The29th

NANGO SUMMER JAZZ FESTIVAL 2018.7.28 s at
カッコーの森エコーランド 野外ステージ
〈全席自由〉

１２
：
００ 開場

オープニング 西園小ジャズバンド・中沢中学校ジャズバンド部・スウィングベリージャズオーケストラ
地元の子供たちやアマチュアミュージシャンによる歓迎演奏をお楽しみください!

１３：００

第４部

前田憲男トリオ

前田憲男（pf）
・加藤真一（b）
・山田玲（ds）

１８：3０

Vincent Herring and
Eric Alexander
The Battle

第１部
１4：００

ビンセント・ヘリング＆エリック・アレキサンダー ザ・バトル
Vincent Herring ビンセント・ヘリング（as）
Eric Alexander エリック・アレキサンダー（ts）
小林陽一（ds）
・中村健吾（b）
・泉川貴広（pf）

第５部

Dock In Absolute

第２部

ドック・イン・アブソリュート

１5：30

Manhattan Jazz Orchestra

１９：20

ルクセンブルクから

マンハッタン・ジャズ・オーケストラ

David Matthews デビッド・マシューズ（pf,leader）
Seneca Black セネカ・ブラック
（tp）
Tanya Darby ターニャ・ダービー
（tp）
Dave Smith デイヴ・スミス
（tp）
Michael Rodriguez マイケル・ロドリゲス
（tp）
John Fedchock ジョン・フェチョック
（tb）
Larry Farrell ラリー・ファレル（tb）
Jim Pugh ジム・ピュー
（tb）
Dave Taylor デイヴ・テイラー
（b.tb）
Chris Hunter クリス・ハンター
（a.s,ﬂ）
Bob Malach ボブ・マラック
（s.s,t.s,ﬂ）
Scott Robinson スコット・ロビンソン
（b.cl,b.s）
John Clark ジョン・クラーク
（fr.h）
Vincent Chancey ビンセント・チャンシー
（fr.h）
Marcus Rojas マーカス・ロハス
（tuba）
Mike Hall マイク・ホール（b）
Terry Silverlight テリー・シルバーライト
（ds）

Photo：Toshimi Matsuda

David Kintziger デヴィッド・キンツィガー（b）
Jean-Philippe Koch ジャン・
フィリップ・コッホ（pf）
Nate Wong ネイト・ウォン
（ds）

ニューヨークから

泉沢果那

第３部 ニューオリンズピアノカルテット
１7：00

Photo：Takao Ogata

泉沢果那（vo/pf）
・篠原裕（g）
・大石竜輔（perc）
・奥村将和（ds）

２０
：30 終了予定

18：10 休憩・ 特産品紹介・抽選会

P3

アクセス

お車

【八戸自動車道（東北自動車道）から】
南郷ICを出て右折、主要地方道名川・階上線を道なりに約１.５ｋｍ
【八戸市街地から】
国道３４０号を軽米方面へ約１５ｋｍ、南郷事務所前交差点を右折すぐ
【岩手県軽米町中心地から】
国道３４０号を八戸市方面へ約１２ｋｍ、南郷事務所前交差点を左折すぐ
※会場近くまでおいでになりましたら係員の誘導に従って下さい。

南部バス「市ノ沢行き」か「軽米行き」に乗車。
「南郷事務所」または「道の駅なんごう」で降車。
路線バス （詳しくは、www.nanbubus.co.jp TEL.０１７８-４４-７１１１）

無料シャトルバス運行のお知らせ ［乗り場・時刻のご案内］ 無料
中心街三日町「はっち」前⇒会場（南郷公民館前）
●１０：３０（発）→１１：１５（着）
●１２：３０（発）→１３：１５（着）
●１１：００（発）→１１：３５（着）
●１２：２０（発）→１３：００（着）

帰り

※各乗り場において、出発の３０分前から
係の者が整理券を配布します。

P2
至 南部・五戸
十和田
青森方面

温水
プール

P4
陸上競技場
キャンプ
受付

グリーン
プラザ
なんごう

道の駅駐車場
南郷そば振興センター

会場（南郷公民館前 発）
中心街（三日町・はっち）
本八戸駅
八戸駅西口（終点）

P1

高速バス

チケット付きバスツアー
●弘 南 バ ス ㈱
●青森総合案内所

※いずれも定員になり次第、締め切らせていただきますので、
お早めにお申し込み下さい。※料金はいずれも税込。

TEL.０１７２-３８-２２５５ 〒０３６-８３２６ 弘前市大字藤野二丁目３番地６
TEL.０１７-７７６-１４７６ 〒０３０-０８０３ 青森市安方１-３-２５（小田島ビル１F）

