
メセナホールで公演するアーティストが、ホールを飛び出して
皆さんの身近な場所でコンサート。

今年の夏は須坂の“まちじゅうがメセナホール”!

会場／旧上高井郡役所多目的ホール１
　　　須坂市大字須坂812-2

料金／一般1,000円 ※未就学児入場不可

日時／7月15日㈯ 午後2時開演

〈予定曲目〉 ◆クライスラー : 中国の太鼓 
 ◆ヘンリク・ヴィエニャフスキー ： 
　　　　　　華麗なるポロネーズ第2番 イ長調 Op.21
 ◆エルガー : 愛の挨拶 ほか 

〈出　　演〉 奥村愛（ヴァイオリン）
　　　　　 坂野伊都子（ピアノ）

親しみやすいプログラムと自然体トークで人気を集める
ヴァイオリニスト奥村愛のリサイタル

❷

会場／塩屋醸造穀蔵
　　　須坂市大字須坂537
料金／一般1,000円 ※未就学児入場不可

〈予定曲目〉 ◆ Summertime
 ◆ You`d Be So Nice To Come Home To
 ◆ Over The Rainbow　ほか

日時／7月8日㈯ 午後6時開演

〈出　　演〉 沖野ゆみ（ボーカル）・高瀬龍一（トランペット）
 続木徹（ピアノ）・佐瀬正（ベース）
 田鹿雅裕（ドラムス）

明るくパワーあふれるステージングで人気のボーカリスト
沖野ゆみのジャズライブ

❶

〈予定曲目〉 ◆ モンローウォーク
 ◆ スローなブギにしてくれ
 ◆ Midnight Love Call　ほか

会場／糀屋本藤醸造舗多目的ホール
　　　須坂市大字野辺村石町1366

料金／一般1,000円 ※未就学児入場不可

日時／7月16日㈰ 午後4時開演

〈出　　演〉 南　佳孝（ボーカル＆ギター）
 竹田　元（ピアノ）

「モンローウォーク」のヒットで知られる日本ニューミュー
ジック界の草分け南佳孝のソロライブ

❸

会場／南部地域公民館3階講堂
　　　須坂市臥竜2-4-2
料金／一般1,000円 ※未就学児入場不可

日時／7月30日㈰ 午後2時開演

〈予定曲目〉 ◆ モリコーネ・パラダイス
 ◆ チャルダッシュ
 ◆ 組曲「アルルの女」より間奏曲　ほか

〈出　　演〉 田中靖人（サックス）
 大嶋千暁（ピアノ）

東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスター田中靖
人によるサックスリサイタル

❹

会場／須坂市シルキーホール第1ホール
　　　須坂市大字須坂1295番地1
料金／一般1,000円 小学生以下500円
　　　  　※3歳未満は1名まで無料膝上鑑賞可

