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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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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！
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岡崎公園内　岡崎城二の丸能楽堂（岡崎市康生町 561-1）会場

ジャズは友達  千万町ジャズ祭り
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

入場
無料

※イベント内容、出演者等は変更する場合があります。

出演 今岡友美カルテット
今岡友美(vo)、 後藤勇人(ts)、 佐藤正道(p)、 野村陽三(ds)

7月3日土 17：00～（開場時間 16：30） 

能楽堂 サタデージャズライブ
大人ジャズで週末の楽しいひとときを！

岡崎期待の若手ベーシスト。 凱旋リーダーライブ♪

■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／事務局：岡崎市社会文化部生涯学習課（鈴木、 阿万）
　TEL 0564-23-3175

■主催／ジャズの街岡崎発信連絡協議会
■後援／７町・広域連合会

千万町楽校　特設野外ステージ（岡崎市千万町町字宮西 8） 会場
9月25日土 15：30～20：00 （開場時間 15：00）

W神谷バンド+近藤万里子

ジャズ友セッション

内田玲子(vo)、 近藤万里子(tp)、 神谷泰斗(g)、 中橋範行(p)、 高橋秀司(b)、 神谷邦彦(ds)

内田玲子(vo)内田玲子(vo) 神谷泰斗(g)神谷泰斗(g)

青木弦六(g)青木弦六(g)マサックス(vo&as)マサックス(vo&as) 倉知誉(ds)倉知誉(ds)

近藤万里子(tp)近藤万里子(tp)

■お問合せ・申込受付／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　　■協力／じさんじょの会

野本謙之(b)野本謙之(b)

中橋範行(p)中橋範行(p) 高橋秀司(b)高橋秀司(b) 神谷邦彦（ds）神谷邦彦（ds）

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）赤座薫(g)赤座薫(g)

野村陽三(ds)野村陽三(ds)近藤万里子（tp）近藤万里子（tp）今岡友美(vo)今岡友美(vo) 後藤勇人(ts)後藤勇人(ts) 佐藤正道(p)佐藤正道(p)

濱田省吾(ds)濱田省吾(ds)近藤万里子（tp）近藤万里子（tp）小川晋平(b)小川晋平(b) 片山士駿(fl)片山士駿(fl) 加藤友彦(p)加藤友彦(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

定員 100名（先着順） 定員100名（要事前申込）

籠田公園（岡崎市籠田町 68番地）会場
入場
無料

9月18日土・10月16日土 14：00～15：30

岡崎まちかどジャズライブ2021
家族で楽しむ、まちの音楽祭！

岡崎公園内　岡崎城二の丸能楽堂（岡崎市康生町 561-1）会場

出演 小川晋平カルテット
小川晋平(b)、 片山士駿(fl)、 加藤友彦(p)、 濱田省吾(ds)

7月31日土 17：00～（開場時間 16：30） 定員 100名（先着順）

17:00～17:50

15:30～16:30

青木弦六トリオ+マサックス
マサックス(vo&as)、 青木弦六(g)、 野本謙之(b)、 倉知誉(ds)

18:00～18:50

後藤浩二(p)後藤浩二(p) 野本謙之(b)野本謙之(b)

ZA・OKAKI with後藤浩二
今岡友美(vo)、 後藤浩二(p)、 赤座薫(g)、 野本謙之(b)、 神谷邦彦(ds)

19:00～20:00

ジャズ友セッション参加者 大募集！　090-1280-7118  澤田まで

※荒天の場合は
　中止します。

※申込多数の場合は抽選になります。
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岡崎市の中心部にある隠れ家的文房具店

営業時間：11:00～19:00　定休日 : 木曜日
https://www.pens-alley.jp

岡崎市籠田町 36 竹内ビル 2F  ◆ 0564-21-0864

PEN’S ALLEY Takeuchi　万年筆＆文具

そこには世界各国のボールペン、万年筆など筆記具が
約 2000 本、色とりどりのインク約 400 色、そして
ガラスペンも数多く取り揃えております。
あなたのお気に入りの 1本がきっと見つかります。
PEN'S ALLEY＝ペンの小道を散策しに来てください。
あなたの訪れを心よりお待ちしております。

