Tetsuro Kawashima & Akane Matsumoto JAZZ LIVE

川嶋哲郎 & 松本茜

JAZZ LIVE

日本ジャズ界で絶大な人気を誇る

テナーサックス奏者と天才美人ピアニストの邂逅。
一音で魅了する歌心と技巧。
あふれ出るインプロビゼーション、
ほとばしるスイング。
スタンダードからオリジナルまで、
ジャズの美しさ、
楽しさに酔いしれるビタースイートな大人のデュオ・ライブ。

曲 目
Take The A Train（A列車で行こう）
Someday My Prince Will Come（いつか王子様が）
Over The Rainbow（虹の彼方に） 他

2017年10月21日㊏

■開場 15：30
■開演 16：00
■会場 あすねっと文化ホール
〒369-0101 熊谷市津田1-1
（大里生涯学習センター内）
■発売開始 2017年6月29日
（木）10：00～
全席
指定

4,000円

（税込）

高校生
以 下

2,000円

（税込）

※未就学児入場不可。

本公演のチケットを購入の際、
『小林香織サマーコンサート
（７月１日・あすねっと

リピーター 文化ホール）
』のチケット
（半券）提示で500円割引となります。
割 引

※さくらめいと、あすねっと窓口販売のみ

※曲目は変更となる場合があります。

チケット取扱い

□ さくらめいとチケットセンター

（１０：００～１７：１５ 火曜休※祝日の場合は翌日）

□ チケットぴあ

電話予約

℡０４８-５３２-９０９０

電話予約

℡０５７０-０２-９９９９

Ｐコード＜３２９－８５８＞

□ 大里生涯学習センターあすねっと

℡０４93-36-1122

□ 八木橋百貨店プレイガイド
（熊谷市） ℡０４８-５２３-１１１１
（代）
□ 宮脇書店
□ 新星堂

行田店
深谷店（アリオ深谷１階）

℡０４８-５５４-６３００
℡０４８-５７２-７１５５

◎その他注意事項など
・臨時無料バスをご利用ください。
（ＪＲ高崎線熊谷駅南口⇔あすねっと・公演前後に運行）
・車いす席をご希望のお客様はさくらめいとチケットセンターへご予約ください。
・やむを得ない事情により一部変更する場合があります。

主催・問合せ（公財）熊谷市文化振興財団／ TEL 048-532-0002 ／火曜休（祝日の場合は翌日） 後援 熊谷市・熊谷市教育委員会

企画制作

Tetsuro Kawashima & Akane Matsumoto JAZZ LIVE

川嶋哲郎 & 松本茜 JAZZ LIVE
松本茜

川嶋哲郎
Sax , Flute

Jazz Piano
鳥取県米子市出身。
ジャズピアニスト。

1966年8月9日、富山県生まれ。

幼少時代、クラリネット奏者北村英治氏のコン
サートでジャズと遭遇。独学で日々ジャズ演奏

6才からピアノを始め、12才でトランペット、高校
時代にテナーサックスに転向。大学在学中に独

の模倣を続ける。

学でジャズを始める。卒業後名古屋で会社員とし
て勤務するが、原朋直(tp)と大坂昌彦(d)に出会

2002年、MALTA(sax)プロデュースの第１回倉

い、27歳でプロに転向。テナー、ソプラノサック

吉天女音楽祭出場、グランプリ受賞。

スだけでなく近年ではフルートも演奏。

2004年、バークリー音楽大学の奨学金オーディション学費全額免除試験に合格。同年

大坂・原5、日野皓正5、大西順子6、日野元彦6等の活動を経て近年では東京銘曲堂
(TMD)、森山威男グループ、
メンバーを一新した自身のカルテットの他、ライフワークの
ソロ、デュオライブ等も精力的に実施。
また日野皓正(tp)、山下洋輔(p)とのコンサート
も不定期ながら数年に渡って開催。
自己バンドによるアフリカ（セネガル＆ギニア共和国）での公演、定期的に単身渡仏し
ヨーロッパ各国の多数の演奏家との共演を果たす等、
国際的にも表現の場を広げている。
2009年1月にはニューヨークとボストンで行われたイベントに竹澤悦子（筝）
と共に招
待され演奏。同年より石森管楽器店にてセルフプロデュース公演を定期的に開催。
さら
には2010年より
「サックス奏法研究会」を定期的に開催している。
また2007年より2010年までJazzLife誌にて「わがままサックス哲学」を連載、2011
年より
「気ままにジャズエチュード」を連載中。2009年度より講師として洗足学園音楽
大学での講座を受け持つ。その他、ヤマハミュージックアベニュー・石森管楽器での講座
も行なう。
2010年にはジャズと日本文化の象徴である俳句を統合した「Jazz句会」に出演、
ジャ
ズプレイヤーの枠を大きく超え、日本人即興音楽家として独特な活動を続けている。
1999年に初リーダーアルバム「ETERNAL AFFECTION」を発表。
2004年からソロパフォーマンスをライブ収録した「天元」
シリーズ4タイトル発表。
2006年からはジャンル・楽器問わず、様々なミュージシャンとのデュオアルバムがリ
リース開始。
最新アルバムは、
カルテット名義のライブ盤「 SOUL SUITE（ソウル・スイート）」。

