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横浜ジャズクラブ Information（2022年5月）
21(土) 渡辺明日香(vo) 杉山泰史(g) 山

8(日) ジャム・セッション 海老根理佐

田晃路(b)

(p)

23(月) ヴォーカル・セッション 石黒直

(as) 小野孝司(p) 佐藤忍(b) 長岡敬二

子(p) 宇治雅久(b) 矢藤健一郎(ds)

郎(ds,perc)

毎日ジャムセッションを開催していま

24(火) canarry〈りえウシオダ(vo) 藤本

10(火) 竹内直(ts) 早川由紀子(p)

す。演奏をサポートする駐在ホストメン

暁子(p)〉

11(水) 市川美鈴(vo)

バーがお待ちしています。詳しくはお電

25(水) 池田聖子(vo) 阿部紀彦(p) 上田

ディ(b)

話にてご確認ください。

基(b) 中屋啓之(ds)

12(木) ヴォーカル・セッション 山田百

26(木) Eili Shin(vo) 佐々木man正治(g)

合子(p) コンディ(b) 近藤和彦(as) 永

小笠原涼(ts)

武幹子(p)

27(金) 赤瀬ゆみこ(vo) 岩谷泰行(p) 小

13(金) 小野塚豊(ts,b,fl) 川道亮治(p)

田部宏(b) 木村由紀夫(ds)

14(土) ジャム・セッション

28(土) 志方もとこ(vo) 田村博(p) 新岡

(ds) 本郷信史(p) 田村美咲(b)／ライブ

2(月) ちほわたなべ(vo) 鈴木敏幸(g)

誠(b) Jun Saito(ds)

＆セッション 山辺清美(p,vo)

4(水) ラパシオン〈里見紀子(vln) 井上

29(日) Jaxon(p) Macha(g) サトウユウ

15(日) ジャム・セッション

ゆかり(p) 高木潤一(g)〉

スケ(vo,g) 大野加奈(vln)

(org) 原川誠司(sax)／ジャム・セッショ

6(金) 黒田ナオコ(vo,p) 斉藤草平(b)

30(月) 谷由紀子(vo) 杉山泰史(g)

ン

7(土) 飯田さつき(vo)

31(火) サルビアンローゼス〈奥吉聡子(p)

(b) 祝園明弘(ds)

山岡美香(vo) 磯部英貴(b)〉

17(火) ジャンボ小野(b) 木村由紀夫(ds)

Kikuna Jam
港北区菊名7-5-10
菊名アメニティ1F
℡ 090-9670-1016

よいどれ伯爵
中区末広町2-5
浜喜ビルB1F
℡ 045-261-0272

星野まさき(p)

吉川大介(b) 矢藤健一郎(ds)

沢村繁(p)

コン

中谷和義

土田晴信

吉澤誠治

松岡杏菜(p) 児玉信一郎(as) ザマス(ds)

神奈川区白楽100-5
白楽駅コミュニティプラザビル２F

11(水) 山辺清美(vo) 阿部紀彦(p)

辻京也(p)

18(水) ジャム・セッション 前田幸一(b)

白楽BLUES ETTE

10(火) 小山郁美(vo,p) 宇治雅久(b)

植木啓示(g)

高橋里実

右近茂(ts) Kimbal Brown(to) 野口(p)

9(月) 山本真理子(vo) 坂本剛(p) 斉藤
草平(b) 矢藤健一郎(ds)

小野塚豊(b,ts)／O(vo)

19(木) 大西美代子(banjo) メイテイメイ

℡ 045-717-7139

テイ／鈴木まさあき(tp) 大高實(tb) 白

12(木) 佐藤智子(vo) 杉山泰史(g) 石井
康二(b)

1(日) 森山潤一(uku) 中島達宏(b) おの

石幸司(cl) 大橋高志(p) 井桁賢一(tuba)

13(金)彩木香里(vo) 平山惠勇(ds) 楠直

ゆみ(p) 浅宮竜次(ds) マクロ・レイ・

20(金) ブルース・セッション スティー

孝(p) 佐藤慎一(b)

