Vermilion Field〈9回出演〉

すみジャズ10回目の開催おめでとうございます！次は20回、30回と続くように、
楽しみにしています！ バーミリオンフィールド一同
すみジャズ10回目の開催おめでとうございます！ 回を重ねる毎に規模が大き
くなり、今や日本を代表するジャズフェスの１つと言ってもいいのではないで
しょうか？ これからも、ミュージシャン、スタッフ、ボランティアが一体となり、
20回、
30回と続くように、
楽しみにしています！ 朱 恵仁
（P）

たをやめオルケスタ 女将・岡村トモ子〈9回出演〉

すみだジャズ10周年おめでとうございます！昨年スタッフさんに言われたのですが、我々たをや
めオルケスタはすみだジャズ最多出演なんだそうです。
（9回出演）
わ～ぉ！たをやめオルケスタも
昨年10周年だったから、
よくわかる。10年は長い。
「続ける」
ってことは辞めるより何倍も苦しいけ
ど何倍も楽しい。すみだジャズをつくる全ての人々に感謝して、最高の音で祝う所存であります！

祝回
第1●

開催
A

スミレンジャイ〈7回出演〉

みんなの笑顔に元気をもらってき
ました！みんなの笑顔を見られる
ように、今年も頑張るよ！

ターフィーくん＆
キティちゃん〈8回出演〉
Congratulations!

10th nnivers a y
r
2010 年の雪降る 1 月。

墨田区に縁のあるアラフォー男 2 人が、「やろうぜ！」とスタートした
「すみだストリートジャズフェスティバル」。
おかげさまで 2019 年の今年、第10 回を迎えることができました。
この10 年間、お付き合いいただいた
一部のアーティストの方々より、お言葉をいただきました。

氷の彫刻家 井上 仁〈8回出演〉

10周年おめでとうございます！真夏の風物
詩 すみだストリートジャズフェスティバル、
毎年楽しみにしています。皆さまに 涼
と芸術を体感して頂けるよう、今年
も氷彫刻デモンストレーション応
援お願いします。氷彫刻の瞬間
の輝きをお楽しみください。

スタッフ一同、感謝感謝！
今後とも、応援よろしくお願いいたします！

BimBomBam楽団〈4回出演〉

すみだストリートジャズフェスティバル
10周年おめでとうございます。ここ数
年様々な形で関わらせていただいてま
すが、最初の出演は、我々BimBomBam
楽団結成してすぐに出演オファーをい
ただいた2015年でした。そのおかげで
活動に勢いをつけていただいたので、
すみジャズは我々にとってホームグラ
ウンドと勝手に思わせていただいてま
す。この先も一緒に頑張っていきたい
と思います！！

祝 th Anniversary
SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL 1●

祝 th Anniversary
SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL 1●

ソラリスエイコ〈5回出演〉

河村留理子〈2回出演〉

本田珠也〈2回出演〉

第10回すみだジャズフェスティバル
開催おめでとうございます!!! スタッ
フ、ボランティアそして地域の方々に
心から感謝です。これからもどんど
ん広がっていきますように!!! 今年も
弾けましょう!!!

記 念 すべき第10 回 すみだジャズ に出
演！ 心よりうれしく思います。お客様も
ミュージシャンも皆が皆楽しめる「すみ
だジャズフェスティバ ル」これからも
ずっと応援していきます！

すみだジャズ10周年おめでとうございます。また節目の年に自身
のグループで出演できる事を、
とても光栄に思います。現在は日
本各地に点在するジャズフェスですが、
このすみだジャズにはと
ても地元愛に溢れ下町ならではの風情が色濃く残ったとても稀
有なフェスです。そしてどこのフェスよりもスタッフの結束力が
強いのもこのすみだジャズの特徴でもあります。これは出演しな
くとも、
このフェスに来て頂ければ必ず味わえます。安心安全、
老若男女問わず、
ハンデのある人にも優しいこの底抜けに明るい
すみだジャズを、
僕は心から感謝しずっと応援しています。

jammin’ Zeb〈5回出演〉

これまでたくさん出演させていただきました「すみだジャズ」
が、
10周年を迎えました！ おめでとうございます！！

MASH弦楽団

〈3回出演〉

すみだジャズフェスティバ
ル10周年、おめでとうござい
ます！
！ MASH弦楽団は三年前から出演させていただいてい
ますが、
今年もお声がけいただき感謝の気持ちでいっぱいで
す！ ジプシージャズで2日間すみだの街全体を盛り上げまく
りたいと思います!! 17日の19:00から錦糸町moxyにてセッショ
ンホストをやるので、
楽器を持って是非遊びにきてください！