日時／8月12日㈯ 午後2時開演

〈予定曲目〉 ◆ となりのトトロ
 ◆ さんぽ
 ◆ 君をのせて　ほか

〈出　　演〉 井上あずみ（ボーカル）
 古寺ななえ（ピアノ）

「となりのトトロ」「君をのせて」などジブリ作品でおなじみのシンガー
井上あずみがお贈りするファミリーコンサート

❺

© 1988 二馬力 ・ G

ジャズボーカル
沖野ゆみ＋高瀬龍一 カルテット サックスリサイタル　田 中  靖 人

ファミリーコンサート　井 上  あずみヴァイオリンリサイタル　奥 村　 愛

ニューミュージック　南　 佳 孝

〒382-0098 長野県須坂市墨坂南 4-5-1
須坂市文化会館メセナホール  TEL 026-245-1800
お問い合わせ　

メセナホール

■主 催 ： （一財）須坂市文化振興事業団

電話 026-245-1800（電話で予約出来ます）
※前売りで定員に達した場合は当日券の販売はありません。

発売日／5月27日（土）■チケットのお求めはメセナホール

©Wataru Nishida
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ラ・ムー

東京生まれ。子供の頃より父親の転勤で渡英、ロンドンに14年滞
在する。ウエストエンド本場のミュージカルに魅了されロンドン市内
にある名門演劇学校"Mountview Theatre School"のオーディ
ションに最年少（16歳）・初の日本人として合格、3年間ミュージカ
ルシアターを学ぶ。イギリスにおいて数々のショーケース、ＴＶ、ＣＭ
出演を経験。日本に帰国後ジャズに目覚めジャズヴォーカルを学
び、ライブハウスで活動を開始。
現在、都内・横浜方面の名門ジャズクラブ（有楽町スウィング、岩
本町TN Swing Jazz、関内バーバーバー、関内よいどれ伯爵　
他）を中心に音楽活動を展開。レパートリーもジャズスタンダードか
らソウル、ポップスまで幅広くカバー。デュオ編成からビッグバンド編
成まで（tp高瀬龍一ビッグバンドの専属ヴォーカリスト）、柔軟に対
応出来るバイリンガルヴォーカリストである。都内近郊ジャズクラブ
出演の他、明るくパワー溢れるステージングが定評で地方公演、ホ
テルラウンジ、パーティーやイベント出演も多数依頼を受けている。
2008年2月20日にファーストリーダーアルバム ”start me up”をリ
リース。ジャズスタンダードだけに留まらずビートルズやスティー
ヴィー・ワンダー、アースウィンドアンドファイヤーの名曲などもカ

バーし自身のアレンジで個性豊かに歌い上げた作品。2010年8月24日に2枚目のリーダーアルバム”With 
A Song In My Heart”をリリース。Rogers & Hartの作品集として、ファーストと同様、自らアレンジを手掛け
た作品。第一線で活躍する11人のジャズメンとの共演が豪華なアルバム。

❶沖野 ゆみ

7歳までアムステルダムに在住。桐朋学園大学ソリスト・ディプロ
マコースで学ぶ。第48回全日本学生音楽コンクール全国大会中
学生の部第1位、第68回日本音楽コンクール第2位など受賞多
数。
国内の主要オーケストラと多数共演。2000年にはポーランド国
立クラクフ室内管弦楽団と、02年にはI.ビエロフラーヴェク指揮プ
ラハ・フィルハーモニー管弦楽団と共演するほか、04年にはP.ガロ
ワ指揮シンフォニア・フィンランディアの日本ツアーにソリストとして
参加。06年・07・08年は本名徹次指揮ヴェトナム国立交響楽団
のヴェトナム・ツアーにソリストとして参加する等、海外オーケストラ
との共演も多い。また富士山河口湖音楽祭には毎年出演を続け
ている。
CDは02年『愛のあいさつ』でデビュー。最新CDは2013年発売
の「With a Smile～微笑みをそえて」。
2012年にデビュー10周年を迎え、全国リサイタル・ツアーを開
催。親しみやすいプログラミングと自然体なトークによるリサイタル
は各地で大好評を得ている。一児の母としての経験を生かし、自ら
のプロデュースによる親子向け公演を数多く手掛け、各地で大絶

賛されている。テレビ・ラジオ等への出演も多く、多彩な活躍で注目されている。
桐朋学園芸術短期大学非常勤講師。佐藤製薬のトータルスキンケアブランド「エクセルーラ」のイメージ
キャラクターをつとめている。2017年デビュー15周年を迎える。

❷奥村 　愛

東京都大田区出身　シンガーソングライター
1973年に松本隆プロデュースによるアルバム「摩天楼のヒロイ
ン」でデビュー。
1979年に発売された「モンロー・ウォーク」を郷ひろみが「セクシー・
ユー」のタイトルでカバーして大ヒット。1981年　片岡義男の小説
が原作の映画「スローなブギにしてくれ」の主題曲を歌い、印象的
な歌いだしでヒットとなり、1991年にホンダのイメージソングとなる。
オリジナルを創作するかたわら、JAZZ、ボサノバ、ラテンなどジャン
ルを超え様々なミュージシャンとのセッションも充実させている。
2016年3月、パーソナリティーを務めるFM COCOLO「NIGHT 
AND DAY」とのコラボレーション作品。洋楽邦楽問わずさまざまな
楽曲をレコーディングした究極のカバーアルバム「ラジオな曲たち
NIGHT AND DAY」を発売。
2017年5月10日、杉山清貴とライブで競演したことをきっかけに、
カバー曲と書き下ろし3曲の全１０曲を収録したコラボアルバム南
佳孝＆杉山清貴「Nostalgia」を発売する。
ライブ活動のほか、楽曲提供、CMソングなど、またナレーションもお
こなう。

