
http://sakuradrf.com/

Sakura Django Reinhardt Festival

さくら ジャンゴ・ラインハルト・フェスティバル2019第9回
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1930年代、当時人気のスイング・ジャズと放浪の民ジプシーの音楽が融合した『ジプシー・ジャズ』。
垣根を越えて交じり合い時代を彩ったこの音楽の精神に学び、音楽をきっかけに様々な交流が生まれるように、との
願いも込めて...、ジャンゴ・マニアも初めての人も、大人も子供もみんなが楽しめる音楽のお祭り、今年も開催!

7月5日（FRI）,6日（SAT）,7日（SUN）  

【主催（共催）】さくら市教育委員会、さくら ジャンゴ・ラインハルト・フェスティバル実行委員会　【後援】ベルギー王国大使館、さくら市国際交流協会、喜連川商工会、喜連川観光協会、氏家観光協会、
FM栃木、アコースティックギターマガジン、アコースティック・ギター・ブック
【運営協力】 Guitarshop TANTAN、 STRINGPHONIC Guitar Company、さくら清修高等学校放送部 
【協力】栃十交流館、さくら市観光ボランティアの会、ＮＰＯ法人まちづくりネットワーク・笑顔、WILD-1　【協賛】 Webをご参照下さい     ●お問い合わせ; sakura.drf@gmail.com Tel:080-3603-3647担当:高野　

出演バンド、演奏順、協賛など...
詳細はWebサイトで

【5日】　　　　     19:00～ミニライブ@氏家駅前「さくらテラス」 【入場無料】
【6日】 11:00～15:00 喜連川まちなか特設会場 +10:00～16:00 道の駅きつれがわ【入場無料】
 18:00Open～ DjangoNight@ 杉インテリア木工館（旧穂積小学校）【¥1,000】
【7日】 13:30開場 14:00開演～コンサート@喜連川公民館【入場無料、全席自由】

前夜祭

第一部

第二部

第三部
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無料ライブ&コンサート
投げ銭
歓迎

フリーセッション
ギター、CD、グッズ販売&無料抽選会

Jazzヴァイオリンワークショップ （有料） 
ハイエンドオーディオ試聴会

似顔絵ショップ

Django Night

6 日は氏家駅よりシャトルバス運行予定 時刻表はWEBで

さくら市文化振興事業

Sakura City, Tochigi

vol.9 
5th, 6th, 7th, July, 2019
In the 1930's, "Gypsy Jazz" was born as 
a fusion of Swing Jazz and  Gypsy Folk Music. 
We wish to learn from the spirit of this music,  
something that is "Crossover beyond borders" 
and "exchanging the culture".  
Enthusiasts, beginners, children and adults 
can enjoy this event.  
"Sakura Django Reinhardt Festival" is coming soon!

Django, Le Jazz Manouche!

J’   Django

ジプシーウクレレ教則本発売イベント

  

さすらうジプシーのメロディとJazzのランデヴー。ヨーロッパを揺らしたジプシー・ジャズは懐かしく熱く、なんだかお洒落 !
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【主催（共催）】さくら市教育委員会、さくら ジャンゴ・ラインハルト・フェスティバル実行委員会　【後援】ベルギー王国大使館、さく

ら市国際交流協会、喜連川商工会、喜連川観光協会、氏家観光協会、FM栃木、アコースティックギターマガジン、アコースティッ

ク・ギター・ブック  【運営協力】 Guitarshop TANTAN、 STRINGPHONIC Guitar Company、さくら清修高等学校放送部  【協
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さくら ジャンゴ・ラインハルト・フェスティバル2019



えっ？ウクレレでジプシー！

出版記念イベント開催

vol.9 Sakura Django Reinhardt Festival 2019

ハイエンドオーディオ機器で聴く再生音楽と
ジプシー・ジャズの魅力

●スピーカー : ATC SCM40  ●アンプ: マッキントッシュ C52＋MC275VI    ●SACD/CDトランスポート: マッキントッシュ MCT450  ●アナログプレーヤー: STST MotusⅡ  DQ＋Vertex   
●カートリッジ: EMT    ●ケーブル: Nordost  ●ルームチューニング用機器 : 日本音響エンジニアリング ANKH-I・ST15 (６台 )、ANKH-VI・Ｆ66（2台）  ※都合により変更する場合があります。