飯田久美子〈9回出演〉

10周年、
おめでとうございます。私は第2回目か
ら毎年、
ボランティアスタッフとして、
また出演者
として、
参加しています。沢山の想い出がありま
す。かなりお年を召した、
ご婦人が、
目をつぶっ
て、
身体を揺らしながら聴き入ってくださり、
「素
敵な時間を有難う！」
と、
私の手を握って喜んで
くれたり、
ここまで、大きく中身の濃い素晴らし
いジャズフェスティバルに成長して来たのは、
仲
間の皆様の熱い思いと、
信頼し合い協力し合い
ながらコツコツ積み上げてきた努力の賜物で
すね、感 無 量です。
継 続 は 力 なり！ ス
タッフも、
リスナーも
ゲストも、関わった
全ての人 達が、楽し
く幸せなすみジャズ
でありますように、
こ
れからも素晴らしい
フェスティバルであ
る事を願います。

JABBERLOOP〈3回出演〉

10周年おめでとうございます。今
や日本屈指のフリージャズフェス
ティバルに成長した『すみだジャ
ズ』
。人間の歳なら小学校4年生。
完全にスーパーキッズですね。こ
れから迎える第二成長期に更な
る期待をしています！ 世界へ羽
ばたけ、
我らがすみだジャズ！
！

元 晴〈6回出演〉

HUMADOPE 中村恵介

〈8回出演〉

第10回開催おめでとうございます！
僕は2012年の第三回からほぼ毎年、
色々なバンドで出演させていただい
ていますが、年々規模も大きくなり、
もはや夏の風物詩的な素晴らしいイ
ベントです。今 年も18日にすみだ
パークスタジ オにて 、僕 のバ ンド
HUMADOPEで出演しますので、ぜ
ひお越し下さい！

すみだジャズが始まった当初からドリー
ムセッションforすみだをやらせてもらっ
てます。入場無料のフリーフェス最高!!! そ
して街中にサウンドシステムを組んで野
外で聴く音最高!!! それができる錦糸町
は素晴らしい!!! 街の皆さんの協力もあり
ここまで続けてこられたのかなと思いま
す。これからも皆さんと一緒に盛り上げ
て行けたらなと思っております!!! 10周年
本当におめでとうございます!!!

大橋美加〈7回出演〉

私のヴォーカルクラス「アート石井」と、大橋家の
ルーツの在る墨田でのジャズ・フェスティバルが
10年目を迎え、幸いです。新譜"CINEMAFUL LIFE"
より、映画にちなんだジャズソングをステージでお
贈り致します。ご期待ください！

10回目を迎え感慨無量です。第1回目は、
「青空の下うまいもんを食
べながらJAZZを聞いて家族・友人と楽しもう！」でした。観客、
ミュー
ジシャン、協賛企業、地域関係者に感謝を抱き、今後も安全、警備、防
音、
エコ活動に留意して、音楽で地域活性化、青少年育成の一助を！

2011年 第2回

2012年 第3回

すみだジャズ10周年おめでとうございます！！令和元年 &10
周年という節目の年に、
リーダーバンドでの演奏機会をい
ただけることになりました。
ゲストに”ドリームセッション for
すみだ” の立ち上げメンバー、
サックス奏者に元晴、
NYから
世界中で活躍中のベーシスト中村恭士、20年ほど前にアメ
リカボストンの地で音楽の道を共に志したこのお二方とは、
久しぶりの共演～まさにすみだならではのリバイバル!!ほか
メンバーは国内外で活躍しているすばらしいミュージシャ
ン、
キーボードに柴田敏孝、
ドラムスに菅野知明を迎え、み
なさんと一緒にお祝いできるのを楽しみにしています！

