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第１１回ジャズマンス・イン・旭川 
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ジャズ界最大の作編曲家“サミー・ネスティコ”が 
第11回ジャズマンス・イン・旭川に登場。 
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ジャズマンス・イン・旭川について

　旭川に北海道初の音楽専用ホールの建設を願う、市民による

「ぬくもりホールの会」の 6年にもおよぶ運動が結実し、旭川

市開基百年記念事業の一環として「大雪クリスタルホール」が

1993年にオープンしました。 

　翌1994年には、ジャズピアノ界の巨星チック・コリアと世

界的ビヴラフォン奏者ゲイリー・バートンによる、不滅の名盤

「クリスタルサイレンス」の再演となるデュオコンサートが全

国でただ 1か所、同ホール音楽堂で行われました。 

　チック・コリアはジャパンツアー中でしたが、驚くべきこと

にゲイリー・バートンは、その 1回きりのコンサートのためだ

けにボストンから来旭してくれたのです。コンサート終了後、

数日間市内に滞在したゲイリー・バートンは、旭川の音楽状況

（ライブハウス、学校訪問、音楽大行進等）を見学し、「旭川は

ジャズ音楽を担うにふさわしい街」であることを確信し、「ジ

ャズ月間」を提案したのです。それがすべてのはじまりでした。

まもなくその要請に応えるべく実行委員会が組織され、1995

年5月に「第1回ジャズマンス・イン・旭川」が開かれました。 

　以来、ジャズマンス・イン・旭川（JMIA）は、大雪クリス

タルホールを中心として「アコースティックジャズの発信」を

続けると同時に、ジャズ音楽の可能性を追求するために「音楽

教育」「音楽療法」といった新たな領域に意義と活路を見い出

してきました。しかも、いずれの事業も一過性のプログラムに

とどまらず、その後市民が率先して継承し、地域に根ざした音

楽活動として高く評価されいます。現在JMIAがサポートする

代表的なものには「障害児音楽教室スモールワールド」「旭川

音楽運動療法連絡会」「JMIAジュニア・ジャズオーケストラ」

などがあります。 

　さて、ゲイリー・バートンを JMIAの第1期指導者とするな

らば、第2期の JMIAの輪郭をより明確にしたのは、IAJE（国

際ジャズ教育会）の元総裁リチャード・ダンスカムであると言

えます。ジャズ音楽を全世界に普及させ、新人の発掘や教育に

取り組んできた先駆者であるリチャード・ダンスカムとの出逢

いによって、IAJE国際ジャズ教育セミナー in旭川が実現し、

JMIAジュニア・ジャズオーケストラの子供たちは夢のような

世界舞台である IAJEに招かれ、ニューヨーク公演を成功の内

に収めることができました。 

　さらに、IAJE世界大会では、また一つ奇跡的な出逢いが待

ち受けていました。ビッグバンドの歴史を創ってきたと言われ

るサミー・ネスティコが、JMIAジュニア・ジャズオーケスト

ラの演奏を誰よりも高く評価し、絶賛してくれたのです。 

　活動を開始し丸10年。このたびの JMIA2005「第11回ジャ

ズマンス・イン・旭川」では、ジャズ音楽やビッグバンドを志

す人々から世界中で最も敬愛されるサミー・ネスティコを招聘

し、Nestico Worldとも言うべき音楽世界を受け継ぐべく、充

実したプログラムを用意しました。 

　10周年を経て新たなスタートを切った JMIAは、第3期目

にしてジャズ界最大の偉大なる作編曲家“サミー・ネスティコ”

