season 25

2022.6/25（土）15:30開演（15:00開場）

松丸契SHIBUYA Quartet
松丸契(as,ss)/David Bryant(p)/須川崇志(b)/石若駿(ds)

season 26

2022.8/27（土）15:30開演（15:00開場）

TOKU&小沼ようすけDuo
TOKU(vo,ﬂh)/小沼ようすけ(g)

シブヤ・ジャズ・クロッシング7

交 錯し 融 合し 拡 散 す る、さまざまなジャズ の カタチ
season 27

2022.10/22（土）15:30開演（15:00開場）

片倉真由子Trio
片倉真由子(p)/粟谷巧(b)/田中徳崇(ds)

“Smile”

season 28

2022.12/24（土）15:30開演（15:00開場）

鈴木良雄The Blend
鈴木良雄(b,p,comp)/峰厚介(ts)/中村恵介(tp)/
Hakuei Kim(p)/本田珠也(ds)

渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（6F） ［チケットお申込み・お問合せ］

渋谷区文化総合センター大和田（3F）ホール事務室

03-3464 -3252（受付時間 10：00～19：00）

3,500円 渋谷区民〔S席 ▶2,500円 / A席（桟敷）▶1,500円〕
当日券 ▶ 4,000円（残席があった場合のみ開場時間より販売）
TEL.

全席指定【税込】 一 般 ▶
渋谷区民 season 25
発売日
一般
発売日

season 25

5/14（土）

5/25（水）

season 26
season 26

7/16（土）
7/27（水）

season 27
season 27

9/10（土）
9/22（木）

season 28
season 28

11/12（土）
11/24（木）

※文化総合センター大和田(3F)ホール事務室にて直接販売。
なくなり次第販売終了。
渋谷区民の方は区内在住、
在勤、
在学を証明できるものを持参。
（電話予約については、
発売日に残席があった場合、
翌日より受付可）

※車椅子席はホール事務室にお問合せください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、中止になる場合がございます。
最新の情報は、大和田公式ホームページにてご確認ください。

www.shibu-cul.jp

主催

渋谷区

season 25

2022.6.25 sat. 15:30 start

松丸契SHIBUYA Quartet

松丸契の楽曲を中心にピアノ、ベース、
ドラムの王道カルテット編成で作曲と即興の狭間にある可能性を
探究する
出演：松丸契(アルトサックス,ソプラノサックス)/David Bryant（ピアノ）/須川崇志（ベース）/石若駿（ドラムス）

松丸契 MATSUMARU Kei

パプアニューギニア出身。
2014年にバークリー音楽大学へ全額奨学金で入学、2018年
に同大学を首席で卒業。同年、帰国し東京を中心に様々なアーティストと共演を重ね
る。SMTKで『SIREN PROPAGANDA』等の三作を発表。m°feで『不_?黎°pyro明//乱
(l°fe / de°th)』、2020年に自身名義による1stアルバム
『Nothing Unspoken Under the
Sun』を発表。
バンド活動と並行して大友良英、芳垣安洋、内橋和久、Dos Monos、浦上
想起、山本達久、石橋英子、ジム・オルーク、須川崇志、
スガダイロー等と共演多数。
www.keimatsumaru.com/

season 26

2022.8.27 sat. 15:30 start

TOKU&小沼ようすけDuo

時にはヴォーカル、時にはインストゥルメンタル、TOKU&ONUMAの緊密なコラボレーションが繰り広げ
る贅沢なジャズの世界
出演：TOKU（ヴォーカル,フリューゲルホーン）/小沼ようすけ（ギター）

TOKU

2000年にアルバム
『Everything She Said』
でSONY MUSICよりデビュー。
以来、
数々のCD作
品を発表し欧米、
アジア各国をツアー。
この間、東日本大震災の直後に行われたシンディー・
ローパーの国内ツアーにも参加する。
2015年発表のフランク・シナトラ生誕100周年を記念し
たカバーアルバムは国内外で賞賛される。2017年『SHAKE』発表、ジャンルを超えて様々な
アーティストとの交歓を実践した作品として高い評価を獲得する。
2020年には自身が熱望し
ていたフランスでのレコーディングを行い、
アルバム
『TOKU in Paris』
として国内外で発売、
話
題を集める。
www.tokujazz.com/

