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国際ユースジャズキャンプ 10月（予定）

サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会　2022年6月24日
SAPPORO CITY JAZZ 2022事業概要 2022.7.16［土］   12.7［水］

札幌ジュニアジャズスクール

小中学生によるビッグバンド。芸術の森での
定期練習や演奏会活動を実施

北海道ジャズの種プロジェクト

道内5地域（広尾、羊蹄山麓、幕別、砂川）
のジュニアジャズとの交流や演奏会などを
実施し、一年間を通じ連携

ジャズセーバーズ

市民100人以上がイベント運営に参加
フェスティバルを一緒に作り上げる

ビッグバンドプロジェクト／
札幌ジャズアンビシャス
札幌のプロミュージシャンによるビッグ
バンド。今年度はユース世代とのセッショ
ンにより音楽創造を行う

Rusutsu 100days Music Live

ルスツリゾートとのコラボレーション企画の
11シーズン目。サッポロ･シティ･ジャズ厳選
ミュージシャンのライブを連日開催

▲

ルスツリゾート内スポーツパブ「クリケット」

通年事業

圧倒的スケール、上質なサウンド、
シティジャズが誇るプレミアムライブ
来場見込み 5,000人

W I N T E R

冬
S U M M E R

夏 会 場：札幌芸術の森、市内各所
札幌の街中に響く、オープンエアジャズ

来場見込み
（　）内は参加者 （1,300人）35,000人

SAPPORO CITY JAZZ 身体の不自由な方やジャズ初心者の方も気軽に参加できるジャズライブ

ランチタイムコンサート
お昼時の無料コンサート ジャズの魅力を本で紹介

ジャズライブラリー

ユニバーサルジャズライブ

▲
札幌市民交流プラザ5F 札幌文化芸術劇場hitaru

シアター
ジャズライブTHEATER JAZZ LIVE

劇場ステージ
上に設置した
特設ライブ会
場で食事を味
わいながらジャ
ズを楽しむ

12.2［金］   7［水］

夏 8/19［金］-21［日］ . 27［土］
冬 2023/1/28［土］ . 29［日］

▲
札幌芸術の森アートホール、野外ステージ、
   札幌コンサートホール

ユースジャムセッション

アメリカ・バークリー音楽大学教授のタイ
ガー大越を芸術監督に迎え、10代のユー
ス世代のメンバーがワークショップを行い
ノースジャムセッションで発表

札幌ジュニアジャズスクールと海外ジャズスクール
とのオンライン交流事業

8/28［日］▲

札幌芸術の森野外ステージ

ノースジャムセッション

豊かな自然に囲まれた芸術の森野外ステージ
でのユースジャムセッション成果発表と国内の
ミュージシャンによる野外ライブ

7/16［土］.17［日］▲

市内10ヶ所

パークジャズライブ

全国からプロ・アマチュア約200組1,100人が
エントリー、札幌に集結する参加型ライブ

7/18［月・祝］▲

札幌芸術の森アートホール

パークジャズライブコンテスト

全国からエントリーしたバンド
上位10組が海外フェスへの
参加をかけて行うコンテスト

札幌市民交流プラザ

普及プログラム
in
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SAPPORO CITY JAZZ とは

1. イベント概要①～誕生から現在まで

2

サッポロ・シティ・ジャズ（ＳＣＪ）は、札幌から新しいジャズ文化の発信を目的として1999年から2006年まで開催されたサッポロ・ジャズ・フォレスト
（ＳＪＦ）を前身としています。このＳＪＦでは、札幌を拠点に活動するアマチュアバンドや国内外のトッププロによる上質なライブが繰り広げられました。

ＳＪＦと連動し、2000年よりスタートした札幌ジュニアジャズスクールは、ジャズを通して子どもたちの豊かな情操を育むことを目的に、小中学生を対象
としたスクール活動を行っております。このスクール活動の中で、福祉施設や地域イベントでの演奏など、音楽を通じた奉仕活動や地域との関わりが始ま
りました。

一方、高い演奏水準の習得をめざす若い演奏家のニーズに応え、2006年より北海道グルーブキャンプがスタートしました。このセミナーは、ジャズやロッ
クなど現代の音楽における教育機関の最高峰であるアメリカ・ボストンのバークリー音楽大学の現役教授陣の指導を直接受けられるものとして、これまで
以上に、全国から札幌に若い才能が集まる契機となりました。
また、2006年は、札幌ジュニアジャズスクールがオーストラリア・シドニーで行われたジャパンフェスティバルのゲストとして出演し、初めて海外で演奏活動

をスタートさせた年でもありました。この年以降、ジャズスクールは2年から3年に1度のスパンで海外に訪問し、2020年までに海外7ヶ国で国際交流活動
を行っております。

こうした教育事業の充実とジャズフェスティバルとしてのＳＪＦが広がりを見せるなかで、より大胆に札幌市民や観光客へ事業を訴求させ、ジャズフェス
を通して札幌の都市としてのブランド力を高め、魅力ある街づくりに寄与していこうという期待のもと、2007年より「札幌がジャズの街になる」をキャッチコ
ピーに、サッポロ・シティ・ジャズはスタートしました。