のそばまで辿り着きました。 

●●●●●●● ＯＵＴＬＩＮＥ  

ジャズマンス・イン・旭川の変遷 

1994

開催のきっかけ

チック・コリア（Piano）／ゲイリー・バートン（Vib） 
デュオコンサート 

▼ 
ゲイリー・バートンが「ジャズ月間」を提案。 

 
1995年、2005年にチック・コリア 

ピアノソロコンサートのため再来旭を果たす。 

第1期〈黎明期〉����

ゲイリー・バートン（Vib）を中心とした事業展開。 
ゲイリー・バートンの推薦を受け、 

タイガー大越（Tp）、小曽根真（Piano）が参加。 

土岐英史（A.Sax）、向井滋春（Tb）、金子飛鳥（Vi）、 
深井克則（Piano）、坂井紅介（Bass）、 

海老沢一博（Dr）、ヤヒロトモヒロ（Per）らの 
献身的な協力を得る（現在まで続く）。 

1995

1996
〜 

1997

1998
〜 

第2期〈自立期〉����

エリック宮城（Tp）を中心とした事業展開。 
パーカッションの神様、ジョバンニ・イダルゴが参加。 

新進気鋭の椎名豊（Piano）の協力を得る。 

IAJE元総裁リチャード・ダンスカムを中心に事業展開。 
国際舞台で通用するジュニアジャズを育成。 

 
リチャード・ダンスカムからの招聘を受け、IAJE世界大会に参加するため 
２００4年JMIAジュニア・ジャズオーケストラ渡米。N.Y.公演で成功を収める。 

1999

2001
〜 

第3期〈発展期〉����

2005

未来 
〜 

2002

2004
〜 

１９９５ 
学校訪問開始 

１９９７ 
講演会によって 
音楽運動療法を紹介 

１９９９ 
５周年記念事業を実施 

２０００ 
ボストン東スクール 
ジャズバンド 
（自閉症児１３名）を招聘 

２００５ 
サミー・ネスティコを招聘 

２０００ 
障害を持つ画家の 
絵画展覧会開催 

２００２ 
エリック宮城＆EMバンド 
東京以外で初公演となる 

２００３ 
日本初のIAJE国際ジャズ 
教育セミナーを開催 

１９９６ 
情緒障害児音楽教室開始 
障害児招待コンサート開始 

１９９８ 
JMIAジュニア・ 
ジャズオーケストラ結成 

２００１ 
ルーツ・オブ・ジャズ 
コンサート開催（３年連続） 

２００５ 
リチャード・ダンスカム 
4度目の来旭を果たす 

２００４ 
１０周年記念事業を実施 
オスカー・ピーターソン 
トリオで知られるドラマー、 
エド・シグペンを招聘 
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7（金） 大雪クリスタルホール 大会議室他 

大雪クリスタルホール 
大会議室他 

大雪クリスタルホール 
音楽堂 

大雪クリスタルホール 
音楽堂 

JMIAキッズ・ジャズアンサンブルワークショップ 
○講師：渡辺　亮（リズムアンサンブル）　○佐々木義生（器楽アンサンブル） 
○主催：JMIA実行委員会 
2005年の新規事業として行われる「JMIAキッズ・ジャズアンサンブル」に対するワークショップ。 
 

パシフィックノース・ジャズクリニック 
○主催：JMIA実行委員会　　 
○特別講師：サミー・ネスティコ（総合アンサンブル） 
○講師：エリック宮城（Tp．Tb）、近藤和彦（A.Sax）、守屋純子（Piano） 
　佐々木義生（Bass）、岩瀬立飛（Dr）、渡辺　亮（Per） 
全道より選抜されたメンバー30名に対する特別講師サミー・ネスティコ、エリック宮城他 
5名によるアンサンブル・パート特別クリニック。 
 
サミー・ネスティコ with JMIAジュニア・ジャズオーケストラ 
クリエイティブコンサートVol.7 
○料金：前売一般2,000円、学生1,000円〈全席自由・当日券500円増〉 
○主催：JMIAジュニア・ジャズオーケストラ　○共催：旭川市教育委員会 
○出演：JMIAジュニア・ジャズオーケストラ（主に旭川市内の小中学生で結成） 
　グルーヴィースイング・ジャズオーケストラ（主にJMIAジュニア・ジャズオーケストラOBで結成） 
　パシフィックノースクリニック・ジャズオーケストラ 
　JMIAキッズ・ジャズアンサンブル 
○スペシャルゲスト：サミー・ネスティコ 
○ゲスト：エリック宮城（Tp）、近藤和彦（A.Sax）、守屋純子（Piano） 
　岩瀬立飛（Dr）、渡辺　亮（Per） 
’98年より精力的に活動を続ける「JMIAジュニア・ジャズオーケストラ」の7回目を迎える 
共演コンサート。出演はエリック宮城他4名の他、小学校低学年のJMIAキッズ・ジャズ 
アンサンブル、高校生のジャズバンド、パシフィックノース・ジャズクリニックに於ける参加 
メンバーによるジャズオーケストラ、特別ゲストとしてジャズ音楽作編曲の大御所サミー・ 
ネスティコが出演する、子供の祭典コンサート。 
 

