
大和田レインボウ・プロジェクト
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■応募資格 
小学校3年生～大学生（社会人学生を除く）までで、レッスン、合
同レッスン、リハーサル、ゲネプロ・本番に必ず参加できる方（学校
行事等を除く）。管楽器経験者で楽譜の読める方。各自で楽器の
用意ができる方。

■参加費
無料。但し、消耗品等はご購入いただきます。

■定員
20～30人程度

■お申し込み方法
7/22〈必着〉迄に申込用紙に必要事項を記入、顔写真貼付の
上、郵送でご応募ください。

■選考方法
第1次審査
　書類選考…8/8頃までに審査結果をお知らせします。
　通過者へは第2次審査の詳細をお知らせします。

第2次審査
　実技、面談…実技ではお好きな曲を演奏して頂きます。
　9/10頃までに審査結果をお知らせします。

■お申し込み・お問合せ先
〒150-0031　渋谷区桜丘町23-21　
渋谷区文化総合センター大和田　3階 ホール事務室　
「レインボウ・プロジェクト」 参加者募集係
TEL.03-3464-3251（10：00~19：00）/FAX.03-3464-3289
http://www.shibu-cul.jp　https://owada-rainbow.com

　大和田レインボウ・プロジェクトは未来を担う子どもたちのための音楽体験・発表の場として2014年にスタートしました。
　これまでにビートルズ（vol.1～３）、ジョージ・ガーシュウィン（vol.4～５）、チャーリー・パーカー（vol.6）、デューク・エリントン
（vol.7）、チャールズ・ミンガス（vol.8）をテーマにジャズに挑戦してきました。9回目を迎える本年は、マイルス・デイヴィス（1926～
1991）の音楽に挑戦します。
　プロジェクト・リーダーには、引き続きピアニストとして世界のステージで活躍している山中千尋さんを迎え、新年に「さくらホール 
ニューイヤー・ジャズ・コンサート」での共演を目指します。
　ジャズが持つ自由な精神とともに、エネルギーあふれる私たちのサウンドを探究していきましょう。
　チャレンジ精神旺盛な皆さんの参加を楽しみにお待ちしています。♪

■レッスン日程 ※新型コロナウイルスの感染状況によっては、内容に変更・中止が生じる場合がございます。
　また、出演者や講師などの都合により変更となる場合があるほか、時間も延長する場合があります。
※実施にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しながら、安全安心に努めて参ります。

詳細は決定次第お知らせします

13：00～17：00

10：00～16：00
※グループによってレッスン時間が異なります

詳細は決定次第お知らせします

書類選考通過者へお知らせします

渋谷区文化総合センター大和田
さくらホール（4階）

渋谷区文化総合センター大和田
練習室（4階）

8/20（土）
または8/21（日）

大和田レインボウ・プロジェクトvol.9

会場日時（予定）

ゲネプロ・本番
リハーサル

合同レッスン

レッスン

審査
（簡単な実技・面談）

結団式・レッスン

山中千尋さんと共演!!

内容

さくらホール ニューイヤー ジャズ・コンサート

9/25（日）
10/9（日）
10/16（日）
10/23（日）
10/30（日）
11/6（日）
11/13（日）
11/23（水祝）
11/27（日）
12/4（日）
12/11（日）
12/18（日）
12/25（日）
12/28（水）
12/29（木）
12/30（金）
1/2（月祝）
1/3（火）



渋谷区文化総合センター大和田　ホール事務室行

「大和田レインボウ・プロジェクト」参加申込用紙
※下記必要箇所にご記入の上、いずれかに〇をつけてください

記入日：　　　　月　　　　日

ふりがな

氏名

  年  　 　    　 　 月 　 　 　 　 　  日 年齢生年月日
（西暦）

ふりがな

保護者
氏名

最寄りの駅

自宅住所

電話番号

参加希望
楽器

（複数可）

受付番号

（　男　・　女　）

歳

印

（〒　　  　 -　　　    ）

線　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　駅 分

FAX番号

携帯番号 E-mail

楽器経験

※個人情報保護法に基づき、この申込書に記載頂く個人情報は本事業の連絡のみに使用し、本人の同意なく第三者に提供することはありません。

日程

出席不可な日を〇でお囲み頂き、欠席については理由をご記入ください。
8/20 am・pm  ， 8/21 am・pm  ， 9/25 am・pm  ， 10/9 am・pm  ， 10/16 am・pm  ， 10/23 am・pm  ， 10/30 am・pm  ， 
11/6 am・pm  ， 11/13 am・pm  ， 11/23 am・pm  ， 11/27 am・pm  ， 12/4 am・pm  ， 12/11 am・pm  ， 12/18 am・pm  ， 
12/25 am・pm  ， 12/28 am・pm  ， 12/29 am・pm  ， 12/30 am・pm  ， 1/2 am・pm  ， 1/3 am・pm
（欠席理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1. フルート　　 2. クラリネット　　 3. アルトサックス　　 4. テナーサックス　　 5. バリトンサックス　　 6. トランペット　　 7. トロンボーン

