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ジャズの街岡崎発信連絡協議会　事務局／岡崎市市民協働推進課
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JAZZ LIVE
東公園紅葉まつり会場

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（shiminkyodo@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！
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岡崎市図書館交流プラザりぶら ホール会場

出演

ジャズは友達
地元のジャズバンドが集うジャズライブ！

入場
無料

入場
無料

観覧
無料

※イベント内容、出演者等は変更する場合があります。

片桐一篤(P)片桐一篤(P) 筒井奏子(Tp)筒井奏子(Tp) 内田恵子(Fl)内田恵子(Fl) 横原由梨子(Sax)横原由梨子(Sax)

名古路一也(B)名古路一也(B) 上野智子(D)上野智子(D) 西山友望(Tb)西山友望(Tb)

東公園 多目的広場ステージ会場
12月5日土 15：00～17：00 第1部 15：00～15：45 第2部 16：15～17：00

JAZZ LIVE 東公園紅葉まつり
紅葉とジャズの一夜限りのコラボレーション

今岡友美(vo)、 近藤万里子(tp)、 平手裕紀(pf&tp)、 野本謙之(b)、 神谷邦彦(ds)

近藤万里子（tp）近藤万里子（tp） 神谷邦彦（ds）神谷邦彦（ds）今岡友美(vo)今岡友美(vo) 近藤万里子(tp)近藤万里子(tp) 平手裕紀(pf&tp)平手裕紀(pf&tp) 野本謙之(b)野本謙之(b) 神谷邦彦(ds神谷邦彦(ds

●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、 最新の情報は「ジャズの街岡崎」のHP
　をご確認ください。

出演 UNIT7
片桐一篤(P)、 筒井奏子(Tp)、 内田恵子(Fl)、 横原由梨子(Sax)、 
名古路一也(B)、上野智子(D)、 西山友望(Tb)

セッション参加ご希望の方は澤田まで（TEL 090-1280-7118)

11月28日土 13：00～（開場時間 12：30） 

秋 JAZZ 2020 by UNIT7
楽器編成のバリエーションを活かしたジャズ

■お問合せ／NPO法人 BLUE WAVE JAZZ FORUM（柴田）
　TEL 090-9916-5174　FAX 0564-32-3422

■主催／ジャズの街岡崎発信連絡協議会

■お問合せ／ J-mama’z（内田）　TEL 090-6769-1796
■主催／ジャズの街岡崎発信連絡協議会  J-mama’z

岡崎市図書館交流プラザりぶら ホール

13:30～14:10

会場

出演

12月6日日 13：30～16：40 （開場時間 13：00）

青木弦六バンド

ジャズ友セッション
セッション参加者募集！

青木弦六(g)、 佐藤正道(p)、 野本謙之(b)、 倉知誉(d)

青木弦六(g)青木弦六(g) 佐藤正道(p)佐藤正道(p) 野本謙之(b)野本謙之(b) 倉知誉(d)倉知誉(d)

近藤万里子カルテット
近藤万里子(tp)、 片桐一篤(p)、 藤井学(d)、 高橋秀司(b)

近藤万里子(tp)近藤万里子(tp) 片桐一篤(p)片桐一篤(p) 藤井学(d)藤井学(d) 高橋秀司(b)高橋秀司(b)

ZA・OKAKI
今岡友美(vo)、 赤座薫(g)、 佐藤正道(p)、 野本謙之(b)、 神谷邦彦(d)

神谷邦彦（ds）神谷邦彦（ds）野本謙之(b)野本謙之(b) 神谷邦彦(ds神谷邦彦(ds近藤万里子（tp）近藤万里子（tp）今岡友美(vo)今岡友美(vo) 赤座薫(g)赤座薫(g) 佐藤正道(p)佐藤正道(p)

楽器、楽譜をご準備ください！楽器、楽譜をご準備ください！

14:20～15:00

15:10～15:50

16:00～16:40

https://okazaki-kanko.jp/jazz
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かも川ジャズを聴きながらいただく鰻
創業４5年を超える老舗のうなぎ専門店。
大将と女将そして息子さん  家族で伝統の味を守っている。
お店に近づくと、炭火で焼く鰻のこうばしい香りが漂い自然に心が弾む。
店内に入るとスタッフの笑顔！ジャズが流れ、手入れされた中庭を見な
がら落ち着いた店内でいただく鰻は絶品！女将の手書きのメニューやイ
ラスト、心和む。お米にもこだわりパリッと焼き上げた「うなぎ丼」は
うなぎ料理の代表格である。

2

岡崎市鴨田本町 19-16 ◆ 0564-21-4061
営業時間：[月・火] 11:30～13:30 17:00～19:30 
　　　　　[金・祝前日・土・日・祝] 11:30～13:30 17:00～19:30　 
定休日 : 水・木曜日