予定の
機材  

7月6日（土）
（オーディオデモ＆リクエストアワー）

@道の駅きつれがわ
本館2F

第1回 10：15～11：00
第 2回 11：30～12：15
第 3回 13：00～13：45
第 4回 14：00～16：00

株式会社エレクトリ、日本音響エンジニアリング株式会社Presented by

7月5日（金）
7月6日（土）
11:00 -15:0011:00 -15:0011:00 -15:00

11:00 -15:0011:00 -15:00

10:00 -16:0010:00 -16:00

19:00 ～さくらテラス

和い話い広場＆石蔵ステージ

ジプシー・ジャズ・フリーセッション

入場無料

氏家
駅前

HAYAKI KAZE  cafe

杉インテリア木工館喜連川
丘陵の里 旧穂積

小学校

7月7日（日）14:00Start
コンサート＠喜連川公民館ホール

道の駅きつれがわ
無料ライブ＠特設ステージ
ハイエンドオーディオ試聴会      @道の駅きつれがわ本館2F

ミニライブ

無料ライブ、ギター＆ウクレレショップ、無料抽選会無料ライブ、ギター＆ウクレレショップ、無料抽選会

●出演：喜連川中学校吹奏楽部、Tokyo Manouche Trinity、東京ホット倶楽部バンド
●各ミュージシャンの CD、楽器と関連グッズ、オフィシャルグッズなど販売

●ジャンゴマニアのための大パーティ
●ライブ、セッション、物販e.t.c.

チャージ ¥1,000
1drink + 記念グッズ付

入場無料、全席自由

【主催（共催）】さくら市教育委員会、さくら ジャンゴ・ラインハルト・フェスティバル実行委員会　
【後援】ベルギー王国大使館、さくら市国際交流協会、喜連川商工会、喜連川観光協会、氏家観光協会、FM栃木、アコースティックギターマガジン、
　　　アコースティック・ギター・ブック、 SAVAREZ／Argentine
【運営協力】 Guitarshop TANTAN、 株式会社エレクトリ、日本音響エンジニアリング株式会社  
【協力】栃十交流館、さくら市観光ボランティアの会、ＮＰＯ法人まちづくりネットワーク・笑顔、WILD-1、文星芸術大学細田研究室   【協賛】 Webをご参照下さい

●お問い合わせ; sakura.drf@gmail.com Tel:080-3603-3647担当:高野　 J    Django

投銭
歓迎

参加
無料

投銭
歓迎

再生技術のアート
！

18:00 開場 19:00 （ライブ）Django NightDjango NightGypsy JAZZ Party

今回はご持参いただいたＣＤやＬＰを聴ける時間をたっぷり設けました。
さらに詳細な機器の解説、オーディオに関するお悩み相談にも対応します。

SDRF2019
特別企画

レコード店
  出店も！

●石蔵ライブは無料 ●北床宗太郎の JAZZヴァイオリン・ワークショップ（有料）。

●ブルーグラス、JAZZ などのライブ

●LP＆CDを高級機材で試聴

●セッションホスト 今給黎久美子 (b)　●ギター貸出あり

第 3部

第1部

前夜祭

シャトルバス運行
氏家駅と 6日

の各会

場をむすぶシ
ャトル

バスを運行予
定です。

詳しくは
WEBサイトで

。

詳細はWEBで

GYPSY UKULELE
SWING:01

イギリスの最高級スピーカーとアメリカの最高級アンプ、
プレーヤーによるＣＤ＆レコードコンサート。
オーディオ評論家の黛 健司氏によるトークショーも開催。

第2部

snokeyrecordutsunomiya

VINYLSHOP OPEN

スノーキー、出店します。

レアなレコードを見つけて下さい

出演バンド、演奏順、
シャトルバス時刻、
ホテル案内、協賛各社紹介

詳細はWebで！

http://sakuradrf.com/

出

店します!

にがお絵屋ホシガミヤHoshigamiya Art Space


