横濱 JAZZ PROMENADE 30 年記念
横浜音祭り2022 連携事業

開演
2022.10. 2［ SUN ］（14:: 30開場）
14 00

料

金

一般

3,000円、高校生 以下 2,000円（全席指定）

〈横浜市民 及び KAme 先行〉7月 19日
（火）〜
〈一般発売〉8月 1日
（月）より発売開始

※未就学児童はご入場いただけません。

出

演

たをやめオルケスタ

ゲスト

土屋アンナ

WEB SITE

〈横浜市民先行〉 チケットかながわ（電話予約／KAAT 窓口販売）0570 ‑ 015 ‑ 415

※横浜市在住・在勤・在学がわかる証明書類（免許証、社員証、学生証、保険証など）を窓口でご提示ください。

〈KAme先行〉（かながわメンバーズ先行発売）チケットかながわの QR コードにアクセスしてください。
〈一般発売〉 チケットかながわ

（電話予約）0120 ‑ 240 ‑ 540

（電話）0570 ‑ 015 ‑ 415
チケットかながわ
WEB

横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会

045 ‑2 1 1 ‑ 1510（平日9:00〜17 :00）

主催：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、KAAT 神奈川芸術劇場

企画制作：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会

（平日10 : 00 〜18 : 00）

カンフェティ
WEB

A.sax
T.sax
B.sax
Tp

岡村トモ子、加藤順子
沼尾木綿香、むーみん
七海かおり
長谷川素子、渡邊優、
SAKKO、星野麻里奈

Tb

枡家小雪、せきりか、
大谷恵莉香

B.Tb
Piano
Bass
Drums

橋爪美季
大西まみ

3年に一度、横浜で開催される、日本最大級

愛沢まり
金澤沙織

横浜音祭り

WEB SITE

たをやめオルケスタ

の音楽フェスティバル。
国内外で活躍するトップアーティストによる新
作公演、子供たちがプロのミュージシャンに学
ぶワークショップ、週末ごとに街なかで様々な

2008年結成、オンナばかりのトロピカルビッグ

音楽が楽しめる参加型ステージなど、横浜が

バンド。

オールジャンルの音楽で溢れます。

大所帯とはいえ、どのバンドにも負けない団結
力とパッションでもって、ポップな魂を込めたド
迫力のステージを展開中。楽曲はもちろん全曲
メンバーのオリジナルアレンジ。さらに舞台演出

2022年は、
「街じゅう音 楽 空 間」
「クリエイ

土屋アンナ

ティブインクルージョン」
「クリエイティブ・
チルドレン」
「国際発信」を柱に、

1998年デビュー。職業の枠にとらわれず何刀

〈トップアーティスト事業〉
〈市

や衣装制作、グッズのデザイン、YouTube 動画

流ものジャンルで幅広く活躍。

民参加事業〉
〈次世代育成事業〉

までもメンバーの手でプロデュースしているこだ

モデルとしては雑誌や様々なファッション

を実施していきます。

わりぶり。
「手弱女」と書いて「たをやめ」と読

ショー、CM、テレビに出演し、2018年には国

むが、そんなか弱く儚いネーミングとは裏腹に

連NY本部にて堂々のランウェイ。女優として

タフなオンナたちはぐいぐいと前に進んでいく！

は「下妻物語」で日本アカデミー賞新人賞・

WEB SITE

横濱 JAZZ PROMENADE

2013年に 1st Full Album「緞 帳 プレリュード」

助演女優賞、ブルーリボン賞最優秀新人賞を

大正14年に日本で初めてジャズが演奏され

2014年に2nd Full Album「紺 碧 レ ジ ー ナ」

はじめとする数々の賞を受賞するとともに

た街 “日本のジャズのふるさと” 横浜から発

2015年に3rd Full Album「手弱女（たをやめ）アル

2007年の主演映画「さくらん」
（蜷川実花監

信するジャズフェスティバル・横濱 JAZZ

ドーレ」を発売。2016年3月には古内東子「Toko

督）はベルリン国際映画祭、香港国際映画祭

。
PROMENADE、通称「ジャズプロ」

Furuuchi with 10 legends」に全曲参加し、奥田

等世界中で評価される。2019年には蜷川実花

民生、鈴木雅之、藤井フミヤ、TEE、斉藤和義、

監督の話題作『Diner ダイナー』にも出演。

大澤誉志幸、前川清、堂珍嘉邦らのバックバンド

歌手としては世界各地でライブを実施し、ヨー

毎年 10月の 2日間、横浜の歴史や文化を背景

を務める。2016年7月、初のライブ盤「タヲヤメラ

ロッパ43か国やアジア各国でCDをリリース

に、ホール・街角・ジャズクラブ

イブ」をリリース、12月ムーンライダーズのトリビュー

するなど世界を視野に入れた活動を展開。

でジャズの音色が街を彩る、日本

ト「BRIGHT YOUNG MOONLIT KNIGHTS ‑We

2021年には Amazon prime videoの 人 気 番

を代表するジャズイベントです。

Can't Live Without a Rose‑ MOONRIDERS

組『THE MASKED SINGER JAPAN』の 初 代

TRIBUTE ALBUM」に参加。2017年8月5th Full

王者に輝きゴールデンマスクを獲得。

Album「MAJOR DEBUT」発売。2018年6月なか
の綾のアルバム「Double Game」にて5曲コラ
ボ。8月には10周年を記念して初のベストアルバ
ム「BESTA」
を発売。同年12月には結成10周年を
記念したワンマンライブを渋谷クアトロにて開催。
2019年ボーカル脱退により、本格的なインストゥル
メンタルバンドとなる。ミニアルバム「ジャパヤメ」
発売。2020年 6th Full Album「レディレディ」
、
2021年 7インチ2枚を発売。今年で13年目、脂
がのったレディたちの音楽をとくとご覧あれ。

WEB SITE

横浜からはばたけ! 次世代を担うこどもたち!!
たをやめオルケスタ による JAZZ クリニック
横浜音祭り2022が目指す「クリエイティブ・チルドレン」
（次世代育成）の一環として、横浜市内で唯一
「ジャズ部」として活動し、横濱 JAZZ PROMENADE街角ライブにも多数出演している、神奈川県立横浜
氷取沢高校ジャズ部へ、たをやめオルケスタメンバーが出向きクリニックを実施、演奏技術などの向上を
目指します。
（クリニックは非公開）また、
今年の
「横濱 JAZZ PROMENADE 2022」街角ライブにも出演し、
たをやめオルケスタメンバーとの共演も予定しています。クリニックの成果を是非、聞きにきてください。

横濱 JAZZ PROMENADE 2022 街角ライブ
会 場
日 時
出 演

三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
10月 8 日（土）13：30 ̶ 14：30
神奈川県立横浜氷取沢高校ジャズ部 JAZZY BEATS & たをやめオルケスタメンバー

「街全体をステージに」を合言葉に1993 年に
スタート し 、2022年で30 年目を迎えます。

WEB SITE
注意事項
本公演は、お客様、出演者、スタッフの新型コロナ感染症防止と安全
確保を目的として、政府、自治体より発表または要請される最新の情報・
ガイドラインを遵守し、細心の注意を払い実施いたします。詳しくは、
横濱 JAZZ PROMENADE 公式ホームページにてご確認ください。