2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  ◆ 0564-28-77997

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3 4 5 6
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8

食堂こなん 岡崎市康生通東 2-41 昴ビル 2F ◆ 0564-23-50509

ギャラリー＆ライブ 結 ～Yui～ 岡崎市六名 1-1-3  ◆ 0564-51-011010

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  ◆ 0564-77-015612

珈琲あづさ 岡崎市六名新町 3-12  ◆ 0564-58-650011

14

15

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 ◆ 0564-21-201516

蕎麦や 口福 岡崎市牧御堂町字水洗 50-1  ◆ 0564-52-151519

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

20

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 ◆ 0564-21-735921

22

23

24

  （ペンズアレイ タケウチ）

『ドキドキ！ワクワク！イイネ！』がいっぱい！

営業時間：11:00～19:30　年中無休
駐車場 20台有

駐車場 7台有

安城市横山町浜畔上120-3 ◆ 0566-91-6222  
（安城消防署の真裏です）

文具館B2
大人から子供まで楽しめる文房具のワンダーランド！！
革小物からファンシーグッズまで幅広く取り扱っています。

  （ビーツー）

駐車場 14台有

あなたの心に残るラーメンをつくりたい

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）＊スープがなくなり次第終了
定休日：年中無休 (元日のみ休み/不定休あり）、 完全禁煙
https://www.m-nihonbare.jp/ 

岡崎市上和田町字南屋敷2-1 ◆ 0564-52-5988
（JR東海道本線「岡崎」駅より 北西へ徒歩10分）  

三河ラーメン日本晴れ 岡崎本店こだわりの地産地消ラーメン

当店は、「地産地消をコンセプトに、様々なラーメンか
ら一品までご用意しております。感謝の心を一杯のラー
メンに込めて、お客様にお伝えしていきたいと思ってお
ります。是非、お客様の大切なご家族やご友人の皆様と
ご来店ください

1

ジ
ャ
ズ
が
流
れ
る
お
店
・
施
設

姉妹店もあります！



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

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。

岡崎JAZZ Monthly 2021

「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？」
エフエム EGAO　パーソナリティ　成瀬ゆうみ

週末はラジオでJAZZを楽しみませんか。
周波数76.3MHz  エフエムＥＧＡＯで放送中の 「まちなかＦＭ放送～We Love Jazz」 
アシスタントの成瀬ゆうみです。
この番組では岡崎市内を拠点にして、 ジャズに関する様々な形態の活動をしているボラ
ンティア団体が交代で情報発信しています。
この番組の前身になった 「We Love Jazz」 は2006年7月7日金曜日に第1回の放送を行
っていますので、 今年で17年経過したことになります。 その当時、 私は別番組の担当でし
たが番組の時間帯が近かったため、 本番前後に雑談のお仲間に入れていただきながら、 
岡崎をジャズで盛り上げようとなさっている皆様の熱い想いと楽曲の蘊蓄を楽しくお伺い
したものでした。 今思えば、 現在放送中の「まちなかＦＭ放送～We Love Jazz」の雰囲
気そのままの雑談タイムだったことが懐かしく思い出されます。
おかげさまで今では「今日の30分間の番組にはキースジャレットのケルンコンサートの曲
を1曲フルに流そうか」 「ジョン・ケージの4分33秒を流したら放送事故だよね。」 などとい
うJAZZの冗談に笑うことができるようになりました。 この冗談の意味をお知りになりた
い方は現在放送中の「まちなかＦＭ放送～We Love Jazz」にメッセージをくださいね。

まちなか FM放送「We Love Jazz」　特集 76.3MHz76.3MHz

内田修ジャズコレクション公式サイト

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

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 生涯学習課総務企画係   TEL 0564-23-3158　FAX 0564-23-3165

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