The World of Sammy  Nestico Special Concert 
○料金：前売一般5,000円（全席自由・当日券1,000円増） 
○主催：JMIA実行委員会　○共催：旭川市教育委員会　　 
○出演：エリック宮城＆スペシャルジャズオーケストラ 
　Tpセクション／エリック宮城、西村浩二、木幡光邦、佐久間勲、横山  均 
　Tbセクション／中川英二郎、フレッド・シモンズ、佐野 聡、山城純子 
　Saxセクション／近藤和彦、向井志門、アンディ・ウルフ、小池  修、宮本大路 
　Piano／守屋純子   Bass／納  浩一   Dr／岩瀬立飛 
○スペシャルゲスト：サミー・ネスティコ（作編曲） 
ビックバンドジャズの歴史を創ってきた作編曲者サミー・ネスティコ氏を招聘し、スーパー 
トランペッター エリック宮城他16名の特別に編成された演奏家によって、全曲ネスティコ 
氏の作品を演奏する特別コンサート。 
 
10周年記念パネル展 
ジャズマンス・イン・旭川10周年を記念し、活動10年間の軌跡を振り返るパネル展。 

8（土） 

9（日） 

10（月） 

7（金）～ 
10（月） 

日程 会場 活動内容 

■活動スケジュール／2005年10月7日金～10月10日月 

開場５：３０ 
開演６：００ 

開場６：３０ 
開演７：００ 

10月9日（日）・10日（月）のコンサートチケットは各プレイガイドで。 
［旭川］玉光堂  ヤマハミュージック旭川  ミュージックショップ国原  音楽倉庫  冨貴堂本店  旭川市大雪クリスタルホール 
［札幌］道新プレイガイド  ヤマハミュージック札幌  大丸プレイガイド  4プラプレイガイド 

FAX予約〈氏名、住所、電話およびFAX番号枚数を明記のこと〉 
0166-22-3567（JMIA実行委員会：村田） 

インターネット予約〈お問い合わせフォームより〉 
http://bunkakikaku.com

大雪クリスタルホール 
大会議室他 



Vol.7

Vol.1

JMIAキッズ・ジャズアンサンブル 
ワークショップ 

Kids Jazz

パシフィックノース・ジャズクリニック 

Jazz Clinic

サミー・ネスティコ ����
JMIAジュニア・ジャズオーケストラ 

クリエイティブコンサート 

School Jazz Festival

The World of 
Sammy  Nestico 
Special Concert

Special Concert

主に旭川市内の小学1～4年生までの子供を対
象とした可愛らしいジャズアンサンブルが誕生。
音楽の楽しさと、つくり上げる喜びを学びます。 

JMIAジュニア・ジャズオーケストラの共演コン
サート。キッズアンサンブル、パシフィックノース
クリニック参加者、高校生ジャズバンド、さらに５
名のプロが加わった子供の祭典コンサート。 

ジャズを知らない人でも、必ず何曲かは聞いたこ
とがあるはず。全曲サミー・ネスティコ作品から
なる日本史上初のコンサートでフィナーレを飾り
ます。前代未聞のバンドパワーを体験できます。 

Vol.1

新聞紙上により参加メンバーを公募。音楽好きの子供たちが集まりました。 

広く北海道からジャズ音楽を志す３０名のメンバーを
選抜。サミー・ネスティコをはじめエリック宮城（Tp.Tb）、
近藤和彦（A.Sax）、守屋純子（Piano）佐々木義生
（Bass）、岩瀬立飛（Dr）、渡辺亮（Per）が徹底指導。 