サッポロ・ジャズ・フォレストからサッポロ・シティ・ジャズ（SCJ）へ

イベントを通して街づくりへ貢献

サッポロ・シティ・ジャズでは開催当初より、札幌市中心部に国内で初めてドーム型テント「ホワイトロック」（400席定員）をメイン会場として設置し、食
事を味わいながら音楽を楽しむというライブ形式や、映像投射による幻想的な空間演出で話題を集めました。毎年、7月の約1ヶ月間大通公園に設置
されるホワイトロックが札幌の夏の風物詩として定着し、2013年からは2階部分を新設した約555席定員の「サッポロミュージックテント」へ移行し、さらに
多くの集客が可能となりました。
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SAPPORO CITY JAZZ とは

1. イベント概要②

3

サッポロミュージックテントでのライブ期間中は、国内外のトッププロによる演奏だけではなく、地元札幌で活動する演奏家に注目したライブ、障が

いのある方も気軽に楽しむことのできる「ユニバーサルジャズ」、子育て世代のママ・パパが乳幼児連れで楽しむことのできる「デイタイム親子ジャズ」な
ど、活動振興や広範な層への裾野の拡大にも努めてまいりました。

また、札幌市内10数か所で一斉に行われる「パークジャズライブ」には、道内外から270組以上のプロ、アマチュアのバンド1,500人近くが参加し
ます。首都圏や関西エリアを含む道外参加者数も増え、移動や宿泊など参加者による直接的な消費効果も高まっております。
パークジャズライブが、全国的に注目を集める理由の一つとして、同時開催のパークジャズライブコンテスト事業との連動が挙げられます。パークジャ

ズライブ参加の実力バンドによるコンテストでは、優勝バンドに海外ジャズフェスティバルへの出場権の授与や渡航支援、また、ＳＣＪ開催の各ライ
ブ出演依頼を行っています。このような飛躍の機会があることが注目されるようになり、今では国内若手ジャズプレーヤーの登竜門として位置づけら
れるようになっております。

この他、ルスツリゾートでの「ルスツミュージックライブ」や札幌駅総合開発株式会社とのタイアップによる「ESTAサマージャズライブ」、札幌駅前通ま
ちづくり株式会社との「サッポロ・サウンド・スクェア」、小樽芸術村とのタイアップライブなど、企業・団体と提携することで様々なステージを実現しており
ます。

2022年は、再開発が進む札幌駅北口創成川東地区に注目し、北海道ガス株式会社の新社屋を会場とするジャズライブを開催し、このエリア
の地域づくり事業としての取り組みをスタートさせるほか、現在も歴史文化の薫る地域として独自の街並みを形成している大通公園東端を流れる
創成川を挟んだ東地区をパークジャズライブ会場として紹介し、一般社団法人さっぽろ下町づくり社をはじめとする団体や施設などとタイアップし、地
域のコミュニティづくりに繋がる事業を推進してまいります。

サッポロ・シティ・ジャズでは地域でのフェスティバル事業を支えるため、市民の活動への参加を促進しています。100人を超える市民ボランティア
「ジャズセーバーズ」を組織し、フェスティバル期間中、各会場の運営に参加いただき、イベントを通じた地域づくりの担い手として活動いただいており
ます。 また、事業運営の担い手を育成するため、2019年からプログラム企画に関わる人材の育成を目的とする「ジャズプランナー育成講座」を実
施するなど、イベントにより深くコミットする人材の育成、市民層の形成に取り組んでおります。
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SAPPORO CITY JAZZ とは

1. イベント概要③

市民交流プラザを活用し進化するシティジャズ

開催12年目の2018年、ＳＣＪはそれまで夏の象徴的な空間であった大通公園のサッポロミュージックテントを、新たにオープンした札幌文化芸
術劇場hitaruの多面舞台へと会場を移し、「シアタージャズライブ」として新たな展開を開始しました。これ以降現在まで、1年のシーズンを2つに分
け、オープンエアーな夏空のもと繰り広げられる夏のジャズと、劇場やスタジオなどでさまざまなプログラムを展開する冬のジャズを開催しております。
シアタージャズライブは、地元の食材をふんだんに取り入れた料理を味わいながらジャズを楽しむという当初からのライブコンセプトをそのままに活かし
ながら、hitaruの巨大な多面舞台の空間と最新鋭の舞台機器を駆使した新たな演出により、札幌独自のライブスタイルとして全国からも注目を
集めています。
また、ライブのみならず、市民交流プラザのスタジオや図書館を活用した無料コンサートや学び、情報交換の要素を加えた普及プログラムの企画

はミュージックテント時代に好評を得た普及事業を継続・発展させたもので、交流プラザの機能を活用した事業として多くの市民より高い評価を得
ております。

2021年は、世界的にな流行が続く新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を大きく受け、運用面やサービス面で従前の実施方法からの変更
を余儀なくされました。しかし、感染対策を徹底しながら、7月には2年ぶりとなるノースジャムセッションを芸術の森野外ステージで入場数を減らして
開催し、ユース世代のジャズセッションワークショップと成果発表をあわせて披露いたしました。9月のパークジャズライブやコンテストは、感染拡大によ
り中止せざるを得ませんでしたが、参加者の協力により動画配信と音源による審査会を行いました。
12月に市民交流プラザを会場に開催したシアタージャズライブでは飲食の提供サービスを制限し、普及コンサートなどでも定員減や客席間・出

