
Original Dixieland Jazz Club 17-07 

 

お 知 ら せ 
 

『Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ １１７ｔｈ Ｇｅｏｒｇｅ Ｌｅｗｉｓ』 
 

７月１３日(木)  ＰＭ７：００～１０：００ 
 

堺筋・長堀橋 「．ｎｂｂ・長堀ブリッジビルディング ５Ｆ」  ０６-６２４１-０５２６ 

大阪市中央区島之内１-１９-１３ 地下鉄堺筋・鶴見緑地線・長堀橋４番出口左すぐ、1Fつるまる饂飩のビル５Ｆ エレベーターありません 

             （会場の地図は、同封の 喇叭の玩具箱 ７月２１～２２日開催のチラシを参考にして下さい） 

 

会費  ４.０００円  シェフおまかせ料理 ＋ フリードリンク 付 
 

予約は  ＯＤＪＣ事務局・TEL ０６-６９１１-２５３１  FAX ０６-６９１２-０８５１ 

Ｅ-mail : odjc-kuchiba@mercury.sannet.ne.jp 

           会場・準備の都合で１０日頃までの申込みをお願いします。満席になりしだい締切ます。 

 

Ｈｅｉｓｕｋｅ ａｎｄ Ｈｉｓ Ｒａｇｔｉｍｅ ｂａｎｄ 
             加藤平祐（Ｃｌ）  石野美恵子(Ｐ)  倉田英実（Ｂｊ）   樋口俊哉（Ｂｓ） 

            ＴＲＩＯ  ＱＵＡＲＴＥＴＴＯ  ＱＵＩＮＴＥＴ（ゲスト 池本徳和・Ｃｏ・司会）で演奏 

１９４２～５０年代のジョージ・ルイスのサウンド・ブルース・をお楽しみ下さい。 

 

【ジョージ・ルイス】 （１９００年７月１３日 ニューオリンズ生まれ～１９６８年１２月３１日 ニューオリンズで没） 

野口久光 著 キングレコードより発売ＣＤ【ジョージ・ルイス ｌｎ 東京 １９６３】 ライナーノーツ(１９８５年著)から抜粋。 

 初期のニューオリンズ・ジャズ界からは、多くのすぐれたクラリネット奏者が輩出しているが、ジョージ・ルイスは他のどのクラ

リネット奏者とも違った独自の奏法、スタイルを築いていた。不況時代に演奏から遠ざかって肉体労働に従事していたルイスを

再起させたウィリアム・ラッセルに感謝しなければならないが、ルイスその人を日本に迎えて目のあたりに聴けた事、誠実で心

温いルイスその人に接する事が出来た喜び、感銘は忘れる事が出来ない。 ルイスは日本のファンの熱狂、温いもてなしに応

えて三回来日したが、彼を敬愛するアマチュア、クラリネット奏者、河合良一君の率いる「ニューオリンズ・ラスカルズ」という後

継者を作り、このグループが２０数年（注・本年で５６年）にわたってルイスのスピリットを演奏に生かしているのも素晴らしい。 

 ある人達が古いと思い込んでいるジョージ・ルイスのジャズには素朴ではあるが純粋な美の追求、ヒューマンな温かい心が

脈打っていて我々に大きな喜びと感銘を与えずにおかない。 

 

『ニューサントリー５  森さん』 から                          http://www.newsuntory5.com / 

７月１日（土） ＰＭ７：３０～  【ニューオリンズ・セッション】   福田恒民 木村陽一 川合純一 加藤平祐（Ｃｌ） 

         池本徳和(Co)  保田貴秀(Cl)  梁瀬文弘(Ds)  笠井 正(P)  村橋 健(Bs)  

７月８日（土） ＰＭ７：３０～  【ニューオリンズ・セッション】    

        古川奈都子(P/Vo)  海付 豊(Sax)   ＭＩＴＣＨ(Tp /Vo)  樋口俊哉(BS)   永田充康(Ds) 

７月１５日（土） ＰＭ７：３０～  【ニューオリンズ・セッション】   福田恒民 木村陽一 川合純一 加藤平祐(Cl) 

竹中保夫(Tb)  小林昇治(Cl)  松本竜成(P)  樋口俊哉(BS)  梁瀬文弘(Ds)  田村浩一(Tp) 
７月２２日（土） ＰＭ７：３０～ 【ニューオリンズ・ラスカルズ】 ２２日・土曜日から通常のラスカルズ ライブです 

『Ｓｏｕｌ Ｆｏｏｄ Ｃａｆｅ 古川奈都子(P/Vo)さん』 から       http://www.pianonatsuko.com/alligator.htm 
７月８日（土） ＰＭ７：３０～ 「ニューサントリー５」 【ニューオリンズジャズ・セッション】 Ｗｉｔｈ ＭＩＴＣＨ に参加 