青森 青森駅・交番前
より ８：３０発

弘前 弘前バスターミナル
より ８：３０発

黒石 黒石駅前
より ７：５０発

五所川原 五所川原駅前案内所
より ７：３０発

大
人… １０,８００円
中 高 生…… ８,０００円
小学生以下…… ５,５００円
上記料金に含まれるもの
往復バス代、
チケット代、
昼食代

●㈱岩手県北観光 TEL.０１９-６４１-８８１１ 〒０２０-０１２４ 盛岡市厨川１丁目１７-１８
８：３０発〜
大
人… １０,８００円
盛岡 厨川駅前 県北バス盛岡（営）
より 盛岡駅西口９：００発（高速利用）〜
中 高 生…… ７,８００円
小学生以下…… ６,３００円
南郷１０：４０着
※最少催行人員２５名
上記料金に含まれるもの
（添乗員・バスガイドは同行いたしません）

往復バス代、チケット代

チケット取扱い宿泊施設
・グリーンプラザなんごう
・八戸グ ラ ン ド ホ テ ル
・八戸パ ー ク ホ テ ル
・八戸プ ラ ザ ホ テ ル

八戸市南郷中野字舘野４-４
八戸市番町１４
八戸市吹上一丁目１５-９０
八戸市柏崎一丁目６-６

TEL.０１７８-８２-２９０２
TEL.０１７８-４６-１２３４
TEL.０１７８-４３-１１１１
TEL.０１７８-４４-３１２１

お体がご不自由で来場を心配されている方は、
７月２３日までに実行委員会事務局
（TEL.０１７８-８２-２１
１
１）
までご連絡下さい。

至 八戸市内方面

屋台村
エリア

野球場
市内無料バス
発着所

会場

至 八戸
・三沢

南郷公民館

駐車場（6台）

チケット販売所

340

●
サンデーホームマート
南郷店

5月23日（水）発売開始！
！

南郷IC

至 岩手県軽米方面

42

至 階上

東京、仙台、盛岡から八戸行きの高速バスが出ております。
会場への乗換えの際は、上記の無料シャトルバス・路線バスの案内を参照願います。

P5

●ローソン

鉄道

フェンス

トイレ

テニス場

南郷文化
ホール

●お問合せ先：南郷ジャズフェスティバル実行委員会ＴＥＬ.０
１
７８-８２-２
１
１
１
（事務局：八戸市総合政策部南郷事務所内）

【八戸駅で乗換え】
八戸駅 西口 から無料シャトルバスを運行いたしますのでご利用下さい。
（詳細については、上記の「無料シャトルバス運行のお知らせ」をご覧下さい）

駐車場

キャンプ
専用駐車場

南郷図書館

●演奏終了後

P

南郷事務所

行き 八戸駅 西口 ⇒会場（南郷公民館前）

会場付近図

グリーンドーム
南郷

「道の駅なんごう」を目標においで下さい。

駐車
無料

※都合によりプログラム順・出演者等が変更になる場合もありますので、
ご了承下さい。

至 盛岡

●八戸市／中合三春屋店・ラピア・さくら野百貨店八戸店
ユートリー・スーパーみなとや・八戸市公会堂
八戸市職員生活協同組合各販売所・はっち・八戸観光コンベンション協会
はちのへ総合観光プラザ・八戸グランドホテル・八戸パークホテル・八戸プラザホテル
TSUTAYA八戸ニュータウン店・JAZZ & BOURBON sahara
●階上町／東門
●おいらせ町／イオンモール下田２階総合インフォメーション
●十和田市／桜田酒店
●青森市／成田本店しんまち店・サンロード青森総合サービスカウンター
さくら野百貨店青森本店
●弘前市／弘南バス・さくら野百貨店弘前店
●五所川原市／ＥＬＭインフォメーション
●盛岡市／岩手県北観光
●南郷地区／道の駅なんごう（グリーンプラザなんごう）・ジャズの館南郷
八戸市南郷文化ホール・南郷商工会・南郷地区内各商店
●全国／ローソンチケット
チケットぴあ（セブンイレブン・ファミリーマート・サークルＫ・サンクス他）
※詳細は南郷サマージャスフェスティバルホームページ（八戸市）をご覧下さい。

Ｌコード 22225 Ｐコード 113-040
■お客様へのお願い ☆会場内について ●屋根の設置はございませんが、客席でのテント設営、開演
後のパラソル・傘のご利用は、他のお客様の迷惑になりますのでご遠慮下さい。雨天の場合はカッパを
着用して下さるようお願いします。●会場内でのカメラ・ビデオ・携帯電話等での撮影・録音は禁止して
おります。入場の際に手荷物チェックを実施しますので、予めご了承下さい。●客席は、全席自由席で
す。なお、屋根の設置はございませんので、予め敷物をご準備下さい。●大きなクーラーボックス、椅子
は他のお客様の迷惑になりますので、会場への持ち込みはご遠慮下さい。●ペットの持ち込みは他のお
客様の迷惑になりますのでご遠慮下さい。●客席内は全面禁煙ですので、喫煙は会場内の指定場所でお
願いします。●屋台村ではお酒を販売しますが飲酒運転は絶対にしないようお願いします。

会場内でのカメラ・ビデオ・携帯電話等での撮影・録音は禁止しております。
入場の際に手荷物チェックを実施しますので、予めご了承下さい。