演者と客席との飛沫遮蔽板の設置、関係者全員のＰＣＲ検査を行うなど万全の感染症対策を行った上で、予定していた全てのプログラムを安
全かつ盛況のうちに行うことができました。

2022年も困難な状況は続きますが、市民の皆様の共感を得ながら支持されるイベントづくりを目指し、音楽による子どもたちの育成や市民の
活躍の場を広げ、一方で企業・団体の皆様とのタイアップを通じ、より広範な層への事業のＰＲやイベント相互の相乗効果を図りながら、ジャズ
フェスティバルを通して魅力ある街づくりに寄与して参ります。

Copyright©2022 SCJ All Right Reserved



次世代の育成・交流観光資源の創出 市民活動の促進 札幌芸術の森
野外フェスティバル

次世代の
担い手の育成

アートの創造企業・団体との
タイアップ事業

交流プラザでの
普及プログラム

SAPPORO CITY JAZZ とは

２. 事業スキーム

SAPPORO CITY JAZZ 2022

シアタージャズライブ

海外プロモーション事業

サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会 公益財団法人札幌市芸術文化財団

パークジャズライブ ビッグバンドプロジェクト

ユースジャムセッション

札幌ジュニアジャズスクール

北海道ジャズの種プロジェクト
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サッポロ・サウンド・スクエア ランチタイムコンサート

ユニバーサルジャズライブ

ジャズライブラリー

ノースジャムセッション
パークジャズライブコンテスト

ジャズセーバーズルスツミュージックライブ



会期 ：2022年7月16日(土)～12月7日(水)

会場 ：札幌芸術の森、札幌市民交流プラザ、札幌駅前通地下歩行空間北3条広場 ほか

主催 ：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

札幌市、札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、STV札幌テレビ放送、北海道新聞社、読売新聞北海道支社、

札幌駅前通まちづくり株式会社、毎日新聞北海道支社、朝日新聞北海道支社、HBC北海道放送、 HTB北海道テレビ、

UHB北海道文化放送、 TVhテレビ北海道、STVラジオ、AIR-G’ エフエム北海道、FMノースウェーブ

後援 ：外務省、ノルウェー大使館、オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム、北海道、北海道運輸局、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、

在札幌米国総領事館、中華人民共和国駐札幌総領事館、駐札幌大韓民国総領事館、在札幌カナダ名誉領事館、一般財団法人地域創造、

公益財団法人北海道文化財団、公益社団法人北海道観光振興機構、公益財団法人札幌国際プラザ、一般社団法人札幌観光協会、

公益財団法人札幌市公園緑化協会、札幌商工会議所、北海道旅客鉄道株式会社、北海道カナダ協会

SAPPORO CITY JAZZ とは

３. 実施概要
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フェスティバルプログラム



7Copyright©2022 SCJ All Right Reserved

SAPPORO CITY JAZZ とは

4. コロナウイルス感染症対策について

サッポロ・シティ・ジャズ2022では、事業の実施にあたりお客様、出演者、スタッフなど関わる全ての方の安全と安心のために、新型コロナウイルスをはじめとした感染症の
拡大防止の取り組みをすべてのプログラムで実施し、取り組みについては公式ホームページ、チラシ等で広報し協力を呼び掛けます。

《飲食を伴うイベントについて》
・ サービス内容や方法については、感染により飲食提供が中止となるリスクを伴うことから、できるだけ直前のアナウンスとします。
なお、告知後に感染拡大の兆候が見られた場合、速やかに札幌市をはじめとする関係機関、事業者と協議し、サービスの中止もしくは制限について対応します。
・ 実行委員会が自ら運営を行う会場を除き、他団体の施設を借用してプログラムを実施、もしくは他団体がプログラムを運営する場合は、実施時間が夜間に及ばない

ように対応します。

【各会場での取り組み】
・消毒液の設置 ・ 備品の拭き上げ ・換気 ・座席の間隔の確保

【スタッフ・出演者】
・ 検温 ・ PCR検査または行動記録の提出
・マスク着用、手指消毒の徹底

※来場者にはアイコン等で見易く注意喚起いたします。

感染対策の徹底と、感染状況に応じたプログラムやサービスの適宜修正



シティジャズ2022 冬

札幌文化芸術劇場 hitaru
クリエイティブスタジオ/

SCARTSコート
札幌市図書・情報館

12月2日(金)
シアタージャズライブ① ジャズライブラリー

12月3日(土)
シアタージャズライブ ②
シアタージャズライブ③

ユニバーサルジャズライブ
(クリエイティブスタジオ)

ジャズライブラリー

12月4日(日)
シアタージャズライブ④
シアタージャズライブ⑤

ランチタイムコンサート
(SCARTSコート)