７月９日（日） ＰＭ２：００～４：００ 「ニューサントリー５」 ２ステージ ＣＤ[Ｃｉｔｙ ｏｆ Ｎｅｗ Ｏｒｌｅａｎｓ]発売記念

【古川奈都子(P/Vo)・トリオ/昼下がりのジャズライブ】 海付 豊(Sax/Cl) 佐久間 和(G) ホットでソウルフルな

ボーカル、ゆったりとしたニューオリンズサウンド、ギターとのブルースフルなアンサンブルをお楽しみ下さい。 

会費２.０００円（１Ｄ付）  (予・問)０６-６３１２-８９１２ ＮＳ５ 森まで 予約して下さい、満席の場合・・・・・。 

『ニューオリンズ・レッドビーンズ  池本さん』 から          http://www.odjc.com  (予・問) 池本まで 

７月８日（土） ＰＭ７：００～【第４回 Ｌｉｖｅ ａｔ 舞鶴】 西舞鶴駅前「ガーデン・カフェ・２Ｆ」舞鶴市円満寺１３２ ０

７７３-７５-０４２０ ３ステージ 池本徳和(Co) 山田洋一(Tb) 加藤平祐(Cl) 倉田英実(Bj) 倉田悠生(P) 村橋 健

(Bs) 梁瀬文弘(Ds) フルメンバーで演奏、アンサンブルをお楽しみ下さい。司会・クリス 会費２.０００円（１Ｄ付） 

７月１２日（水） ＰＭ７：３０～ 「ミュージックラフト」 難波千日前６-５音楽ビル２F 【ＴＲＡＤ Session】 池本徳和

(Co) 岩岡眞弘(G) 村橋 健(Bs) 笠井 正(P) ライブ＆セッション（２部）  会費５００円 ０９０-３９６６-５５３５ 



『富士見トラッドジャズ・ファミリー倶楽部  小池さん』から    バーベキュー参加の方は０９０-４２３０-８５３４まで 

７月８日（土） ＰＭ７：００～【蓼科高原 七夕ジャズ・コンサート】「ペンション ピラタス２」長野県芧野市北山４０３５-

２１４８ 深澤芳美(P) 河野文彦(G) 大津昌弘(Bs)トリオ＋下間 哲(Tp) 会費３.０００円（会費＋宿泊・６.０００円） 

(予・問)０２６６-６７-４１５０  http://www.p-pilatus.jp/   ＰＭ４：００からバーベキューをします、申込み下さい。 

『新潟  リバーサイド・ジャズ・バンド 風間さん』から              (予・問)０９０-６６８４-３７８５ 風間 

７月１６(日)～１７日(月・祝) リバーサイド・ジャズ・バンド＋ＴｏｎＴｏｎ【佐渡・能舞台・演奏ツアーと佐渡の楽しい 

旅】募集中 １５日(土)新潟ジャズストリート(参加費１.０００円) １６(日) 新潟港～佐渡 フェリーで演奏・ＰＭ４：３ 

０～佐渡 春日神社・能舞台で演奏、 ホテルでアフターセッション、 １７日(月・祝)佐渡観光 フェリーで新潟へ 

『セカンド・ライナーズ(東京)  北浦さん（Ｔｐ）』から                  (予・問) ０６-６２４１-０５２６ 

７月２２日（土） ＰＭ１：３０～  【喇叭の玩具箱・Ｓｕｍｍｅｒ Jazz Festival】 「長堀ブリッジビルディング 5F」 

大阪市中央区島之内１-１９-１３ 地下鉄堺筋・鶴見緑地線・長堀橋４番出口左すぐ、1F つるまる饂飩のビル５Ｆ エレベーターありません

北浦康司 Ｗｉｔｈ キッチンファイブ  会費２.８００円(本格シェフによるおまかせ料理＋１Ｄ/＋１,２００円 で飲み放題

可) 料理の関係で要予約で願います。７月２１日（金） ＰＭ７：００～ 北浦康司 Ｗｉｔｈ 藤井信之(P) Ｄｕｏでライブ 

『ヴォーカリスト  キャンディー・浅田さん』から                        http://www.dougukan.jp/ 

７月２９日（土） ＰＭ６：３０～「竹中大工道具館 ・ 夏の夕べ」神戸市中央区隈内町７-５-１ 神戸市営 地下鉄・新神戸駅・

北出口１か２～徒歩約３分 ０７８-２４２-０２１６ 【いつか どこかで 聴いた歌】 キャンディー・浅田と大西教文(G)の

デュオライブ 優しく包みこまれるＪａｚｚの世界にひたりませんか。申込み方法は、同封のチラシをお読み頂き、

申し込下さい。１５日位までＯＫです、多数になりますと抽選になります。 事前申込・会費１.２００円（入館料込） 

『ＯＤＪＣ会員 平本さん』 から                         http://www.mino-2.com/hp/index.htm 

７月２９日（土） ＰＭ７：００～「新宿ミノトール ２」新宿区新宿 5-11-4 龍生堂ビル B1 地下鉄・新宿３丁目駅・Ｃ７出口・靖国通

り渡り右へ・徒歩１～２分 ０３-３３４１-２６５５ 【東京ラグタイムフェスティバル】 Ｂｒｙａｎ Ｗｒｉｇｈｔ(P)＆江口裕子