ジャズ／朝比真理(vo) 松岡杏奈(p)

ブ唐木(g) コンディ(b) 松尾義之(ds)

14(土) 西村協(vo) 藤野聡(p) 小田部

3(火) 高橋正樹(ts)

21(土) ライブ＆セッション ちほわたな

宏(b)

高橋めいこ(p) 鯉沼武志(b)

べ(vo) 坂井奈々香(tp) 北真幸(ds) 池

16(月) KaoRi Ito(vo) 鈴木敏幸(g) 矢藤

5(木) ヴォーカル・セッション 石黒直

田誠(p) 田中君弥(b)／アントニオ(vo,g)

健一郎(ds)

子(p) 太田希(7弦g)／ジャム・セッショ

山田メイ(p)

ン アート森(as) 田中晃二(p) しんた

Sunchez(perc)

池田聡(b)

ろう(b)

22(日) Four Direcitons〈南保ひとみ(p)

18(水) 福山詩織(vo) 伊藤駿介(p) 谷殿

6(金) 加藤隆文(g) 長嶋圭子(p) 松原健

遠藤理史(sax)

明良(tp)

司(b)

郎(ds)〉／ジャム・セッション

19(木) 沖野ゆみ(vo) 田村博(p) ジャン

7(土) ジャム・セッション

ボ小野(b)

マルセロ(g)／

20(金) 吉本ひとみ(vo) 杉山泰史(g) 宇

Russell Bundy Jr.(as,fl)

治雅久(b)

Asher Askew(b) Jamal Walker(ds)

17(火) おぬきのりこ(vo)

宮前幸弘(p)

他／竹内直子(vln)

望月茜(fl)

マリオ(pandeiro)

近藤史朗(b)

Seco

中村幸太
菅礼子

(p) しんたろう(b) 浅宮竜次(ds)
24(火) ライブ&セッション 今井あさ美

Ethan Li(p)

(vo) 村山俊哉(p) 前田幸一(b) フラン
ク須山(g,vo)
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25(水) ライブ&セッション 林栄一(as)

(cho) としさん(b) いだっち(ds) みほり

24(火) ジャム・セッション

田中利佳(p)

ん(kb)〉／Mish Mash Room〈tomo(vo)

西川真治(hca) 中林創造(b) 武田剛(ds)

26(木) ヴォーカル・セッション 中島薫

Ikuko(vo) 井上彰(b) 石井直樹(ds) 三宅

25(水) ジャム・セッション

(p)／Mimina Komeyama(vo) 高橋明子

かな(p) 福永智之(g)〉／ナマブラ〈ナマあ

(vo) 亀谷ゆか(vo) Cozy塩崎(g) 前田

きら(vo,g) 他〉

幸一(b)

5(木) 「横浜ブルースライブ・パッケージ」

27(金) あさばみほ(vo)

井上ゆかり(p)

JazzSpot DOLPHY

オイ チ & 団 地 妻 イ ト ウ

ざ・てりーず

柴内貴彦(g)

中区宮川町2-17-4
第一西村ビル2F
℡ 045-261-4542

程嶋日奈子(b) 峯麻衣子(ds)

CHIVE

28(土) ジャム・セッション 田宮美咲(b)

有情／新井武士(vo,g)

廣田ゆり(p)／ジャム・セッション

ヴォーカル・セッション 杉山貴彦(p) 吉

2(月) ZabaNda〈吉田歩(vo) マルセロ木村

村由紀夫(b)

(g)

坂"あんじぇら"敦子(vo)
かねだまさこ(p)

古

北川昌一(g)

津曲大貴(b)

松岡徹

あお&リトルチキンハーツ

竹林

マツモニカ(hca)／

7(土) 【夜】清水ゆかり(p)

畠山芳幸(b)

1日(日) スガダイロー(p)

工藤精(b)

見谷聡一(perc)

斉藤良

(ds)〉

(ds)

宮岡慶太(ds)

3(火) 板橋文夫(p)4〈吉田隆一(bs) 瀬尾高

29(日) 福山光晴(tp)／守之助(vo) 菅礼子

8(日) ジャム・セッション／WING WINGS

志(b)

