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ジャズの街岡崎発信連絡協議会　事務局／岡崎市生涯学習課
電話：0564－23－3175　https://okazaki-kanko.jp/jazz/
発行部数　6,000部  
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図書館交流プラザ
（内田修ジャズコレクション展示室）
図書館交流プラザ
（内田修ジャズコレクション展示室）

東公園東公園

お店、 建物、 風景など、 あなたの知っているジャズが流れる場所を教えてください。
情報は事務局（shogaigakushu@city.okazaki.lg.jp）までお寄せください。

ジャズの流れる街角 情報募集！

岡崎のジャズ情報誌 2 0 2 1 . 1 1v o l . 7

We Love JAZZ



岡崎JAZZ Monthly 2021

※イベント内容、出演者等は変更する場合があります。

出演 たなかりか(vo)、 鈴木正人(b)、 ハタヤテツヤ(p)、 坂田学(ds)

■主催／ジャズの街岡崎発信連絡協議会
■運営／Grooving Jazz-ami（グルーヴィング　ジャミ）
■お問合せ／Grooving Jazz-ami　　jazz-ami@nifty.com

■お問合せ・申込受付／NPO法人 BLUE WAVE JAZZ FORUM（柴田）
　TEL 090-9916-5174　FAX 0564-46-5622

■主催／ジャズの街岡崎発信連絡協議会　　
■運営／NPO法人　BLUE WAVE JAZZ FORUM

坂田学(ds)坂田学(ds)たなかりか(vo)たなかりか(vo) 鈴木正人(b)鈴木正人(b) ハタヤテツヤ(p)ハタヤテツヤ(p)

●新型コロナウイルス感染症拡大防止及び熱中症対策のため、岡崎市のガ
　イドラインに基づき、対策を講じながら実施します。 入退場及び会場内にお
　いては係員の指示に従ってください。
●やむなく公演を中止する場合があります。 最新の情報は「ジャズの街岡崎」 
　のHPをご確認ください。 https://okazaki-kanko.jp/jazz

岡崎市図書館交流プラザ　ホール会場
2月2022年 5日土 17：00～（開場時間 16：30） 

たなかりか　日本語×英語
岡崎だけのSpecial企画！

vol.2

定員 100名（要事前予約、先着順）
入場料 円2,000 （全席自由）

チケット申込開始　2021年12月10日（金）

※先着順に事前予約申込の受付をいたしますので、 定員になり次第締め切らせていただきます。

※先着順に事前予約申込の受付をいたしますので、 定員になり次第締め切らせていただきます。

※応募多数の場合は抽選
出演 森山威男（dr）、 今岡友美（vo）、 佐藤芳明（acc）

■主催／ジャズの街岡崎発信連絡協議会
■運営／ J-mama'z（ジェイママズ）
■お問合せ／ J-mama'z（ジェイママズ）　090-6769-1796（内田）

近藤万里子（tp）近藤万里子（tp）今岡友美（vo）今岡友美（vo） 佐藤芳明（acc）佐藤芳明（acc）

岡崎市図書館交流プラザ　ホール会場 岡崎市図書館交流プラザ　ホール会場
11月2021年 21日日 17：00～（開場時間 16：30） 

秋 JAZZ 2021
毎年恒例の秋のイベント！

定員 120名（要事前予約、先着順）
入場料 円2,000 （全席自由） 定員 200 名（要事前予約）

入場無料（全席自由）

チケット申込開始　2021年10月14日（木）
内田修ジャズコレクション展示室にて申込書記入、 またはメール本文に
名前、 住所、 電話、 枚数を明記し、 J-mama'z（ジェイママズ）に送信
送信先メールアドレス  jmama.um122@gmail.com

メール本文に名前、郵便番号、 住所、 電話、 枚数を明記し、 
Grooving Jazz-ami（グルーヴィングジャミ）に送信
送信先メールアドレス  jazz-ami@nifty.com

事前予約申込QR

J-mama’z  presents

1月2022年 16日日 13：30～17：30予定（開場時間 13：00） 

ジャズは友達 
学生ジャズコンボ大集合　地元現役大学生とOBが織りなすコンボ祭り！

予約申込方法

申込開始　2021年12月1日（水）

予約申込方法

事前予約申込QR

森山威男（dr）森山威男（dr）

新春はやっぱジャズだら～あ！

アンでバイトしていた当時、マスターと玲子ママには 
とても可愛がっていただきました。
ランチタイムは常連さんで大忙しのお店には、題名も
メロディーも知らないお洒落なジャズがいつも静かに
流れていました。 今も時々アンを訪れています。大人