(Vo)・浜田隆史(G) クニミカ 井上大地(G)いざかやばんど 板谷 大(P) アメリカからラグタイムピアニストを迎

えてのフェスティバル。予約 会費３.５００円 当日４.０００円 (ドリンク別途) (予・問) ０９０-５９５６-２８９４ 山本 

『マホガニーホール・ストンパーズ  竹中さん』から       http://www.zing.sakura.ne.jp/gallery_zing.htm 

７月３０日（日） ＰＭ１：００～ 「ギャラリー・ジング」神戸市東灘区本庄町１-１６-１４ サンフォレストビル１Ｆ ＪＲ甲南山手駅～ 

南南東(海側)へ徒歩約５分  【トラディショナルジャズ】 ジャズ録音から１００年、ジャズの原点についての話を交え

たワークショップライブ。竹中保夫(Tb) 小林昇治(Cl) 松永忠軌(Tp) 松本竜成(P) 倉田英実(Bj) 樋口俊哉

(BS) 梁瀬文弘(Ds) ２ステージ    会費（１Ｄ付） 予約１.５００円 当日２.０００円 ０７８-４１３-４８８８ 

『日本ルイ・アームストロング協会 外山さん』 から                  http://wjf4464.la.coocan.jp/ 

【ジャズレコード１００年記念・特別シリーズ例会 ①～③】 御茶の水「アテネフランセ文化センター ４Ｆ」千代田
区神田駿河台2-11/JR水道橋駅・東口出口～徒歩７分  ①７月１日（土） ＰＭ２：００～ 【ラグタイムからＪＡＳＳ誕生まで】 

②８月５日（土） ＰＭ１：３０～ サッチモの【この素晴らしき世界】 ③９月３０日（土） ＰＭ１：３０～ 【サッチモのジ

ャズ事始め】  例会の内容・会費・詳しくは、同封のチラシをご覧下さい。 （予・問）０４７-３５１-４４６４ 

『Ｙｏ Ｋｉｍｕｒａ Ｔｒｉｏ  ピアニスト 小川理子さん』から                http://www.riko-ogawa.net/ 

８月１０日（木） ＰＭ７：００～ 「大阪・いずみホール」ＪＲ環状線・大阪城公園駅下車・徒歩５分【Ｍｅｅｔ ｔｈｅ Ｃｌａｓｓｉｃ】 
関西フィィルさんとの共演で、バッハを弾きます。藤岡さんの指揮で大きな挑戦をさせて頂く事になり、２０１４年 

にガーシュイン「ラプソディー イン ブルー」以来３年ぶりの共演です。 （予・問）０６-６５７７-１３８１ 関西フィル 

『ビルボード Ｌｉｖｅ ＯＳＡＫＡ』から              大阪市北区梅田２-２-２２ ハービスＰＬＡＺＡ ＥＮＴ Ｂ２ 

８月１４日（月）  ニューオリンズの伝統を体現するハウスバンド 【プリザヴェーション・ホール・ジャズバンド】  

１ｓｔ（ＰＭ６：３０～） ｏｒ ２ｎｄ（ＰＭ９：３０～）ステージ 【ＯＤＪＣ様 特別ご優待】 自由席８.５００円 ⇒ ４.２５０円(１Ｄ

付) 申込み方法は、同封のチラシの下段に予約方法を記していますので、ご確認下さい。予約の際、必ず「ＯＤ

ＪＣ」とお伝え下さい。０６-６３４２-７７２２ ベン・ジャフィ(Bs/Tu) チャーリー・ガブリエル(Cl) クリント・メドゲン

(Sax) ロネル・ジョンソン(Tb) ブランドン・ルイス(Tp) ウォルター・ハリス(Ds) カイル・ルーセル(P) で演奏 

『ニューサントリー５  森さん』 から                          http://www.newsuntory5.com / 

８月２４日（木） ＰＭ７：３０～【ニューサントリー５ ・ ４７周年記念ライブ】 おかげさまで、２０１７年８月で４７年

を迎えました。 ＮＳ５ニューオリンズ・ジャズバンド ＮＳ５スイングジャズ＆ボーカル ニューオリンズ・キッチン

ファイブ  司会 クリス 恒例の先着７０名様 福引遊び及びボトル４７％オフ 御来店をお待ちしています。 

８月２７日（日） ＰＭ２：００～【ニューオリンズ・キッチンファイブ/昼下がりのジャズライブ】会費２.０００円（１Ｄ付） 

『ヴォーカリスト  ＴｏｎＴｏｎ・森 朋子さん』から                   http://newsuntory5.blogspot.jp 

８月２６日（土） ＰＭ３：００～５：００ 泉北・光明池駅前 【光明池まつり たそがれコンサート】に出演。多田恵
美子(P)トリオ 山本久生(Bs) 中島俊夫(Ds) ＴｏｎＴｏｎ(Vo)  スタンダードナンバーを中心に歌います。 

１０月７(土)～８日(日) 神戸ジャズストリート  / １０月２１(土)～２２日(日) ＭＩＮＡＭＩ ＪＡＺＺ ＷＡＬＫ 

１１月１１(土)～１２日(日) 新宿トラッド/１１月１９日(日)チャーチ・コンサート/１８年１月８日 ニューイヤージャズ 



 