ジャズライブラリー

12月5日(月) シアタージャズライブ⑥ ジャズライブラリー

12月6日(火) シアタージャズライブ⑦ ジャズライブラリー

12月7日(水) シアタージャズライブ⑧ ジャズライブラリー

シティジャズ2022 夏

7月10日(日) キックオフライブ

7月16日(土) パークジャズライブ ①

7月17日(日) パークジャズライブ ②

7月18日(月・祝) パークジャズライブコンテスト

8月19日(金)、20日(土)、
21日(日)、27日(土)

ユースジャムセッションワークショップ

8月28日(日)
ノースジャムセッション

(ユースジャムセッション成果発表)

※計画段階のため、新型コロナウイルスの影響により変更となる場合がございます。 2022年5月8日現在

SAPPORO CITY JAZZ とは

8Copyright©2022 SCJ All Right Reserved

5. フェスティバルスケジュール



日程 ： 2022年7月10日（日） ①13:30～ ②14:30～

会場 ： さっぽろ地下街オーロラプラザ

内容 ： サッポロ・シティ・ジャズ2022の開幕を告げる「パークジャズライブ」が翌週の7月16日（土）から始まるのに合わせ、

広く市民へのイベントPRと、まちの賑わい創出を目的として、「キックオフライブ」を企業・団体とのタイアップにより実施します。

出演 ：札幌ジュニアジャズスクール Club SJF（中学生クラス）

次週、シティジャズ、開幕
高らかにファンファーレ

Ⅰ 夏プログラム

1. サッポロ・シティ・ジャズ キックオフライブ
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2. パークジャズライブ
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Ⅰ 夏プログラム

全国からプロ・アマ約200組のバンドが札幌に集結
「札幌がジャズの街になる」参加型ライブ

日程 ：2022年7月16日（土）～17日（日）

会場 ：

内容 ：札幌の街をステージに、公募により約200組のバンドが集まり、無料ライブを繰り広げます。

公共施設、商業施設、ジャズ喫茶など、札幌中にジャズが響き渡ります。

会場に創成川東側のエリア（創成イースト）を加え、歴史ある地域の魅力を発信します。

パークジャズライブ会場一覧(予定)

公共施設

・大通公園2丁目

・札幌市役所1F ロビー ・札幌駅南口駅前 広場 サツエキテラス

・札幌駅前通地下歩行空間北3条広場（西）

商業・民間施設

・STVホール ・札幌PARCO屋上特設ステージ

・カワイ札幌コンサートホール ChouChou

・旧永山邸 ・サッポロファクトリー

ジャズバー・ジャズ喫茶 ・紙ひこうき



日 程 ： 2022年７月16日（土）～ 17日（日）

会 場 ： 旧永山武四郎邸（中央区北２条東6丁目）、サッポロファクトリー（東4丁目）、紙ひこうき(東1丁目)

内 容 ： 落ち着いた佇まいの歴史的建造物の旧永山武四郎邸、開拓使麦酒醸造所をルーツとしこのエリアのランドマークである「サッポロファクトリー」、地元ジャズミュージシャ

ンから長く親しまれているジャズ喫茶「紙ひこうき」を会場に、パークジャズライブを開催します。また、このエリアのお店やお立ち寄りスポットを巡る企画「さっぽろ下町まち

歩き キーワード探し」も開催。インスタグラムでも創成東地区の魅力やパークジャズライブの様子を発信いたします。

創生川北2条東エリア「6区画」をジャズでつなぎ、古さのなかに味がある開拓期の歴史と新しさが混在する創成東地区をジャズが響きわたるエリアとして創出し、新た

な魅力を発信します。

3.創成EAST× パークジャズライブ

再開発で注目される創成東地区の魅力をジャズと共に発信

紙ひこうき
旧永山武四郎邸

北３条通（うけつぎの軸）

Ⅰ 夏プログラム
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サッポロファクトリー アトリウム



日程 ：2022年7月18日（月・祝）

会場 ：札幌芸術の森アートホール

内容 ：音源審査により選考された10組のバンドによる公開ライブコンテスト。優勝バンドには、翌年以降の海外で開催されるジャズフェスティバルの出場権と渡航支

援が付与されます。

〈出演〉

MKG（東京都）、sqidoo（東京都）、Melange（北海道）、銀ノ揺らぎ（北海道）、Don Kururi（神奈川県）、Abucon（北海道）、

Wander Around（北海道）、K’ｓ relations（北海道）、Frienvals（埼玉県）、Chaotic Trio（北海道）

海外フェス参加へのチャンス
事前審査通過バンドによる白熱のライブコンテスト

4. パークジャズライブコンテスト
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Ⅰ 夏プログラム

2019年優勝バンド
Mongoloid Union

2020年優勝バンド
RS Piano Trio

2021年優勝バンド
草田一駿 五重奏体系



ジャワジャズフェスティバル(インドネシア)などを派遣先候補地として検討

日程 ： 2022年10月～

場所 ： 調整中

内容 ： 海外で行われるジャズフェスティバルでシティジャズをPR。2022年度は、パークジャズライブコンテストの2019年度優勝のMongoloid Union

(新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年度・2021年度は派遣中止)、2020年度優勝のRS Piano Trio (新型コロナウイルス感