ジャズを聴きながら楽しむコーヒー&クラフトビール　

岡崎市八幡町 2-29 ◆ 0564-74ｰ7981
営業時間：14:00～21:00　定休日 : 月・火曜日

小さなお店ですが、一杯ずつ心を込めてドリップした産地
別スペシャルティコーヒーと大阪のクラフトビール箕面
ビールを飲みながら本を読んだり音楽を聴いてゆっくり味
の違いを楽しんでいただけたらと思います。

2294

営業時間：7:00～17:00　定休日 : 日曜日
岡崎市六名新町 3-12◆ 0564-58-6500

ジャズ流れる隠れ家的こだわりコーヒーのお店

コーヒーにこだわり６１年間岡崎で営業しています。
お客様の好みに合わせ、一杯ずつドリップしてお出ししています。
ジャズを聴きながら癒しの時間をお過ごし下さい。

珈琲あづさ6

地元のアーティストを中心にさまざまなジャズが楽しめる大人の空間！

営業時間：19:00～23:00　不定休
岡崎市日名南町 17-7 レジャービル 2F  ◆ 0564-28-7799

サテンドールジャズライブハウス

アンティーク家具が並びゆったり落ち着く雰囲気の中、
地元のジャズミュージシャンを中心に、さまざまなジャ
ズライブが行われています。煉瓦造りのイタリアン Bar、
素材を生かした素朴なアラカルト料理と多彩なお酒を堪
能しながら、素敵なひとときをお楽しみ下さい。

1

ギャラリー＆ライブ 結
長年、寿司屋（鮨安）として営業、5年前に「ギャラリー
＆ライブ　結～Yui～」と店名を変えましたが、開業
42年を迎えます。
店内にはジャズが流れ、年に数回ジャズミュージシャン
を迎えてライブも行なっています。ピアノがある落ち着
いた店内でジャズを聴きながらお寿司のランチはいかが
ですか？

5

営業時間：10:00 ～ 18:00　定休日 : 月・火曜日
岡崎市六名 1-1-3 ◆ 0564-51-0110

ジャズを聴きながらいただくお寿司

岡崎市稲熊町 3-163-1 ◆ 0564-77-0156
営業時間：11:00～17:00　　不定休

一面ガラス張りの開放的な店内で、季節の移ろいを感じ、
ジャズを聴きながら、地産地消にこだわったフレンチイ
タリアンやスイーツを五感で、お楽しみください♪
小さなお店なので、ご予約をオススメします！

カフェ＆ダイニング 桜moon （サクラムーン）
ジャズを聴きながらこだわりのイタリアンを　

3

 （17:00～ディナータイムはコースのみの完全予約制） 内田修氏に憧れていた伯父さんが残した沢山のJAZZのCD、
それに影響された店主が集めたJAZZのCD、その中からその
日の気分で曲を選んでいる。
頂くお蕎麦はあのミシュラン・ビブグルマンにも選出される本
格派！ 店内には「本日の蕎麦粉」 「本日のBGM」の貼りだしが
ある！

ジャズを聴きながらいただくお蕎麦

 蕎麦や 口福77

営業時間：11:00 ～蕎麦がなくなり次第閉店　
定休日 : 日曜日

岡崎市牧御堂町字水洗 50-1 ◆ 0564-52-1515

 （ラストオーダー　14:30）

ジャズの流れる街角2020
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。

～Yui～
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o s a m u  u c h i d a
j a z z  c o l l e c t i o n

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

毎日、レコードコンサートを
開催しています
展示室では、毎日11時からと19時からの２回、 
レコードコンサートを開催しています。 ジャズを
聴きながらジャケットや雑誌をご覧いただき、 ゆ
ったりとした時間をお過ごしください。

「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。

季節ごとに展示替え
12月３日（木）から開催の「冬展示」では、レーベル：
コンテンポラリーの第２弾をご試聴いただけます。
年間テーマ展示では2020年に生誕100年を迎え
るアーティストを紹介。今回はジャズファンにはお
馴染みのチャーリー・パーカーをレコードジャケッ
トとＣＤ試聴でお楽しみください。ぜひ、お気軽に
お越しください。

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）
入 館 料 無料
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 市民協働推進課総務企画係   TEL 0564-23-3158　FAX 0564-23-3165

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

ジャズの流れる街角

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 ◆ 0564-21-2015

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

ジャズも聴けるダイニング
食堂こなん 岡崎市康生通東 2-41 昴ビル 2F ◆ 0564-23-5050

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8 9 10 11

13

12

14

15

16

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 ◆ 0564-21-7359

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

（ジャズストリートに病院施設を解放） 

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

17

丸長 岡崎市康生通東 2-5 ◆ 0564-22-241518

19

20

21

22

蓋付きの飲み物であれば持ち込み可能

■展示期間: 2020年12月３日（木）～2021年3月2日（火）

内田氏が病院内につくった本格的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本格的オーディオルーム兼スタジオを再現