各市町村の学校吹奏楽部、音楽団体に協力を呼びかけ参加者を募集。 

作編曲家サミー・ネスティコの魔法によって壮大なスケールの音楽会に。 

サミー・ネスティコにオマージュを捧げ、その音楽世界を受け継ぎます。 

音楽に色彩と空間を与える 
日本を代表するパーカッショニスト渡辺亮を講師に迎え

プロが担当するパート別特別クリニック 
総合アンサンブルはサミー・ネスティコが指導 

エリック宮城をリーダーに総勢16名のベストメンバーが 
“サミー・ネスティコ”の音楽世界をお届けします

◆10月９日（日）大雪クリスタルホール音楽堂◆ 

◆10月10日（月）大雪クリスタルホール音楽堂◆ 

Sammy Nestico

ジャズ界最大の作編曲家“サミー・ネスティコ”が 
第11回ジャズマンス・イン・旭川に登場。 

バイブル、来たる。

サミー・ネスティコ（作編曲家） 

●1970年からカウント・ベイシー・オーケ
ストラの作編曲家として１０枚の歴史的名
作を発表。その内4枚がグラミー賞を受賞。 
●ASMAC（音楽編曲者およびアメリカ作
曲家協会）、BBAA（アメリカビッグバンド・
アカデミー）より特別名誉賞を授与。 

2005年のジャズマンスは 
サミー・ネスティコとともに。 

［プロフィール］ 

第１１回ジャズマンス・イン・旭川［プログラム］ 

　ジャズの作編曲家として名高いサミー・ネスティコ氏はジャズ音楽の歴史
を通じて最も広範に活動し、現在までに創作した2000曲に及ぶ作品は世
界中のジャズ音楽を勉強する者にとって、聖典（バイブル）とまで言われて

います。そのうち６００曲は教育分野に深く浸透しており、この度のジャズマン

ス・イン・旭川では、氏の功績を振り返るとともに、氏の教育分野での実力を
この旭川で発揮していただくために招聘するものです。また、ジャズ教育の

実践で結成以来７年に亘り旭川で実績を積み重ねてきたJMIAジュニア・
ジャズオーケストラ他市内小中学生のためのワークショップ、クリニックにお

ける氏の特別指導、さらに２００５年度新規結成事業のJMIAキッズ・ジャ
ズアンサンブル結成を通じ、全国に向けてジャズ音楽の発信を行います。 

　17歳で、サミー・ネスティコはピッツバーグ（ペンシルバニア州）

ABCのラジオ放送局、WCAEのスタッフ編曲者になる。また、デ

ュケーヌ大学から音楽教育における理学士学位を受ける。さらに、

ノーステキサス州立大学は1978、1979、1980年に特別音楽

賞を授与。教育者として、ウエスティングハウス記念高校（ペンシ

ルバニア州）、ジョージア大学、ピアス大学各校において音楽科を

設立する。 

　1968年から1984年の間はカウント・ベイシー・オーケストラ

のための作曲家/編曲者として数々の歴史的名作を発表。自己の

作品提供による10枚のアルバムを制作。その内4枚がグラミー

賞を受賞する。また、20世紀フォックス、ユニバーサル、パラマウ

ント、ワーナーブラザーズ、MGMおよびコロンビア等の映画会社

のために数々の音楽を作曲提供をする。さらにバーバラ・ストラ

イサンド、ナタリー・コール、フランク・シナトラ、ビング・クロスビー、

サラ・ヴォーン、パティ・オースティン、ナンシー・ウィルソン、ポール・

アンカ、パット・ブーンのアルバムに関わり名作アルバムを残す。

編曲者としてジュリー・アンドリュース、ゴールディ・ホーン、ペリー・

コモ、トニー・テニール、ライザ・ミネリ、ボブ・ホープ、さらに多くの

米国を代表する音楽家のために作品を提供。また、TV関係の作

品も多くスパイ大作戦、刑事コロンボ、チャーリーズエンジェル、グ

ラミー賞、トゥナイトショー、ボブ・ニューハートショウ他多くの番組

に作品を提供。 

　一方、1980年に専任編曲者としてワシントンD.C.でアメリカ

空軍バンドに加わり、ホワイトハウス・オーケストラのチーフ編曲

者および指揮者として、ケネディ、ジョンソン政権における司法、議

会関係の重要な社交行事のために演奏する。現在アメリカ空軍バ

ンド（ワシントンD.C.）では、毎年サミー・ネスティコ編曲賞を開催

している。 

　1998～1999年にはジョージア大学の音楽部教授として指

揮法とスタジオオーケストレーションを教える。 

　1993年、彼の教育分野で発刊された600曲のスコアは、現在

4カ国語で翻訳され、アメリカのみならず、世界中でジャズ音楽の

聖典として演奏されている。 
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ザ・ワールド・オブ“サミー・ネスティコ”スペシャルコンサート