2013年 第4回

2014年 第5回

Ricky with FSP〈4回出演〉

すみだストリートジャズフェスティバル！ 第10回開催おめでとうございます！！ Ricky with FSPとしては
第7回から出演させて頂いているのですが、今では おっ！？ すみジャズのシーズンが来たな！と思え
るぐらい、すみジャズが夏を感じる言葉の１つとなってます。本当に沢山の方々がイベント成功に向け
て力を注いで、そこに出演するミュージシャンもイベントを楽しみにしていて、そして何よりも年々増え
ていく来場者の方に音楽を身近に楽しんでもらえて、本当に良い空気感のあるフェスだと思います。
これからも第15回、20回と続き東京の一大イベントになっていく事を楽しみにしてます。先ずは大事
な節目となる第10回！ 大成功になるようにFSPとしても盛大に会場を盛り上げたいと思います！！

かをりとかずこ 穐田かをり〈3回出演〉

すみだ ストリートジャズ
フェスティバル第10回お
めでとう！大 きなフェス
ティバルをずっとやり続け
るということは、大変なこ
とだと思っている。だから
僕たち演奏家は、
一人でも
お客様を減らさず、益々
増えるように自分も勉強
していかなければならな
いと思っている 。最 近の
ジャズファンの方は嬉しい
ことに上手、下手がわかる
ぐらい耳が肥えてきた。
だ
から演奏家が頑張らない
とダメだ。第20回目指して
頑 張って！そ の 時 、僕 は
100歳のちょっと手前だけ
ど、腕は若くなっているぜ
～これからもずっと離れ
ないでいくよ！

2015年 第6回

すみだジャズ10周年おめでとうございます!! やったー!! ジャズフェ
ス自体、昔より減ってしまった今としては、本当に貴重だと思いま
す。
まずひとつのことを長年続けるには、
並々ならぬスタッフさん
達の努力と苦労があるに違いありません。
街中で、
しかも無料でこ
ういう素敵な機会を作って下さることに心から感謝です。
本当に
ありがとうございます!! そして観に来る皆さんにとっては新しい
お気に入りになる音楽たちを見つける、
とってもいいチャンス!! 来
ないと損だよー!! 久しぶりのすみだジャズ出演、
私も心から楽しん
じゃうし、
皆さんにも沢山幸せふりまきます。楽しみすぎるー♪

すみジャズ、
10周年おめでとうございます!! アーティスト
も凄い! すみだの街も人も凄い! そしてボランティアも
凄い! 皆の熱気と熱意が集結した最高のイベント! 参加
させてもらえることに感謝と幸せでいっぱいです！

DON ALMAS〈6回出演〉
EIKO〈7回出演〉

墨田で生まれ育ち「すみだJazz」の足元に住むEIKO
の元へ、スタッフ数人が依頼に訪ねて来られて早や
10年。熱心に構想を語り、篤い情熱がJazzの町を
定着させ、Vol.10の今年は最大級の様です！ 御尽
力に心より、感謝とお祝いを申し上げます。

2016年 第7回

2017年 第8回

すみだストリートジャズフェスティバル10周年!! 大
変におめでとうございます。これだけ大きなイベ
ントへと成長していく中で、大変な事が沢山あっ
たと思います。出演アーティストをはじめ、スタッ
フ、近隣地域の皆様のご協力で成り立つ、この素
晴らしいすみジャズを、今後も応援していきます。
10回目の今年も！ 皆さんで楽しみましょう！

2018年 第9回

て

そし

!!

今年

2019年 第10回
同時開催

曳舟駅
押上駅

①186組 ②213 ③24 ④550名
⑦初開催！
①出演数 ②演目数 ③ステージ数
④ボランティア人数 ⑤寄付
⑥パンフ＆Tシャツイラスト
⑦トピックス

①269組 ②320 ③33+ジャズバス2台
④679名 ⑤1,061,357円／日本赤十字
社 東北関東大震災義援金宛 ⑥高松
ジャ
啓二 ⑦災害被災地へ寄付を開始。
ズバス登場！韓国・テグ国際ジャズフェ
スティバル協業に関する覚書に調印

①312組 ②356 ③32+ジャズバス3台
④土曜517名、
日曜539名 ⑤105,000
円／あしなが東日本大震災・津波遺児
基金宛 ⑥サイトウマサミツ ⑦すみだ
トリフォニーホールがステージとして
参加。初スタンプラリー開催