＜作家としての活動＞
石川セリ、ラジ、松田聖子、沢田研二、小林克也、郷ひろみ、中森明菜、薬師丸ひろ子、高橋真梨子、
内田有紀、かせきさいだあ、等多数。

❸南 　佳孝

１９６４年和歌山県和歌山市に生まれる。
国立音楽大学在学中に東京文化会館推薦音楽会に出演。
第１回日本管打楽器コンクール第２位、第４回日本管打楽器コン
クール第１位を受賞。
学内にて矢田部賞を受賞し、読売新人演奏会に出演。
１９８９年東京佼成ウインドオーケストラに入団。１９９０年東京文
化会館でデビューリサイタルを開催。以来、ソリストとして国内外
でリサイタルなど幅広い活動を行い、ＴＶ「徹子の部屋」 「題名の
ない音楽会」など、メディアにも数多く出演。
東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、新星交響楽
団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団、名古屋
フィル交響楽団、など、ソリストとしてオーケストラとの共演も多数。
２０００年より（財）地域創造主催の「公共ホール活性化事業」の
アーティストとして、リサイタルやアウトリーチコンサートも意欲的に
行っている。
ソロ・アルバムに、
１９９１年「管楽器ソロ曲集・サクソフォーン」（日本コロムビア）
１９９５年「ラプソディ」（ＥＭＩ ｍｕｓｉｃ ｊａｐａｎ）

１９９７年「サクソフォビア」（ＥＭＩ ｍｕｓｉｃ ｊａｐａｎ）
２００３年「ガーシュインカクテル」（佼成出版社）
２０１２年「モリコーネ パラダイス」（ＥＭＩ ｍｕｓｉｃ ｊａｐａｎ）をリリース。
２００３年、和歌山県より「きのくに芸術新人賞」を受賞。
また、サクソフォーン四重奏団 トルヴェール・クヮルテットのメンバーとして活躍し、これまでに１０枚を超える
ＣＤをリリース。２００１年文化庁芸術祭レコード部門"大賞"を受賞。２０１７年に結成３０年を迎える。
サクソフォーンを大室勇一氏に師事
現在、東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスター
愛知県立芸術大学講師、昭和音楽大学および同短期大学講師
２０１６年４月より、札幌大谷大学客員教授に就任。

❹田中 靖人

‘83デビュー。’86スタジオジブリ作品【天空の城ラピュタ】エンディング
「君をのせて」に抜擢され一躍注目を集める。続く【となりのトトロ】では
主題歌「さんぽ」「となりのトトロ」を歌唱、【魔女の宅急便】では「めぐる
季節」「魔法のぬくもり」などメインテーマの歌唱でヴォーカルアルバム
に参加し、スタジオジブリ初期作品になくてはならない歌声として高い
評価を受ける。他にもピーターラビット公式テーマソングや岐阜清流国
体テーマソング、世界名作劇場【こんにちはアン】主題歌、学校教科書
掲載曲ビリーブなど世代を越えて楽しめる歌を数多く歌唱、毎年全国
各地で100箇所近く開催されるファミリーコンサートを中心に活躍中。
海外からのオファーも多く、フランス、ロシア、イタリア、イギリス、タイ、台
湾、香港など各地のフェスに出演、2015年12月～2016年1月には中
国全土10箇所のホール単独ツアーも成功させた。

❺井上あずみ

❷旧上高井郡役所

❹
南部地域公民館

糀屋本藤醸造舗❸

❺
シルキーホール ❶塩屋醸造

〒382-0098 長野県須坂市墨坂南 4-5-1
須坂市文化会館メセナホール  TEL 026-245-1800
お問い合わせ　

メセナホール

■主 催 ： （一財）須坂市文化振興事業団

電話 026-245-1800（電話で予約出来ます）
※前売りで定員に達した場合は当日券の販売はありません。

発売日／5月27日（土）■チケットのお求めはメセナホール

出演者プロフィール