気の生姜焼き定食を食べながら、耳に入るジャズのメロディーがいまは
ほとんど知っている曲ばかりである事、そしてここでのバンド仲間たち
との楽しいひとときを思い出し、時の経過を幸せに感じています。 
そうなんです、アンは私の大事な大事な故郷です。 

interlude 喫茶室 an

ジャズボーカリスト 今岡友美アンの思い出

大学でジャズドラムを始めた頃、よく通ってました。
お客さんやアルバイトに音楽仲間が多く、今岡友美さ
んもその一人、行けば音楽の話で皆と盛り上がってま
した。マスター、ママさんにも大変お世話になりました。

ジャズドラマー 神谷邦彦

岡崎のジャズミュージシャンの思い出のお店を
インタビューでご紹介します

岡崎市明大寺町沢田24  ◆0564-23-5612  
◆営業時間：7:30～19:30  ◆定休日：日曜日  ◆駐車場あり  

ア ン

居心地の良い店内で、美味しい食事とやすらぎのひとときを
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ジャズの流れる街角2021
岡崎市では街のいたるところでＪＡＺＺが流れています。「名鉄東岡崎駅」の北口通路や「JR岡崎駅」の
自由通路をはじめ、多くのジャズスポットがあり、訪れる人の耳を楽しませています。

ジャズライブハウス

アナログレコードでモダンジャズ
昭和モダン珈琲 茶楽音 本店 岡崎市向山町 5-20 ◆ 0564-71-0001

昭和モダン珈琲 茶楽音 伝馬通店 岡崎市伝馬通 2-7 ◆ 0564-73-7770

一隆堂喫茶室 岡崎市連尺通３-18 ◆ 0564-83-6099

ジャズも聴ける喫茶・ダイニング
BEER AND COFFEE 229 岡崎市八幡町 2-29  ◆ 0564-74-7981

サテンドール 岡崎市日名南町 17-7 レジャービル 2F  ◆ 0564-28-77998

ジャズの流れる街角
名鉄東岡崎駅　　JR岡崎駅　　市役所庁舎一部　　岡崎市康生通西商店街4 5 6 7

14

9

食堂こなん 岡崎市康生通東 2-41 昴ビル 2F ◆ 0564-23-505010

ギャラリー＆ライブ 結 ～Yui～ 岡崎市六名 1-1-3  ◆ 0564-51-011011

カフェ＆ダイニング 桜moon （サクラムーン） 岡崎市稲熊町 3-163-1  ◆ 0564-77-015613

珈琲あづさ 岡崎市六名新町 3-12  ◆ 0564-58-650012
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ジャズを聴きながら彩る豊かな時間を
（株）宝金堂 岡崎市康生通東１-18 ◆ 0564-21-201517

PEN’S ALLEY Takeuchi　 岡崎市籠田町 36 竹内ビル 2F ◆ 0564-21-086418

蕎麦や 口福 岡崎市牧御堂町字水洗 50-1  ◆ 0564-52-151522

三河ラーメン日本晴れ 岡崎本店 岡崎市上和田町字南屋敷 2-1  ◆ 0564-52-598821

ジャズを聴きながらいただく拉麺・そば・うどん
銀界拉麺 岡崎市連尺通 3-7  2F 

ジャズを聴きながらいただく鰻
かも川 岡崎市鴨田本町 19-16 ◆ 0564-21-4061

ジャズ音楽の流れる診療室
はっとり歯科 岡崎市稲熊町字猫沢 31-5 ◆ 0564-65-2550

ジャズなどの音楽会を定期開催する医療機関
宇野病院 岡崎市中岡崎町 1-10 ◆ 0564-24-2211

冨田病院 岡崎市本宿町字南中町 32 ◆ 0564-48-2431

19  

丸長 岡崎市康生通東 2-5 ◆ 0564-22-241520

23

ジャズライブを定期的に開催してます
日本基督教団岡崎教会 岡崎市八幡町 1-36 ◆ 0564-21-735924
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当行と取引のない方でもご相談大歓迎です

◆岡崎市針崎町字蓮谷 10番地（名古屋銀行岡崎南支店内）
　ほけんプラザ岡崎南 0120-758-015
　ローンプラザ岡崎南 0564-73-1758
◆営業時間：10:00-18:00　
◆定休日 : 水曜日、土日以外の祝日、12/31～1/3
◆https://www.meigin.com/index.html　◆駐車場 23台有
  

名古屋銀行ほけんプラザ岡崎南・ローンプラザ岡崎南　

開店１周年。私たちは、お客さまの未来をともに描き、
創っていくお手伝いをしたいと考えております。ライフ
プランに応じて様々なご相談ができるプラザです。大切
なご自身や大切なご家族の為に、将来のことを一緒に考
えてみませんか。キッズコーナーも完備しております。
各種ローンのご相談や保険の内容確認・見直し・新規加
入の検討などお気軽にお問い合わせください。ご予約い
ただくとスムーズにご案内させていただけます。
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お酒をお供に、音楽談議いかがですか？

◆定休日：月曜日、 喫煙可、２０歳未満の入店不可  ◆駐車場あり
◆https://www.facebook.com/Creators-Cafe-381179831962582