(p) 関亮平(wb) 吉川寛(g)

〈矢口早苗(vo) 森永淳哉(g) 高橋まこと

町田加代子(三味線)

31(火) 岩崎良子(p) 竹内直(ts)

(perc)〉

藤沢しげみ(太鼓)〉

11(水) the Quintet〈早川敬子(vo) 平栗康夫

4(水) 板橋文夫(p,pianica,他) 大和田千弘(p,

(as)

鍵盤ハーモニカ,他)

Wind Jammer

行方沙知子(as)

かねだまさこ(p)

永田真毅(ds)〉+結〈金子友紀(唄)
小山貢理乃(三味線)

石川和政(b) 黒崎隆(ds)〉

5(木) 板橋文夫(p) 太田惠資(vln) 纐纈雅

12(木) 初心者ヴォーカル・セッション 長

代(as)

嶋緑(mc,vo) 村山としや(p)／ジャム・セッ

高志(b) 高橋直希(ds)

最新の営業時間、ライブ情報に関して、

ション 朝倉由里(p) 畠山芳幸(b) 宮岡慶

6(金) 酒井俊(vo) ファルコン(g) 永武幹子

詳しくはFacebookページをご確認くだ

太(ds)

(p)

さい。

14(土) 初心者ヴォーカル・セッション 広

7(土) 尾形和優(vo) 成川正憲(g) 春名正治

https://www.facebook.com/windjammer1972/

田豊暁(p,指導)

(sax)

15(日) 「横浜ロックナイト」

(perc)

中区山下町215
東楽ビル1・2F
℡ 045-664-6615

19(木) ジャム・セッション

King's Bar
中区本町6-52
本町アンバービルB1F
℡ 045-671-1601

広田豊暁(p)

後藤篤(tb)

高橋泉(p)

高岡大祐(tuba)

坂井紅介(b)

瀬尾

岡部洋一

8(日) 竹村一哲(ds) 井上銘(g) 魚返明未(p)

阿部恭平(b) かたぎり聡(ds)

三嶋大輝(b)

20(金) Funsamble All Members〈植木啓示

9(月) 久米雅之(ds) 秋山一将(g) 高瀬龍一

(g) 鈴木利恵(vo,perc) Son-A(sax,fl) 神

(tp) 岡淳(sax) 関根敏行(p) 飯田雅春(b)
10(火) Ronnie trio〈名取俊彦(p,g) ジャン

村晃司(p,kb)

〈tomo(vo)

マスターU(g)

カズ松坂(perc)〉

ボ小野(b) 吉岡大輔(ds)〉

イッシー(sax)

22(日) 【夜】ヴォーカル・セッション 清

11(水) 峰厚介(ts,ss) 魚返明未(p) 吉野弘

あさちゃん(cho)〉／

水ゆかり(p) 畠山芳幸(b) (ds) 宇山満隆

志(b)

(ds) 吉本信弘(g)

12(木) 吉岡大典(b)

Euge(ds)

マッキー(b)
おぐさん(kb)

ウッシー(perc)

Crescent Noon〈Rumiko(vo)

2022年4月末時点の情報です。

こすぴー

石井圭(b)

KISHI-YAN(ds)

1(日) 「Music Party vol.7」Bunch of Grooves

詳細はお出掛け前に各店HP等でご確認ください。

青 木 タ イセイ
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(tb,kb,hca)

30(月) 向井伸子(vo) 入山ひとみ(vln) 生

(perc)

(fl,piccolo) 進藤陽悟(p) 松山修(ds)

田さちこ(p)

15(日) ジャム・セッション

13(金) 皆川トオル(sax) 岩見淳三(g) 新岡

31(火) ジーン・ジャクソン(ds) 青森善雄

松浦賢二(ds) 鈴木健市(b)

誠(b) 松浦賢二(ds)

(b) 井川弥生(p)

17(火) ジャム・セッション

山岡潤(euph)

田村さおり

14(土) 米澤美玖(ts) 小川悦司(g) 柳隼一
(p) 須藤満(b) 竹内大貴(ds)