8. ホルン　　 9. ユーフォニウム　　 10. チューバ　　 11. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

応募理由

撮影及び
公開の可否

1.   テレビ、雑誌、SNS等いずれの撮影・公開とも可　　　2.   区の記録の撮影・公開は可　　　3.   区の記録の撮影（ただし非公開のものに限る）は可　
4.   1.2.3のいずれも、後ろ姿であれば可　　　　　　　　5.   全て不可

健康状態 1.   良好　　2.   普通　　3.   貧血、喘息、アレルギー（種類：　　　　　       　　　　）　　4.   その他 [　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　]

年　　 　　ヵ月

音楽歴

レインボウ・プロジェクト参加経験　　有 （  第1回  ・  第2回  ・  第3回  ・  第4回  ・  第5回  ・  第6回  ・  第7回  ・  第8回  ）　・　無

師事した先生及びコンサート、フェスティバルへの出演・受賞歴、所属団体等があれば、記載してください。

写真をはる位置

本人単身胸から上

自宅→会場
までの
所要時間

学校名 学校    　　 第 　　    　　　学年

渋谷区民（ 在住 ・ 在学 ）  ・  一般（渋谷区民以外の方）



さくらホール
（渋谷区文化総合センター大和田 4階）

音響性に優れたさくら
ホールでは、クラシック、
ジャズなどの音楽公演を
はじめ、様 な々ジャンルの
催しが行われ、多くの
方 に々親しまれています。

アクセス１ ： 渋谷駅より徒歩５分
国道246号を越えてセルリアンタワーと渋谷インフォスタワーの間に位置します
アクセス２ ： 大和田シャトルバスまたはハチ公バス（夕やけこやけルート）にて
              乗車時間約2分
バス停「渋谷駅ハチ公口」から乗車、次のバス停「文化総合センター大和田」下車

●お問合せ
渋谷区文化総合センター大和田（3F）ホール事務室
TEL 03-3464-3251（受付時間 10：00～19：00）
FAX 03-3464-3289

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21
http://www.shibu-cul.jp

客席（定員735名）

毎年始めの楽しみの1つです。いつも素敵な演奏会をありがとうございます。

毎年楽しい思い出を作れています。
来年もさんかしたいです。

子どもたちのビッグバンド、ミンガスの曲
すばらしかった。大したものです。

ミンガスをチョイス
する所が激シブで
良かったです!!

とても感動しました!!!soli solo全体の
アンサンブルが美しく心あらわれました。

マイルス・デイヴィス （1926～1991）とは
100年を超えるジャズの歴史の中でも、最も重要なミュージシャンの一人。そのキャリアす
べてがジャズ史のマイルストーンとなっている。初期にはチャーリー・パーカーとの共演、
クールジャズの起源とされる九重奏団ではギル・エヴァンスをアレンジャーに起用し、ジョ
ン・コルトレーン、キャノンボール・アダレイなどを擁したハードバップ期、更にビル・エヴァン
スとのコラボレーション、そしてウエイン・ショーター、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、
トニー・ウイリアムズの若い才能を登用した第二期クインテット。1960年代末からはエレ
クトロニクスを導入、チック・コリア、ジョー・ザヴィヌル、ジョン・マクラフリンなどをメンバー
に問題作「ビッチェズ・ブリュー」を発表してジャズ・シーンに衝撃を与えた。一時期、体調
不良で活動休止の時期もあったが、1980年代以降もマーカス・ミラーなどの新しい世代
の才能と共演するなど、生涯チャレンジを続けた。

練習やリハーサルみんな親しみやすく接してくれたりとても楽しく教えてくれたりと、
すごくおもしろいプロジェクトでした。
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山中千尋（やまなか・ちひろ）ピアニスト／作曲家／アレンジャープロジェクト・リーダー