◆岡崎市羽根東町2-6-6  ◆0564-77-2220  ◆営業時間：19:00～24:00

Creator’ｓ Cafe ライブ演奏のできるＢＡＲ

当店は、ライブ演奏のできるＢＡＲです。ジャズ、ボサ
ノバ、ブルース等　幅広いジャンルのミュージシャンの
皆様が、定期的にアコースティックライブを催されてお
ります。通常営業日においても、音楽の好きな方々が、
お酒をお供に、音楽談議に花を咲かせており、不意に演
奏が始まってしまったりもする、そんな自由な空間です。

2

お子様からお年寄りまで、地元民に愛される洋菓子店

◆定休日：火曜日 ◆駐車場あり  ◆http://www.venice-cake.com/index.html
◆岡崎市大和町字沓市場８９  ◆0120-64-2324  ◆営業時間：8：30～19:00 （ティールームは～17：00）

ベニス洋菓子店 喫茶スペースもあります

土日も営業！相談無料！ 

岡崎市の郊外で、1965 年の創業より地域の皆様に
支えられて営業してまいりました老舗洋菓子店で
す。現在は 2代目がケーキ作りを担当しています。
ケーキに使う季節のフルーツは地元の契約農家から
直送されたものを使用し、洋酒を控えめにし、柔ら
かく食べやすいものを意識しているため、お子様か
らお年寄りまで幅広くご来店いただいています。

3

最終ページにマップがあります



岡崎市出身の外科医であり、日本のジャズ発展に尽力したドクター・ジャズこと
故・内田修氏の膨大なコレクションを展示

内田修ジャズコレクション展示室

岡崎JAZZ Monthly 2021

スタッフが選んだレコードもしくはCDをお聴きいただけます。
申込みは不要、 どなたでもお入りいただけます。
内容は月毎に、 展示室のチラシおよびウェブサイトに掲載します。

毎日 ①11：00～　②19：00～
(りぶら閉館日および毎月第２・４土曜の１９：００～を除く）

レコードコンサート
展示室内ラウンジ

「岡崎出身の一人の人間がジャズを愛し、中でも日本のジャズを生涯にわたって支援してきた活動全般の
成果」という観点から、内田修ジャズコレクションを紹介しています。最初に出会ったジャズレコード、情報
収集のため海外からも取り寄せた関係書籍、ミュージシャンとの厚い信頼関係を物語る楽器や譜面など
貴重な資料の数々や、第一線で活躍する日本人ミュージシャンたちの証言映像は、内田氏とジャズとの深
い関係がそのまま日本の戦後のジャズ史につながることを物語っています。

すべて入場無料です。ご不明な点は、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

当コレクションの中からお好きなレコード、 CDをお選びください。
お一人につき、 一日1枠2枚まで。

毎週 金・土・日曜
リクエストジャズ

①14：00～15：00 ②15：00～16：00
③16：00～17：00 ④17：00～18：00

展示室内ラウンジ

予約に
ついて

ご希望の週の月曜から当日まで、 予約を受け付けます。 （電話受付可）
開始（各時００分）から１０分過ぎても来館されない場合は、 キャンセル扱いとします。
催事等の都合で、 中止・縮小等、 ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。

岡崎市民へのジャズの普及と交流を目指す市民ボランティア団体
NPO法人『ブルー･ウェーブ・ジャズ・フォーラム」が、 ジャズの名盤を
お届けします。

 毎月 第２・第４土曜日
Ｗｅ    Ｌｏｖｅ    Ｊａｚｚ    Ｒｅｃｏｒｄｓ

19：00～20：30
展示室内ラウンジ

入館無料

内田氏が病院内につくったオーディオルーム兼スタジオを再現内田氏が病院内につくったオーディオルーム兼スタジオを再現

コレクションの一部は試聴可能コレクションの一部は試聴可能

開館時間 9：00～21：00
休 館 日 水曜日（祝日の場合は開館） 　年末年始（12/29～1/3）

場　　所 岡崎市康生通西４丁目71番地　岡崎市図書館交流プラザりぶら２階
駐 車 場 約450台　施設利用者は２時間まで無料（以降、 30分につき100円）
問合せ先 生涯学習課総務企画係   TEL 0564-23-3158　FAX 0564-23-3165

内田修ジャズコレクション公式サイトhttps://dr-jazz.jpホームページ

蓋付きの飲み物であれば持ち込み可能

「週末はラジオでJAZZを楽しみませんか？」「週末はラジオでJAZZを楽しみませんか？」

まちなか FM放送「We Love Jazz」76.3MHz76.3MHz

金曜日 21:00▶21:30   日曜日 16:00▶17:00   再放送 21:00▶22:00
2021年12月3日（金）からは、毎週金曜日21時から30分間の生放送

ON AIR 2021年6月4日（金）～2021年11月28日（日）


