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交通 ： 【錦糸町駅】（JR総武線各駅停車、JR総武快速・横須賀線、東京メトロ半蔵門線）、　【両国駅】（JR総武線各駅停車、都営地下鉄大江戸線）
 【押　上　駅】（東武スカイツリーライン、東京メトロ半蔵門線、都営浅草線、京成押上線）、　【とうきょうスカイツリー駅】（東武スカイツリーライン）　
 【曳舟駅】（東武スカイツリーライン）、【京成曳舟駅】（京成押上線）、　【東向島駅】（東武スカイツリーライン）

場所：メイン会場 錦糸公園、JR・東京メトロ錦糸町駅、JR両国駅、東武線・京成線押上駅、東武線・京成線曳舟駅、
　　　東武線東向島駅、東武線とうきょうスカイツリー駅 周辺
後援：墨田区、東京都、一般社団法人墨田区観光協会、東京商工会議所 墨田支部 （順不同、敬称略）

第9回 すみだストリートジャズフェスティバル
全会場入場無料

2018. 8. 17 fri

8.18sat19sun
2018 39ステージ+ジャズバス

https://sumida-jazz.jp

一緒に作ろうすみだJAZZ ボランティア募集中！

すみジャズ ZERO
　　in すみだトリフォニーホール

■主　　催：すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会
■共同主催：（公財）墨田区文化振興財団（すみだトリフォニーホール指定管理者）
　　　　　　すみだトリフォニーホールステージ のみ
■同時開催：すみだストリートジャズフェスティバル in ひきふね

街おこしを成功させた「高槻ジャズストリート」の全面的な協力を得て開催します

登録はコチラ

第3回 すみだジャズ・フォトコンテスト開催

自然災害などにより、
一部内容が変更となる場合がございます。

お問い
合わせ

同時開催



…and more !!

今年も
すみジャズ
ゲストは

暑さ吹き飛ぶ暑さ吹き飛ぶ

ゴージャス  
ラインナップ！！ゴージャス  
ラインナップ！！

バンバンバザール デラックス
P17・37

吾妻 光良 & 
The Swinging Boppers

P17・36

TRI4TH

P17・36

大友良英＋山崎比呂志

MAY INOUE
STEREO CHAMP Vermilion FieldHong soondal Baramnan Jazz

こまっちゃクレズマ パンチの効いたオウケストラ

OKI DUB AINU BAND

たをやめオルケスタ

高木里代子 feat.牧野雅己
from Inner City Jam Orchestra

P33・36 P18・36
(c) Toshiya Suda

伊藤君子with.宮本貴奈
P22・34・37

fox capture plan
P17・36

Dream Session for Sumida 2018
P17・36

P18・36 P18・37

P18・37 P17・36

P18・36

P22・30・34・37

鈴木 勲 OMA SOUND
feat.秋山一将

P17・37

P17・30・37



このイベントを創めて以来9年……。「今年もすみジャズの時
期がやってきたね～」なんて声を周囲で聞くこともしばしば
……。みなさんの「夏の風物詩」の隅っこに加えていただけた
のであれば、とても光栄に思います。手探りでやってきたこの
イベントも、江戸幕府より永く～未来永劫続くものにすべく、
自分を「戦力外委員長」と揶揄しつつ、降りかかってくる仕事
を避けながら(笑)、次の世代へのタスキの渡し方について時折
考えるようになりました。代表や運営が変わっても、一本芯の
通ったイベントでありたい。全ての関係者のみなさんへのサプ
ライズてんこ盛りのイベントでありたい。すみだストリート
ジャズフェスティバルに対するみなさんの期待に応えたい。 
記念すべき10年目のイベントをどうするか……。既に秘策を練
り始めていますが、みなさんのご支援により、我々の背中を力
強く押していただければ幸いです。もちろん今年も「てんこ盛
り」ですよ!! みなさん、準備はいいですかー⁉ 今年も3日間、
熱く盛り上がっていきましょう!!!

実行委員長　能（たくみ）厚準

03 暑さ吹き飛ぶ、ゴージャスラインナップ！
04 ご挨拶
 2017年度収支報告
 すみだの街を“すみジャズT”で埋め尽くせ！
06 すみジャズMAP
08 メイン会場早わかりMAP
10 防音対策プロジェクト、はじめました！
 熱中症かも⁉ と思ったら、救護ブースへ！
 すみだジャズ・フォトコンテスト開催
11 すみだジャズ自慢のフェス飯！
12 大人も子供も楽しいゾ イベント＆パフォーマンス！
16　イベント前よりきれいなすみだに！　環境にやさしく演奏したい！
17-23、26-31、33　ステージ＆イベントスペース＆キッズパークスケジュール
24 出演バンド・パフォーマー一覧
32 動くステージ⁉　時刻表付きジャズバススケジュール
34 すみだストリートジャズフェスティバル in ひきふね
36 出演協力ミュージシャン＆団体プロフィール
40 一緒にすみだジャズを作ろう！
42 ご協力いただいたみなさま・協賛一覧
44 Special Supporter
46 ご協力いただいたみなさま・協力町会・実行委員・ボランティア一覧