シブヤ・ジャズ・クロッシング7

“Smile”
※公演時間はいずれも2時間程度
（途中休憩有）
を予定
しています。
※いずれの回も演奏曲目は当日発表いたします。
※未就学児のご入場・ご同伴はご遠慮ください。
※場内での撮影・録音・飲食は固くお断りします。
※収録が入る場合があります。ご了承ください。
※都合により、出演者に変更のある場合がございます
（不可抗力により表記日時の公演を中止する場合以
外は、
チケットのキャンセル・払い戻しは致しませんの
で、予めご了承ください）
。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
お客様の
ご連絡先を保健所等の公的機関に提供させていた
だく場合があります。

ご来 場 の お 願 い

小沼ようすけ ONUMA Yosuke

2001年にSONY MUSICよりデビュー。
以来、
11枚のリーダー作品を発表。
2010年以降は『Jam
Ka』等、
フレンチ・カリビアンのミュージシャン達との作品を次々と発表。2016年、Flyway
LABELを設立しパリ録音の
「Jam Ka Deux」
を発表。
これを機にパリやミュンヘンのジャズクラ
ブ、
更にMartinique Jazz festivalに出演する。
2019年にはJam Ka Deuxツアー直後のスタジ
オ・セッションを収録したアルバム
『Jam Ka 2.5』を発表。
グォッカの本拠地Guadeloupeで行
われた "Festival Eritaj"に出演する等、
ジャズをベースに様々な国を旅して得た影響、
経験を
採り入れながら、
世界を音で繋ぐ創作活動を続ける。
www.yosukeonuma.com

season 27

片倉真由子Trio

2022.10.22 sat. 15:30 start

“plays Standards”と“plays Coltrane”、対極に位置すると思われるテーマに果敢にチャレンジして、
その表現世界を拡張し続けるニュー・トリオ

マスクの着用を
お願い致します

手指消毒液を
ご利用ください

検温を実施させて
いただきます

マスクの着用をお願い致します。館内設置の手指消
毒液をご利用ください。入場時に検温を実施させてい
ただく予定です。37.5℃以上の発熱があった場合は、
ご入場をお断りさせていただきますことをご了承くだ
さい。
また、咳・咽頭痛等の症状がある場合、過去2週
間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪
問歴がある場合等はご入場をお断りいたします。
お時間に余裕を持ってお越しください。

出演：片倉真由子（ピアノ）/ 粟谷巧（ベース）/ 田中徳崇（ドラムス）

片倉真由子 KATAKURA Mayuko

仙台市出身。
洗足学園短期大学を首席で卒業後、
バークリー音楽大学、ジュリアー
ド音楽院に入学。
ケニー・バロンに師事。
留学中より、
ハンク・ジョーンズ、
エディ・ヘ
ンダーソン等と共演する。2006年、Mary Lou Williams Women In Jazz Piano
Competitionで優勝、Thelonious Monk International Jazz Piano Competition
のセミファイナリストに選出される。
帰国後は自己のトリオ、
クインテットの他に、伊
藤君子、北川潔3、
レイモンド・マクモーリン4、ジーン・ジャクソン3のグループ等で
活動中。洗足学園音楽大学非常勤講師。twitter.com/mayukokatakura

season 28

鈴木良雄The Blend

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21

2022.12.24 sat. 15:30 start

熱く、激しく、
そして華麗。
レジェンドと中堅5名の強者達が拓く、J-Jazzの未来形 "The Blend"
出演：鈴木良雄（ベース,ピアノ,作曲）/峰厚介（テナーサックス）/中村恵介（トランペット）/

Hakuei Kim（ピアノ）/本田珠也（ドラムス）

鈴木良雄 SUZUKI Yoshio

1969年から1973年まで渡辺貞夫、菊池雅章のグループで活躍。
1973年渡米、1974年スタ
ン・ゲッツ・グループ、1974年～76年アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズのレ
ギュラーベーシストとして活躍。1985年に帰国後はMATSURI、EAST BOUNCE、BASS
TALK、GENERATION GAP等のグループを結成して活動。2010年1月に南里文雄賞を受
賞。
本年4月にThe Blendによるライブ・レコーディングCD『FIVE DANCE』を発表。
‘チンさん’
のニックネームで親しまれる、日本ジャズ界のリーダー的存在である。
chin-suzuki.com

アクセス１：渋谷駅より徒歩５分
国道246号を越えてセルリアンタワーと渋谷インフォスタワーの間に位置します
アクセス２：大和田シャトルバスまたはハチ公バス
（夕やけこやけルート）
にて
乗車時間約2分
バス停「渋谷駅ハチ公口」
から乗車、次のバス停「文化総合センター大和田」下車

●お問合せ

渋谷区文化総合センター大和田
（3F）
ホール事務室
TEL 03-3464-3252（ 受付時間 10：00〜19：00 ）
FAX 03-3464-3289