����｜��月��日●旭川市大雪クリスタルホール音楽堂［午後6：30開場／午後7：00開演］ 月 

���� 	
��
������������ Special Concert

〈お問い合わせ／TEL.0166–22–3567 村田〉 

前売券�����円（全席自由・当日1,000円増） 
旭川・札幌市内各プレイガイドで発売中！ 

［出演］エリック宮城＆SJO（Special Jazz Orchestra） 
◆ トランペットセクション／エリック宮城　西村浩二　木幡光邦　佐久間勲　横山　均 
◆ トロンボーンセクション／中川英二郎　フレッド・シモンズ　佐野　聡　山城純子 
◆ サックスセクション／近藤和彦　向井志門　アンディ・ウルフ　小池　修　宮本大路 
◆ ピアノ／守屋純子 
◆ ベース／納　浩一 
◆ ドラムス／岩瀬立飛 
◆スペシャルゲスト 

　サミー・ネスティコ（作編曲） 

カウント・ベイシーの名曲から最新作まで、 
全曲サミー・ネスティコ作品を強力にラインナップ！ 
Nestico Worldとも言うべきネスティコならではの音楽世界を 
余すところなく表現するため、エリック宮城が 
この日のためにベストメンバーを引き連れて旭川に登場！ 
 

［旭川］玉光堂  ヤマハミュージック旭川  ミュージックショップ国原  音楽倉庫  冨貴堂本店  旭川市大雪クリスタルホール 
［札幌］道新プレイガイド  ヤマハミュージック札幌  大丸プレイガイド  4プラプレイガイド 

バイブル、来たる。

●主催／ジャズマンス・イン・旭川実行委員会　●共催／旭川市教育委員会　協力／YAMAHA　K & Associates　旭川グランドホテル 
●後援／旭川市　上川支庁　北海道新聞旭川支社　朝日新聞旭川支局　読売新聞旭川支局　共同通信旭川支社　あさひかわ新聞 
　　　　HBC旭川放送局　STV旭川放送局　旭川ケーブルテレビポテト　FMりべーる　ライナーネットワーク　北海道経済　グラフ旭川　メディアあさひかわ 
　　　　旭川地区吹奏楽連盟　旭川市青年会議所　旭川ライブジャム
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第１１回ジャズマンス・イン・旭川 

●主催／JMIAジュニア・ジャズオーケストラ　●共催／旭川市教育委員会 
●後援／旭川市　上川支庁　北海道新聞旭川支社　朝日新聞旭川支局　読売新聞旭川支局　共同通信旭川支社　あさひかわ新聞　HBC旭川放送局　STV旭川放送局 
　　　　旭川ケーブルテレビポテト　FMノースウェーブ　FMりべーる　ライナーネットワーク　北海道経済　グラフ旭川　メディアあさひかわ　旭川地区吹奏楽連盟 
●お問い合わせ／TEL.0166–22–3567（村田） 

［出演］ 

JMIAジュニア・ジャズオーケストラ 
グルーヴィースイング・ジャズオーケストラ 
JMIAキッズ・ジャズアンサンブル 

◆ゲスト／エリック宮城（Tp） 近藤和彦（A.Sax） 守屋純子（Piano） 岩瀬立飛（Dr） 渡辺　亮（Per） 
◆コンダクター／佐々木義生（JMIAジュニア・ジャズオーケストラ代表）  

◆スペシャルゲスト／サミー・ネスティコ（作編曲） 

前売券／一般2,000円・学生1,000円（全席自由・当日500円増） 
［プレイガイド］玉光堂  ヤマハミュージック旭川  ミュージックショップ国原  音楽倉庫  冨貴堂本店  旭川市大雪クリスタルホール 

サミー・ネスティコ 
JMIAジュニア・ジャズオーケストラ 
クリエイティブコンサート 

����
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S a m m y  N e s t i c o

2005｜10月9日●旭川市大雪クリスタルホール音楽堂［午後5：30開場／午後6：00開演］ 日 

子供 
オールスターズ 
ジャズフェス 
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第１１回ジャズマンス・イン・旭川 

2005年10月7日金～10月10日月 

◎お問い合わせ◎ 

ジャズマンス・イン・旭川実行委員会 
TEL.0166－22－3567（村田） 
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