※自然災害等の被災地への寄付について
すみだストリートジャズフェスティバルでは、2011年よりイベントによる収益の一部を東

日本大震災による被災地へ寄付してまいりました。
2017年度第8回では、残念ながら支出が収益を大きく上回り、次年度用雨対策費を充て

ました。そのため、被災地への寄付は不可能となりました。
昨年の反省を基に、本年度は少しでも収益を増やし、被災地へ寄付をできるように努力

しています。今年の結果は、後日、サイト上で報告させていただきます。

contents*
第9回すみだストリートジャズフェスティバル
今年もキレキレで開催です！

2017年度収支報告

収益（次年度準備金）  - 2,324,521 円

収

　入

協賛  8,951,596
前売りT シャツ  3,221,836
当日飲食  10,730,768
当日 T シャツ  3,551,135
当日募金（アンセム含む）  1,140,910 
ほか募金  62,858
パーティ会費  210,000
利子  80
事務所経費  1,200,000
雨天災害対策準備金  3,600,000
前年度繰越金  1,548,005

合計 34,217,188 

支

　出

バンステ  436,651
ゲスト対応  7,246,164
エコ  416,988
警備  879,780
救護  11,118
国際交流  153,480
イベント  122,028
広報  2,359,055
物流  310,945
Ｔシャツ  4,535,304
機材・資材  4,199,098
飲食  5,655,653
運営  3,066,788
地域連携  264,161
地域活性化  644,010
BBQ  271,958
セッション打ち上げ  500,000
ホールステージ  642,708
写真撮影用資材  25,820
次年度事務所経費  1,200,000
雨天災害対策準備金  3,600,000
合計   36,541,709

★Lady’s
★XS ★S
★M ★L
★XL

サイズサイズ
イラストレーター
多摩美術大学大学院博士
課程前期グラフィックデ
ザイン研究領域修了。書
籍、雑誌、広告など幅広い
分野でイラストレーション
を制作。
【最近の仕事】JINS「こ
どもレンズ」メインビジュ
アル、NHKラジオテキス
ト「まいにちドイツ語」表紙イラストレーション、
パトリシア・ハイスミス「死者と踊るリプリー」装
画（河出文庫）など。
【主な実績】
HB FILE COMPETITION 2018 副田高行賞。
ONE SHOW 2017MERIT受賞。第33回ザ・チョ
イス年度賞入賞。ペーターズギャラリーコンペ
2015鈴木成一賞次点。第19回ラハティ国際ポス
タートリエンナーレ2014入選など。

西山寛紀／にしやまひろき

¥2,500
各1枚

すべてボランティアで賄っている私
たちすみジャズは、フェスには外せな
い「Tシャツ」を地元のTシャツ
メーカー、久米繊維さんと一
緒に公式グッズにして、皆さんに少
しでも楽しく協力していただけるよう
にと想いを込めて作っています。折角
買っていただくのだから、こだわり抜
いたものにしたい。だからすみジャズ
Tは素材もデザインも毎年とてもこだ
わって、普段でも着たくなるT
シャツを目指して作っています。

Tシャツの利益はすみだジャズの運
営費となります。このTシャツを購入
いただくことは、全会場無料のす
みだジャズを応援いただくこ
とになるのです。

すみだジャズはこの街にもっと音
楽が鳴り響いて、もっと沢山の人の笑
顔が町に溢れてほしい、老若男女問
わずもっともっと沢山の人に楽しんで
もらいたいからこそ、全会場無料
としています。少しでもすみジャズを
好きでいてくれるあなた。一緒にT
シャツを着て、すみジャズを
もっと盛り上げてください！

すみジャズTで埋め尽くせ！
すみだの街を

hirokinishiyama.tumblr.com
https://www.tis-home.com/
hiroki-nishiyama

すみジャズTをぜひ身に
着けてほしいのです!

タオルも
ステキ！

1枚¥1,000

一度耳にしたらつい口ずさみたくなる、
すみだジャズのアンセムです。
このアンセムは商品ではありません。
1,000円以上ご寄附いただいた方に、感謝
の気持ちを込めてプレゼントいたします。
しかも今なら、すみだジャズオリジナルス
テッカー付き！
本部でお待ちしています。

1,000円をご寄付いただいた方に、
プレゼントいたします。

作曲／Vermilion Field
アレンジ曲／たをやめオルケスタ
カバーイラスト／多賀友紀

すみだジャズ
公式アンセム！
すみだジャズ
公式アンセム！

アルファ
ベットが

アルファ
ベットが

ポップで
、ホットで

、

ワクワク
しちゃう

デザイン
です！

メロディ
が聴こえ

てきそう！
ポップで

、ホットで
、

ワクワク
しちゃう

デザイン
です！

メロディ
が聴こえ

てきそう！

躍り出す
⁉

躍り出す
⁉

今年はイラストレーター、
西山寛紀さんの作品だ！

18日（土） 11:00～
噴水エリア すみジャズキッズパーク

西山寛紀さんによる
ライブペインティング！

大きなキャンバスに、
自身がデザインした

すみジャズ T の
イラストレーションを描きます。
協力／一般社団法人
　　　東京イラストレーターズ・
　　　ソサエティ（TIS）

Photo：CrossPhotoService
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