松本治（まつもと・おさむ）トロンボーン奏者／作曲家／アレンジャー講師・編曲

ニューヨークを拠点に世界を駆ける、日本が誇る女性ジャズ・ピアニスト山中千尋。リリースされた
アルバムは、国内のあらゆるJAZZチャートで1位を獲得。米メジャー・レーベルのデッカ・レコードと
も契約を果たし、全米デビューも飾る。ダイナミズムと超絶技巧、ジャズの伝統と斬新なアレンジを
併せ持つ、今まさに活動の絶頂期を迎えているピアニスト。

2019年にはサンセバスチャン・ジャズフェスティバルのトップ・ラインナップに、北京ブルーノート
4公演、名門ジャズクラブのロンドンのロニー・スコット、パリのニュー・モーニング、ミラノのブルーノート、ワシントンのブ
ルースアレイに出演。それらの公演はソールドアウトとなるほどの評判を博し、英国ガーディアン紙のジャズレビューでも
激賞される。米NBCラジオ、カーネギーホール、ケネディーセンターで自己のトリオで出演する他、米リンカーンセンターで
のジェームス・P・ジョンソン・トリビュート記念コンサートにイーサン・アイバーソン、エリック・ルイスらとともにソロで出演。
また「ラプソディ・イン・ブルー」を東京都交響楽団、NHK交響楽団、群馬交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団
との共演でも絶賛を得る。2020新年にはニューヨークのアポロシアターでの公演もソールドアウトとなった。2022年はス
イス・ベルンのマリアンズ・ジャズルームで公演し、6月には東京芸術劇場での芸劇リサイタル・シリーズ「VS」に出演予定。
第23回日本ゴールドディスク大賞、スイングジャーナル誌ジャズディスク大賞、NISSAN PRESENTS JAZZ JAPAN 

AWARDなど権威ある賞を多数受賞。

　1978年「原信夫とシャープス&フラッツ」にリード・トロンボーン奏者として入団。その後「高橋達
也と東京ユニオン・オーケストラ」のアメリカ遠征メンバーとして同楽団入り、帰国後退団、フリーラ
ンサーとしての活動を開始。1980年代以降は、坂田明セクステット、今堀恒雄の「Tipographica」
などに参加、同時に山下洋輔、渡辺香津美など日本ジャズ界のトップ・プレイヤーにアレンジを提
供する他、スタジオ・レコーディングにも数多く参加。2006年「ラプソディ・イン・ブルーBIGBAND
バージョン」を山下洋輔BIGBANDで初演（オーチャード・ホール）、編曲、指揮を担当。以来、山下洋輔BIGBANDの
編曲・指揮者として数々の作品を提供、2014年は『新世界より』（ドヴォルザーク）と『展覧会の絵』（ムソルグスキー）の
クラシック作品を編曲、初演、その斬新な試みが賞賛された。2015年は国際交流基金の企画によって、アジア各国か
ら選抜された若者28名から成る“Asian Youth Jazz Orchestra”の音楽監督を務め、1ヶ月間の東南アジア・ツアーを
行い、翌2016年1月には日本公演を成功させた。
　現在は、自己のグループ「Trigonometria」「Musica Immaginaria」、新しいサウンドを追求するBigband「HFG」
の他、渋谷毅オーケストラ、水谷浩章ユニットなどでのライブ活動、またコンサート、レコーディングに数多くのアレンジ
を提供、話題となった小島麻由美の『ONE PIECE FILM GOLD』劇中曲“GOLD&JIVE～SILVER OCEAN”の編曲
などを行う。指導者としても、1994年から今春まで洗足学園音楽大学ジャズ・コースの講師を務めた。

このプロジェクトに参加したことで、私はジャズが好きになり、たくさん聴
いています。また、譜読みがはやくできるようになったり、リップスラーや
高い音を出すことなどができるようになったりと、とても上達できました。

音楽好きの若い子達の情熱が伝わって来るコン
サートだと思います。他人とはいえ一人一人の成長
が楽しみ。山中さんのアーティストとしての取り組み
もすばらしくこの企画はずっと続けて欲しいです。

元気な音が聴けて楽しかったです!!

2022.1.3「さくらホール ニューイヤー ジャズ・コンサート “チャールズ・ミンガス　直立猿人”」より

特設サイトはこちら↓

大和田レインボウ・
プロジェクト

子どもが参加させて頂きとても楽しかった様です。
型にとらわれずでも基本が出来ていないと難しい
こともおもしろいらしいです。