染拡大の影響により、2021年度は派遣中止) 、2021年度優勝の草田一駿 五重奏体系の3組を派遣し、訪問先のマスコミへの取材対応

や演奏活動によりPR活動を行います。

※新型コロナウイルスの感染状況により海外渡航が難しい場合、代替の副賞を検討します。

海外ジャズフェスと提携し、シティジャズを海外発信！

ウンブリア・ジャズ・フェスティバル（イタリア）での演奏
（2019年７月）

Ryo Miyachi Quintet（2018年優勝バンド）

5. 海外プロモーション
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Ⅰ 夏プログラム

ジャワジャズフェスティバル（インドネシア）での演奏
（2019年3月）

J-Newbie’s（2017年優勝バンド）

ウィーンジャズフェスティバル（オーストリア）での演奏
（2017年7月）

マホガニー・オルガン・オールスターズ
（2016年優勝バンド）



日程 ： 2022年８月19日(金)、20日(土)、21日(日)、27日(土)

夏／成果発表Ⅰ ８月28日（日）ノースジャムセッション

冬／成果発表Ⅱ 2023年1月28日(土)、29日(日)

会場 ： 札幌芸術の森アートホール、野外ステージ、札幌コンサートホールkitara

内容 ： 10代の中学・高校生を中心とし、札幌芸術の森を会場として2020年から3年をか

けて実施しているジャズセッション事業。

３年目となる今年は昨年に引き続きアメリカ・バークリー校教授のタイガー大越を

芸術監督に迎え、10代から20代のユース世代を中心に、ビックバンドやジャズ

コーラスを加えたセッションなど、若者による新たなサウンドの創造を目指します。

夏は８月19日から5日間、2週に渡り札幌ジュニアジャズスクールと公募による

中高生や大学生の交流ワークショップを行い、８月28日のノースジャムセッションで

成果を発表します。

冬の成果発表Ⅱでは、デビッドマシューズ率いる札幌ジャズアンビシャス、ジャズ

コーラス、ユーススペシャルメンバーが共演。プロとユース世代のコラボレーションを行い、

これまでの成果を発表します。

芸術監督 ：タイガー大越 講師 ：田中充、橋爪亮督、札幌ジャズアンビシャスメンバー

参加予定 ：札幌ジュニアジャズスクール中学生クラス、道内を中心とした中高生及び

大学生ミュージシャン

3年目の集大成となるユース世代の熱いジャムセッション

6. ユースジャムセッション
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Ⅰ 夏プログラム

芸術監督：タイガー大越
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日程 ：2022年8月28日（日）開場12:00／ 開演13:00／ 終演19:00予定

会場 ：札幌芸術の森 野外ステージ

出演 ：カムカム”モダン“ジャズバンドpresented by 金子隆博 a.k.a. フラッシュ金子

Calmera

石若駿 & Friends featuring 馬場智章、井上銘、シンサカイノ

ermhoi with The attention please

タイガー大越ユースドリームセッション

【オープニングアクト】札幌ジュニアジャズスクール

内容 ：コロナ禍にあって日常では味わえない、あふれる解放感、みなぎるエネルギー。

自然と音楽が全身を包み込む野外ステージで、ユースバンドとトップミュージシャンが出演し、

プロ、アマ、世代を越えてジャズセッションを繰り広げます。プログラムの前半には、

8月19日から交流ワークショップを実施するユースジャムセッションの成果発表を行います。

プロの部には、ジャズスクール出身のドラマー石若駿やサックス馬場智章、人気テレビ小説

「カムカムエヴリバディ」の音楽監督を務めた金子隆博率いるジャズバンドなどが出演します。

料金 ：前売 椅子指定席4,500円、芝生自由席3,500円、車椅子席500円
（税込/当日券各500円増 ※車椅子席を除く）

空と森と音楽に、没入。

7. ノースジャムセッション
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Ⅰ 夏プログラム

Calmera カムカム”モダン“ジャズバンドpresented 
by 金子隆博 a.k.a. フラッシュ金子



多面舞台を備えた高機能ホール「札幌文化芸術劇場 hitaru」を会場に、

舞台上にステージと客席を設け、食事とライブを楽しむコンサート。
※飲食提供については、感染状況により中止の場合がある旨、事前に告知します。

○ 日 程／2022年12月２日(金)～7日(水)

○ 時 間／平日 開場18：00 開演19：00

土日 【昼公演】開場11：30 開演12：30

【夜公演】開場18：00 開演19：00

○ 会 場／札幌文化芸術劇場 hitaru

◯ 席 数／350席（予定）

○ 料 金／前売 デュオ席13,000円、カウンター席7,000円、

プレミアムデュオ席15,000円、トリオ席18,000円

※12月２日はカウンター席4,000円、デュオ席7,000円、

プレミアムデュオ席9,000円、トリオ席9,000円

※全席指定、税込/当日券各500円増

※デュオ席、プレミアムデュオ席は2席1組の価格

トリオ席は3席1組の価格

1. THEATER JAZZ LIVE     ※出演アーティストは8月下旬発表予定
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＜札幌文化芸術劇場hitaru＞

hitaru奥舞台

hitaru下手袖

hitaru主舞台

hitaru上手袖

ステージ

飲
食
物
販

コ
ー
ナ
ー

客席エリア

Ⅱ 冬プログラム

飲
食
物
販

コ
ー
ナ
ー



1. THEATER JAZZ LIVE ※出演アーティストは8月下旬発表予定
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Ⅱ 冬プログラム
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ジャズの魅力を多くの方々に楽しんでいただくコンサート
（昼どき・どなたでも）