(sax)

プ

皆川トオル

江上友彦(b)／小川幸

子(vo) 鈴木敏幸(p)

Bar Bar Bar

15(日) 大槻KALTA英宣(ds)スペシャルグルー

鈴木敏幸(g)

城田有子(p)

19(木) 山辺清美(p,vo)

中区相生町1-25
若葉運輸ビル1・2F
℡ 045-662-0493

21(土) ジャム・セッション サリー佐藤(b)

16(月) 鈴木央紹(ts) 荻原亮(g) 佐藤ハチ

吉田啓二(g)

恭彦(b) 原大力(ds)

当分の間、2F/レストランでのライブは行わ

22(日) ジャム・セッション

17(火) surrogate trio〈ヤヒロトモヒロ(perc)

ない事とさせて頂きます。大変申し訳ござ

松浦賢二(ds) 江上友彦(b)

阿部篤志(p) 宮田岳(b)〉

いませんが、何卒ご了承下さい。

24(火) ジャム・セッション

18(水) 安ヵ川大樹(b) 市川空(p) 塚田陽太

最新情報に関して、詳しくはWEBページを

山口卓也(b) 松浦賢二(ds)

(ds) ゲスト：近藤和彦(as)

ご覧ください。

25(水) 初心者セッション 杉山貴彦(p) 上

19(木) 安ヵ川大樹(b) 市川空(p) 塚田陽太
(ds)

緒子(p) 小松伸之(ds)

長谷川根(p)

田基(b) 早川淑規(ds)
26(木) 山辺清美(p,vo)

LiveHouse Megusta

20(金) 古野光昭(b) 山口真文(ts) 田中菜

城田有子(p)

27(金) ちほわたなべ(vo) 鈴木敏幸(p)

中区相生町5-86
第2ホームベースビル402
℡ 045-228-8869

28(土) 要佳井子(p,vo)／ジャム・セッション

21(土) グレース・マーヤ(vo,p)スペシャルグ

若林稔(p) 江上友彦(b)

ループ

1(日) 清水貴和子(p)／ジャム・セッション

31(火) アントニオ(g,vo) 工藤雄一(p) 坪

22(日) 豊田みつお(ds) 向井伸子(vo) かお

城田有子(p) 松浦賢二(ds) 江上友彦(b)

内佑美(vln) 村越俊一(ds)

太郎(ts) 皆川トオル(ts) 斉藤華子(p) 中

3(火) ペッカー(perc) 高橋ゲタ夫(b) 木村

孝弘(b) ゲスト：林栄一(as)

キムチ誠(timb) 斉藤タカヤ(p)

23(月) 2KHz〈Hiro Yamanaka(g) 秋山一将

5(木) 山辺清美(p,vo)

(vo,g) 江口弘史(b) 井上功一(ds)〉

6(金) ジャム・セッション サリー佐藤(b)

24(火) 早坂紗知(as) 大和田千弘(p) 永田

岡延行(g)

利樹(b) 外山明(ds)

8(日) ウクレレ練習会 井上ひろし(uku)／

25(水) 纐纈雅代(sax) スガダイロー(p) 高

ジャム・セッション 城田有子(p) 松浦賢

橋直希(ds)

二(ds) 上田基(p)

26(木) 会田桃子(vln,vo)バースデー・ライブ

10(火) ジャム・セッション

藤本一馬(g) 岡部洋一(perc)

日当克典(b)

27(金) 太田剣(as) スガダイロー(p)

12(木) 山辺清美(p,vo)

28(土) Dos Luna〈坂本竜太(eb) 荻原亮

13(金) キャロル山崎(vo) 福田重男(p)

(g)〉守真人(ds) 大山渉(tp) 小室響(p)

14(土) 柿原薫(p,vo)／ジャム・セッション

29(日) 坂井紅介(b) 尾花毅(7弦g)

植木啓示(g)

2022年4月末時点の情報です。

柿原薫(p,vo)

菊地雅之(p)

クラウジオ

詳細はお出掛け前に各店HP等でご確認ください。