①324組 ②346 ③31+ジャズバス2台
④土曜415名、
日曜239名 ⑤222,507
円あしなが東日本大震災・津波遺児基
金宛 ⑥HITOE ⑦すみだのヒーロー ス
ミレンジャイ登場

①373組 ②367 ③32+ジャズバス2台
④731名 ⑤34,973円／あしなが東日
本大震災・津波遺児基金宛 ⑥安齋肇
⑦ゴスペルのみのステージに挑戦

①348組 ②373 ③32+ジャズバス2台
④731名 ⑤207,503円／あしなが東日
本大震災・津波遺児基金宛 ⑥金子洋
典 ⑦ルーツミュージックの旗手を招
聘。三冠馬オルフェーブル像登場

①398組 ②444 ③37+ジャズバス2台
④土曜649名、
日曜564名 ⑤193,501
円／あしなが東日本大震災・津波遺児
基金宛 ⑥百世（Momoyo）⑦墨田区
出身エンターテイナー 岸野雄一氏登
場。ソーラー発電で演奏。
グリーン電
力証書システム採用開始

①442組 ②460 ③40+ジャズバス3台
④1,054名 ⑤支出が収益を上回り、実
現不可能 ⑥こうじょう雅之 ⑦金、土、
日曜、初3日開催。北部＆TATEKAWA
サテライトステージ登場

①504組 ②548 ③39+ジャズバス2台
④914名 ⑤支出が収益を上回り、実現
不可能 ⑥西山寛紀 ⑦すみだストリー
トジャズフェスティバルinひきふねと
同時開催開始。
メイン会場にエアアー
チ登場

錦糸町駅
JR 総武線

千葉→

渋谷↓

2019

都営浅草線

両国駅

すみだストリートジャズフェスティバル

8.16fri 17sat18sun

第10回

東京メトロ半蔵門線

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、 とうきょうスカイツリー駅
東武線東向島駅、東武線とうきょうスカイツリー駅 周辺
←浅草
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、在日カナダ大使館（順不同、敬称略）
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）

↑北千住

SSJF HISTORY

2010年 第1回

西藤ヒロノブ〈6回出演〉

アート石井 石井敏子〈9回出演〉

ジャズがわからないと言う人がいる。それじゃあ逆に
誰がわかっているの？ジャズミュージシャンに聞いたっ
てよく知っていると言い切れる人はいない。理解して
いる人間なんて何処にもいないと僕は思う。
そもそも
ジャズに限らず音楽は好きか嫌いか？自分にとって良
いか悪いか？スイングしてるかしてないか？のように自
分のセンスを問われるものだ。まず、聞いたこともな
いのに最初から拒否反応を示すのはやめて欲しいも
の。
喰ったことのない生魚を生臭いに違いないと決め
つける外国人達だって今や寿司や刺身の虜じゃない
か？まず
「すみだジャズ」
の会場に来て、
町に溢れる音
楽に身を任せよう。
好きか嫌いかなんてそのあとで決
めれば良い。
会場で会いましょう。

鈴木 勲〈7回出演〉

みほりょうすけ〈3回出演〉

すみジャズ10周年、おめでとうございます！
僕も今年、全国デビュー10周年を迎えまし
たので、勝手に親近感を抱いています。す
みジャズはスタート当初からかなり話題に
なっているイベントで、いつか必ず出たい！
とずっとずっと思っていました。そんな思い
が叶って今年で三回目。本当にありがとう
ございます！ こんなイベントを成長させな
がら10年も続けていくのは並大抵のことで
はありません。スタッフの皆さん、本当にす
ごい！ 街中に素晴らしい音楽が溢れる3日
間。そのひとかけらを、ささやかに彩れた
らと思っています。もうすぐ暑い夏がやっ
てきます！ みんなで盛り上がりましょう！

Shiho〈3回出演〉

つのだ☆ひろ〈2回出演〉

全会場入場無料

お問い
合わせ

https://sumida-jazz.jp

44ステージ+ジャズバス 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。
■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

一緒に作ろうすみだJAZZ ボランティア募集中！

登録はコチラ

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

①②③④⑤は、
イベント終了後にご報告い
たします。⑥P6参照 ⑦第10回開催！ジャ
ズトレインに挑戦
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