Ⅱ 冬プログラム

2. 普及コンサート

2021年 ランチタイムコンサートより

2021年 ユニバーサルジャズライブ より

タイトル： ユニバーサルジャズライブ

日程 ：12月3日(土) 開演 16:00（予定）

会場 ：札幌市民交流プラザ クリエイティブスタジオ

内容 ： ジャズへの入口としてどなたでも楽しむことができ、身体の不自由な方も気軽に

参加できるジャズライブ

出演 :  調整中

案内役： タック・ハーシー

料金 ： 2,000円

タイトル： ランチタイムコンサート

日程 ： 12月4日(日)13:00～14:00

会場 ： 札幌市民交流プラザ SCARTSコート

内容 ： どなたでもお昼時に気軽に楽しむことができるジャズコンサート

出演 ： 調整中

料金 ： 無料



日程 ： 2022年11月17日(木)～12月13日(火) 

会場 ： 札幌市民交流プラザ 札幌市図書・情報館

内容 ： アーティスト、歴史、地元ゆかりのレーベルなど、さまざまな側面から

ジャズの魅力を伝える書籍や、往年の名盤から洗練されたジャケットの

レコードなどを展示します。

3. ジャズライブラリー
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札幌市図書・情報館を活用したジャズの
魅力発信

Ⅱ 冬プログラム
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会期 ： 2022年4月27日(水)、5月17日(火)、9月13日(火)、10月11日(火)、12月22日(木)、2023年1月14日(土) 全６回開催

会場 ： 札幌駅前通地下歩行空間北３条交差点広場（西）

内容 ： 札幌駅前通まちづくり株式会社とタイアップし、札幌を拠点に活躍するジャズミュージシャンを中心に、チ・カ・ホでのライブを開催し、

仕事帰りの方や普段ジャズに触れる機会の少ない方にジャズをお楽しみいただきます。

出演 ： Indigo Frame、Abucon、snack time、SAPPORO CITY JAZZ VOICES、札幌ジュニアジャズスクール(中学生クラス)〈予定〉

気軽に聞けるジャズライブ
「チ・カ・ホ」でシティジャズをプロモーション

1. サッポロ・サウンド・スクエア

Ⅲ 企業・団体とのタイアップによる事業の普及



日程 ： 2022年12月中旬～2023年3月下旬

会場 ： ルスツリゾート内 パブ「クリケット」(１日2回公演)

内容 ： サッポロ・シティ・ジャズとルスツリゾートのコラボレーション企画の11シーズン目。

ルスツリゾートでシティジャズセレクトミュージシャンの無料ライブを100日間にわたりロングランライブとして開催。

出演 ： 道内のミュージシャンを中心に2022年11月頃に決定。

ルスツリゾートとタイアップ、スキーシーズンに開催する
ロングランライブ

2. Rusutsu100days MusicLiveseason11
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Ⅲ 企業・団体とのタイアップによる事業の普及



ジャズフェス運営を支え、ともに作り上げる
市民ボランティア

Ⅳ 文化芸術を通じた市民活動の促進

ジャズセーバーズ

期間 ： 2022年６月上旬～2023年３月末まで ※主な活動は7月、8月、12月

場所 ： 札幌芸術の森、パークジャズライブ特設会場、札幌市民交流プラザ など

内容 ： ジャズをはじめとする音楽が好きな方、イベントが好きな方、そして札幌の街を盛り上げたい方など

100名以上の市民の皆様に参加いただき、ボランティアスタッフ「ジャズセーバーズ」として、会場案内や

進行、チケットテイク、記録撮影などの活動を通じてサッポロ・シティ・ジャズを一緒に作り上げます。
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期間 ： 2022年4月～2023年3月

会場 ： 札幌芸術の森 ほか

対象 ： 小学生18名、中学生19名

内容 ： 毎週末に札幌芸術の森で行う定期練習に加え、福祉施設や地域イベントなどで演奏活動を年間30回

程度行うほか、8月に開催されるユースジャムセッションでは、アメリカ・バークリー音楽大学より招聘する

特別講師の指導の下、道内の実力ある中高生との合同ワークショップに参加し、同世代の参加者と交流

を行います。

また、北海道ジャズの種プロジェクト（後述）参加スクールとの連携事業も継続して実施します。

小中学生を対象に行う23年目の育成プログラム

1. 札幌ジュニアジャズスクール
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Ⅴ 次世代の文化芸術の担い手育成・支援事業