に第23回浅草ジャズコンテスト・ソロプレーヤー部門にて金賞受賞。
このとき共演し
た植松良高氏（dr）に将来性を買われ、度々上京しジャズクラブで定期的にライブ活動
を行う。NHK広島放送局制作の情報番組で高校生ジャズプレイヤーとして紹介される。
2006年4月、日本大学芸術学部進学と同時に上京。放送業界のノウハウを学ぶ傍ら、
都内での本格的なライブ活動を始める。
2008年5月、
日本コロムビアレコードより、
1stアルバム
「フィニアスに恋して」
でデビュー。
2009年10月初渡米、NYにてNatReeves(b)、JoeFarnsworth(ds)の両氏とレコー
ディング。翌年1月、2ndアルバム「Playing NewYork」発表。地元鳥取県米子市文化ホー
ルにて凱旋トリオコンサートを行い、成功をおさめる。
2010年1月、出光音楽賞ノミネート
2011年1月、サッポロビール「麦とホップ」テレビCM音楽担当
2013年2月、パリで開催されたJazzInJapanにトロンボーン奏者の中川英二郎氏のグ
ループで出演。
2013年6月、浜崎航(ts)氏とのユニット、浜崎航(ts)meets松本茜trio"BIG CATCH"よ
り1stアルバム"BIG CATCH"をリリース。
コアなジャズファンもジャズ初心者も笑顔になるライブは、全国各地で大きな支持を
得る。同バンドでNHKセッション2014に出演。
2 0 1 5 年 4 月 、N Y に 渡り、世 界 の 第 一 線 で 活 躍 する P e t e r W a s h i n g t o n ( b ) 、
GeneJackson(ds)の両氏と５年ぶり３枚目となる自身のアルバム"Memories of
you"を制作。同年の夏にコンセプトレコードよりリリースを果たす。
2016年6月、自身の出身地である鳥取県米子市の首都圏観光大使に任命される。
2017年4月に通算4枚目、NewYorkTRIO第二弾CD「Night & Day」をリリースしたば
かり。

アクセス情報
■電車でお越しの場合

本石二丁目

ＪＲ高崎線・秩父鉄道 熊谷駅下車

至高崎

八木橋デパート

JR高崎線

臨時無料送迎バス
熊谷駅南口⇔あすねっと 発車時間： 行き 15：20、15：30

帰り 終演後随時

※定員になり次第出発。定員を超える乗車はできません。

熊谷駅南口より22分、
「大里行政センター前」下車徒歩2分。
（運賃100円）

●タクシー約20分（7～8ｋｍ）

国道17号

熊谷駅
荒川大橋
コンビニ

荒川
村岡

●市内循環バス「ゆうゆうバス」

佐谷田南

国

道

行田駅

至さいたま

吹上駅

久下橋

大里行政センター

40

鎌塚

大芦橋

農産物直売所

7号

吉見小学校

あすねっと

コンビニ

■車でお越しの場合
●国道17号「佐谷田南」交差点より3.5㎞
●国道407号バイパス「東平北」交差点より県道を経て3.5㎞

東平北

※無料駐車場194台

〒369‐0101

東平

埼玉県熊谷市津田１－１ 月曜日休館（祝日の場合は翌日）

至川越

Kaori Kobayashi Summer Concert

小林香織サマーコンサート
日時
会場
全席
指定

2017年7月1日㊏ 16：00開演
あすねっと文化ホール

4,500円

好評
発売中

★予定曲目
Nothing’s gonna change my love for you、
Shake it oﬀ、Saturday in the park ほか

（税込）高校生以下／2,000円（税込） ※未就学児入場不可

