーを務めるグループが登場します。主に 1950 年代のジョン・コルトレーンらを擁したセクステット時代の音楽
を高瀬龍一。60 年代のウェイン・ショーター、ハービー・ハンコックらによるニュー・クインテット時代を中村恵介。
『イン・ア・サイレント・ウェイ』『ビッチェズ・ブリュー』以降のエレクトリック・マイルス時代を類家心平という現在のト
ップ・プレイヤーが熱演します。

【 10 月９日 （土） 】 ※時間は目安です。
●14:00～15:00 高瀨龍一セクステット
三管セクステットで、高瀬が 50 年代マイルス研究の結晶を披露する（プログラムディレクター・小針）
●15:30～16:30 中村恵介クインテット
横浜市出身の名手が、モード期のマイルス・サウンドを現代に甦らせる（プログラムディレクター・大伴）
●17:00～18:00 RS5pb
世界で高い評価を受ける類家心平が、横浜から奏でるエレクトリック・ジャズ（プログラムディレクター・大伴）

写真：左から高瀨龍一、中村恵介クインテット、RS5pb
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２．ジュニアビッグバンドステージ
横浜赤レンガ倉庫から無観客ライブ生配信！！ジャズプロ公式 YouTube チャンネルで配信します。
ビッグバンドの迫力あるサウンド、ジャズのスタンダードナンバーを、次世代のジャズを担う子どもたちによる若
さあふれるフレッシュな演奏でお聴きください。

【 10 月 10 日 （日） 】 ※時間は目安です。
●12:00～12:40 植木リトゥル・エコー・アンサンブル
●13:20～14:00 みなとみらい Super Big Band
●14:40～15:20 開成ジュニアアンサンブル Super Blue Birds
●16:00～16:40 山手学院 Solid Sounds Jazz Orchestra
※学校や地域の状況等により、中止または変更となる場合があります。

３．街角ライブ CROSS STREET ステージ
CROSS STREET から無観客ライブ生配信！！ジャズプロ公式 YouTube チャンネルで配信します。
アマチュアミュージシャンの晴れ舞台『街角ライブ』。街角ライブ会場「CROSS STREET」は、会場への入場を
出演者とスタッフに限定しクローズドにして無観客ライブを実施することが可能なため、当初より出演を予定して
いたアマチュアバンドによるライブ配信を行います。

【 10 月 9 日 （土） 】 ※時間は目安です。

【 10 月 10 日 （日） 】 ※時間は目安です。

●12:00〜12:40 都会と犬ども

●12:00〜12:40 Sweet Soul Arrow

●12:55〜13:35 Spresso

●12:55〜13:35 Yokohama Funk InQ

●13:50〜14:30 Chatting Edge

●13:50〜14:30 Maco's Kitchen

●14:45〜15:25 Seventh Avenue

●14:45〜15:25 すずめバンド

●15:40〜16:20 Blue Wave

●15:40〜16:20 Naotones Jazz Quartet
●12:55〜13:35 Spresso

■■ジャズクラブ

●13:50〜14:30 Chatting Edge
●14:45〜15:25 Seventh Avenue

●15:40〜16:20 Blue Wave
横浜市内には数多くのジャズクラブがあります。今年は 1４店舗がジャズプロ開催に合わせ、各店舗独自のプロ
グラムによるライブを実施します。 ※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／ジャムセカンド／ジャ
ズ喫茶ちぐさ／野毛 JUNK／おとくらぶ♪WARANE♪／BLUES ETTE／よいどれ伯爵／A.B.SMILE／７ｔｈ
AVENUE／Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ うっふ

■■ジャズでつながる横浜の街！ジャズプロ・サテライト
ジャズプロがエリアを拡大！今年は、鶴見区民文化センター、磯子区民文化センター、緑区民文化センター、戸
塚区民文化センター、横浜市民ギャラリーあざみ野の 5 会場で開催します。
是非、お近くの会場でジャズをお楽しみください。（共催：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会）
※開催日は会場により異なります。次ページをご覧ください。
※お問い合わせは、各会場へお願いします。
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＜横濱 JAZZ PROMENADE 2021 ライブ配信 概要＞
１ 日

時 : 令和３年10月９日（土） 、10日（日） 12時～18時頃（会場・ステージにより異なる）

２ 配信サイト : YouTube横濱 JAZZ PROMENADE 公式チャンネル
※横浜赤レンガ倉庫１号館３階ホール、CROSS STREETで無観客ライブを行い配信します。

３ 出演者 : 高瀨龍一セクステット、中村恵介クインテット、RS5pb、
ジュニアジャズバンド、アマチュアバンド 他
４ 料

金 : 配信ライブは無料でご視聴いただけます。
※ジャズクラブでのライブやジャズプロ・サテライトは料金がかかります。一部無料あり。

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。httpｓ://jazzpro.jp/ 「ジャズプロ」で検索！

＜ジャズでつながる横浜の街！ ジャズプロ・サテライト＞
■『Shall We Dance Whenever You Can～踊らん哉』
【日時】10/3(日) 15：30 開演

【会場】鶴見区民文化センター サルビアホール ホール

【出演】稲垣貴庸&TN スウィング・オーケストラ、キャロル山崎（vo）、桃井まり（vo）
■『高瀬啓伍 Boogie Magic Live〜ブギウギピアノで贈るディズニー音楽の世界～』
【日時】10 月 16 日（土） 14：00 開演

【会場】磯子区民文化センター 杉田劇場 リハーサル室

【出演】高瀬啓伍
■『みどりアートパーク・レクチャーシリーズ 「ジャズを身近に感じてみよう」』
【日時】10 月 16 日（土） 14：00 開演

【会場】緑区民文化センター みどりアートパーク リハーサル室

【出演】〈講師・演奏〉土田晴信（org） 〈演奏〉井上智（g）、小泉高之（ds）
■『ムーンライト・セレナーデ／永遠のグレン・ミラー・サウンド』
【日時】10 月 17 日（日） 14：00 開演

【会場】戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール

【出演】宮本剣一ビッグバンド
■Welcome!アートフォーラムあざみ野ロビーコンサート①
【日時】10 月 17 日（日）12：00～ 【会場】横浜市民ギャラリーあざみ野エントランスロビー

【解説】大伴公一（横浜 JAZZ 協会理事）、アキュフェーズ株式会社
■Welcome!アートフォーラムあざみ野スペシャル・ロビーコンサート②
【日時】10 月 24 日（日）12：00～ 【会場】横浜市民ギャラリーあざみ野 レクチャールーム
【出演】みなとみらい Super Big Band
※ジャズクラブおよびジャズプロ・サテライトに関するお問い合わせは各店舗・会場へお願いします。

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）
事務局次長：鈴木、広報担当：大野 TEL：045-211-1510 E-mail:press@jazzpro.jp