期間 ： 2022年4月～2023年3月

参加 ： 札幌ジュニアジャズスクール、Mt.ようてい・ジュニア・ジャズスクール、

広尾サンタランド・ジャズスクール、砂川キッズジャズスクール、

まくべつジュニア・ジャズスクール

内容 ： 道内市町村を対象にジュニアジャズスクールの立ち上げを支援するプロジェクト。

現在、羊蹄山麓の倶知安町を中心とする自治体、十勝管内の広尾町、

幕別町、空知管内の砂川市で展開。

1年を通じ札幌を含めた５団体合同による合宿（９月23日～９月24日）や

演奏会「ともだちコンサート」（11月13日・札幌）を開催予定。

ジュニアジャズで北海道を元気に！
道内5地域が合同で取り組む育成プロジェクト

2. 北海道ジャズの種プロジェクト

27Copyright©2022 SCJ All Right Reserved

まくべつジュニア・ジャズスクール砂川キッズジャズスクール Mt.ようてい・ジュニア・ジャズスクール 広尾サンタランド・ジャズスクール

Ⅴ 次世代の文化芸術の担い手育成・支援事業



地元ミュージシャンによる札幌発の質の高い音楽創造
結成11年目、ユースメンバーとの世代を超えたセッションを展開
期間 ： 2022年5月～2023年3月

会場 ： 札幌芸術の森 ほか

内容 ： 札幌で活動するプロミュージシャンによるビッグバンド「札幌ジャズアンビシャス」の活動11年目。

音楽監督である世界的ジャズピアニストのデビッド・マシューズ氏のもと、札幌発の質の高い音楽

創造を目指す。2022年度はユースジャムセッション事業の一環として実施。夏季のユースジャム

セッションワークショップに参加した10代から20代のメンバーと共演し、世代を超えた交流による

成果を披露する。

Ⅵ 質の高い文化芸術の創造・提供

ビッグバンドプロジェクト
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デビッド・マシューズ
「ユースジャムセッション本公演セッションⅡ」

日時 ： 2023年1月28日(土)、29日(日)

会場 ： 札幌コンサートホール Kitara 小ホール



2022.06.30 

参考資料 

サッポロ・シティ・ジャズ 2022事業(夏)のポイント 
 

【歴史】 

①  サッポロ・シティ・ジャズが誕生するきっかけとなったのは、1999 年に札幌芸術の森野外ステ

ージで開催した野外ジャズライブ「サッポロ・ジャズ・フォレスト」で、これに連動して 2000年

に開始した札幌ジュニアジャズスクールなどの教育事業が充実する中で、ジャズフェスを通した

観光客誘致や札幌のブランド力の強化、魅力ある街づくりをめざし、2007 年「札幌がジャズの街

になる」をキャッチコピーにシティ・ジャズがスタートした。サッポロ・シティ・ジャズとしては、

今年で開催 16回目を迎え、札幌を代表するイベントとして定着している。2018年からは、それま

での大通公園 2 丁目のミュージックテントに代わり、札幌市民交流プラザにメインとなるライブ

会場を移し、フェスティバル期間を夏期間と冬期間に分けて開催している。 

 

【新型コロナウイルス感染症の影響】 

②  2020 年からの新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、サッポロ・シティ・ジャズでも一部の事

業を中止、または形式を変更して実施した。パークジャズライブ、パークジャズライブコンテスト

は 2020年、2021年とライブでの実施を中止し、オンラインによる動画配信で開催。ノースジャム

セッションは 2021年、観客数を従来の 50％に制限し、椅子席は千鳥配置、芝生席もブロック分け

を行った。（2020 年は当初のオリンピック期間のため実施なし）冬のシアタージャズライブは、

2020年、2021年ともに会場の座席数を減らし、仕様を変更。2021年は食事とアルコールの提供を

中止した。 

 

【2022期間・概要】 

③  サッポロ・シティ・ジャズは、今年もフェスティバル期間を夏と冬に分けて開催する。夏は 7月

16日から 8月 28日まで、屋外を中心にライブやコンサートを開催。冬は 12月 2日から 7日まで、

市民交流プラザで開催。札幌文化芸術劇場 hitaru のステージでのシアタージャズライブのほか、

無料のランチタイムコンサートなど、どなたでも気軽にジャズを楽しめるプログラムなどをあわ

せて展開する。 

 

【パークジャズライブ】 

④  7月 16日（土）、17（日）は、「札幌がジャズの街になる」パークジャズライブを開催。2020年、

2021年はオンライン開催としたため、有観客での開催は 3年ぶりとなる。209バンドが出演予定

で、道内や道外（1 都 1 府 4 県より 12 組）からの公募によりプロ・アマチュアのミュージシ

ャン約 1,100名がライブを繰り広げる。会場は市内 10会場（エキヒロ(札幌駅南口駅前広場)・

札幌市役所ロビー・ＳＴＶホール・地下歩行空間北 3 条広場・カワイ札幌コンサートサロン 

Chou Chou・札幌パルコ屋上・大通公園 2丁目・紙ひこうき・旧永山武四郎邸・サッポロファ

クトリー）、入場無料（ビアガーデン・飲食店などを除く）。歴史あるエリアで、再開発でも注

目される創成東の地区をピックアップし、３会場でライブを開催する。お立ち寄りスポットを

巡ると抽選でグッズがあたる「さっぽろ下町まち歩きキーワード探し」を行うほか、あわせ

て、インスタグラムでも創成東エリアの魅力やパークジャズライブの様子を発信する。パーク

ジャズライブのタイムスケジュール詳細はサッポロ・シティ・ジャズホームページに 7/1 か

ら掲載。プログラムは各区役所、区民センター、市内楽器店、当日の各会場等でも配布。 

 

 

 

 

 



【パークジャズライブコンテスト】 

⑤  7 月 18 日（月・祝）に芸術の森アートホールアリーナで実施するパークジャズライブコン

テストは、パークジャズライブ出演者のうち音源審査を勝ち抜いた 10 組（内訳：道内 6 組、

東京 2 組、神奈川 1 組、埼玉 1 組）がライブ形式でのコンテストで実力を競う。2020～21 年

はライブ中止により音源審査であったため、有観客の場で競い合うのは３年ぶりとなる。コン

テスト優勝者には翌年以降の海外ジャズフェスティバル出場権と渡航費用の一部が授与され

る。チケット発売中。全席自由、前売 2,500円、当日 3,000円。13:00開場、14:00開演、審

査発表 18:30予定。 

 

【ユースジャムセッション】 

⑥  10代～20代のユース世代を対象とした交流によるジャズセッション事業で、2020年から３年間

のプロジェクトで今年が最終年。アメリカ・バークリー音楽大学教授のタイガー大越を芸術監督

に迎え、東京からの講師、また地元ミュージシャンのサポート体制により、ビックバンドやジャズ

コーラスも加え、若者による新たなサウンドの創造を目指す。35 名（札幌ジュニアジャズスクー

ル中学生クラスと公募による個人参加）が参加予定。８月 19 日から 5 日間、2 週に渡り交流ワー

クショップとノースジャムセッションでの成果発表を行う。夏期間、特に優秀なメンバーにはバ

ークリー音楽大学で毎年夏に開催される 5週間のサマースクール、「バークリー5Weekプログラム」

に奨学生として参加する権利が与えられる。また、冬には、デビッドマシューズ率いる札幌のプロ

ミュージシャンによるビッグバンド「札幌ジャズアンビシャス」とのセッションを予定している。 

  

【ノースジャムセッション】 

⑦  8 月 28 日（日）に、豊かな緑に囲まれた札幌芸術の森野外ステージで開催。アマチュアとプロ

のステージ構成。今年はプロの部に連続テレビ小説カムカムエヴリバディで音楽監督を務めた金

子隆博 a.k.a.フラッシュ金子率いる「カムカム”モダン”ジャズバンド」、８人組の大阪発エンタ

メジャズバンド「Calmera」、北海道出身のドラマー石若駿がプロデュースするスペシャルユニッ

ト等が出演。石若駿、馬場智章は札幌芸術の森の主催事業「札幌ジュニアジャズスクール」の卒業

生であり、プロとしてノースジャムセッションの舞台に帰ってくることとなる。前半は上記「ユー

スジャムセッション」の成果発表を「タイガー大越ユースドリームセッション」として、ワークシ

ョップを行った 10代～20代のメンバーが２～３のバンドに分かれ演奏を披露する。チケット発売

中。椅子指定席：前売 4,500 円、当日 5,000 円、芝生自由席（一般）：前売 3,500 円、当日 4,000

円。芝生自由席（大学生以下）：前売 1,000円、当日 1,500円。12:00開場、13:00開演。新型コロ

ナウイルス感染症対策として、客席数を減らし、飲食エリアと鑑賞エリアを分ける予定。（2021年

はソフトドリンクのみの提供） 

 

冬の事業概要 

【シアタージャズライブ】 

⑧  12月のシアタージャズライブは、札幌文化芸術劇場 hitaruの舞台上に、ライブステージとテー

ブルと椅子（350席予定）を配置し、ジャズクラブのような新しい雰囲気が楽しめる。2018年に札

幌文化芸術劇場 hitaru ができて以降今回で５回目の開催。12 月 2 日（金）夜、3 日（土）昼夜、

4日（日）昼夜、5,6,7日夜の計８公演を開催。出演アーティストは８月下旬発表。新型コロナウ

イルス感染症対策として、2021 年はソフトドリンクのみの提供であったが、今年は食事とアルコ

ールの提供を予定している。 

 

【普及プログラム】 

⑨  シアタージャズライブ期間、メインステージ以外の SCART コートや、クリエイティブスタジオ

などを利用しランチタイムコンサート、ジャズライブラリー、ジャズ初心者や身体の不自由な方

など、どなたでも気軽に楽しめるユニバーサルジャズライブを予定している。 

 

 

 



 

通年事業 

【ジャズセーバーズ】 

⑩  市民によるボランティアスタッフで、シティ・ジャズの各イベントを支える。各事業の受付や司

会、案内、写真撮影を担当する。今年は約 140 名のボランティアスタッフの登録があり、年齢も

10代から 80代まで幅広い。 

 

 

 

 

サッポロ・シティ・ジャズ 2022事業（夏）宣伝素材（アーティスト写真・過去の様子）は 

こちらよりダウンロードいただけます。 

 

ダウンロード期限：2022年 8月 31日 

https://drive.google.com/drive/folders/1NhqgjLwSiuUeUayIp6IMebHiGQKt6p6N?usp=sharing 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NhqgjLwSiuUeUayIp6IMebHiGQKt6p6N?usp=sharing
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