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 11.5（SAT） 11.6（SUN） 岡崎ジャズストリート�2016
ありがとう11周年! 今年はどこでどんなジャズに出会おうか？

出演・時間� 岡崎ジャズストリートオフィシャルサイトでご確認ください。 http://www.okazakijazzstreet.com
会　　場� 名鉄東岡崎駅周辺、岡崎公園、康生周辺等　※有料12会場のほか無料会場あり
料　　金�【前売券】 単日券 4,000円　両日券 7,000円　【当日券】 4,500円／小・中・高生1,000円　※前売券は9/1より発売
主　　催� NPO法人岡崎ジャズストリート　お問合せ�TEL:0564-83-5187

11月5日から12月3日まで岡崎をJAZZを中心とした音楽であふれさせる、『岡崎 JAZZ November 2016』を実施します。
※イベントの内容については、変更となることがございますのであらかじめご了承ください。詳しくは各イベント主催者へお問合せください。

11.5（SAT）〜12.3（SAT）

お寺で無料ジャズライブ!!
10/15(SAT)�真宗大谷派三河別院
18:30�開場　19:00�開演

岡崎ジャズストリート2016
プレ

イベント!

入場
無料!!

 11.5（SAT） YAHAGI�JAZZ�NIGHT’16
おまたせしました。大儀見元（Per）、遂にジャズの街岡崎に登場です。

出　　演� 早坂紗知（as）、RIO（bs）、永田利樹（b）、伊藤志宏（p）、大儀見元（per）
会　　場� 岡崎市西部地域交流センター（やはぎかん）
時　　間�  15：30開場、16：00開演
料　　金� 全席自由【前売券】4,000円　【当日券】4,500円／中高生1,000円／小学生無料
主　　催� YAHAGI JAZZ NIGHT実行委員会
お問合せ� TEL 090-2773-7190（杉浦）　TEL 0564-31-7384（大山）

 11.5（SAT）

 11.5（SAT）

オカザえもん（不定期登場）

岡崎城下家康公秋まつり内

ジャズの街岡崎PRブース

岡崎城下家康公秋まつり商工フェアステージ

ジャズの街岡崎PRステージ

アンケートに答えて
オリジナルバッチをもらおう。
オカザえもんの
グリーティングもあります。

このちらしに掲載の
各イベントの案内もこちら
で行っているでござるよ。

出演（予定）�
今岡友美トリオ
りぶらジャズオーケストラJr.岡崎 Beanzz
※詳細は岡崎城下家康公秋まつりちらしにて



次のページにもイベント情報があります。

 11.20（SUN）

まちなかジャムセッション
大好評につき今年もやります、川嶋哲郎とのジャムセッション企画!
世界のレベルを間近で体験してみませんか。ミニライブもあります。

（セッション希望者は要事前申し込み、先着順での受付となります。）
※雨天中止・小雨決行

出　　演� 川嶋哲郎・ホストバンド
会　　場� 岡崎城二の丸能楽堂
時　　間�  ①13:00〜　ミニライブ 

②13:40〜　セッション開始
料　　金� セッション参加・観覧共に無料
主　　催� �ジャズの街岡崎発信連絡協議会 他
お問合せ� TEL 090-1280-7118（澤田）

住所・氏名・年齢・電話番号・希望のパートを記載の上、
EメールまたはFAXにてご応募ください。※11/10必着
Eメール：info@bluewave-jazz.okazaki.cc 　FAX：0564-32-3422

 11.19（SAT）・27（SUN） まちなかジャズコンサート
朝市からお城まで岡崎のまちなかでジャズコンサートを開催します。
演奏の後は是非会場もまわって行ってくださいね。 ※雨天中止、小雨決行

■11/19
出　　演� 今岡友美・片桐一篤デュオ
会　　場� 暮らしの杜（暮らしの学校内）
時　　間�  9：30〜10：30

料金／無料　主催／�ジャズの街岡崎発信連絡協議会 他　お問合せ／TEL 090-9916-5174（柴田）

 11.12（SAT） 11.19（SAT） アマチュアジャズコンサート
アマチュアとお呼びしていいのでしょうか。いい意味で期待を裏切るコンサートです。

会　　場� 岡崎公園東隅櫓
料　　金� 無料
主　　催� �ジャズの街岡崎発信連絡協議会 他
お問合せ� TEL 090-9916-5174（柴田）

 11.13（SUN）

なぜ岡崎は「ジャズの街」たらんとするのか。
半世紀以上に渡る内田修氏とジャズとの旅の目的地とは
※FMおかざきのラジオ公開放送です（放送は76.3Hzでもお聞きいただけます）

会　　場� 岡崎市図書館交流プラザ ジャズコレクション展示室
時　　間� 9：00〜20：00
料　　金� 無料
主　　催� NPO法人BLUE WAVE JAZZ FORUM 
お問合せ� TEL 090-1988-5780（大高）

 12.3（SAT） メモリアルジャズコンサート
ケイコ・リー氏のプロデュースにより岡崎市制100周年の祝祭を
彩ります。トップレベルのジャズと岡崎らしさの融合をご覧ください。

出　　演� ケイコ・リー（vo）、野力奏一（pf/key）、岡沢章（b）、渡嘉敷祐一（ds）
ゲ ス ト �TOKU（vo/flh/tp）、小沼ようすけ（g）
特別出演� �りぶらジャズオーケストラJr.岡崎 Beanzz、 

岡崎市立北中学校吹奏楽部
会　　場� 岡崎市民会館ホール
時　　間� 14：15開場、15：00開演
料　　金� S席4,000円／A席3,000円／B席2,000円
主　　催� �ジャズの街岡崎発信連絡協議会
お問合せ� TEL 0564-23-6615 　（事務局：岡崎市文化総務課）

■11/27
出　　演� 岡崎のジャズミュージシャン
会　　場� 岡崎城二の丸能楽堂
時　　間�  13：00〜16：00

■11/12
出　　演� やっこぐみ
時　　間�  ①13：00〜前半
�  ②14：30〜後半

■11/19
出　　演� 一ノ瀬大悟デュオ
時　　間�  ①13：00〜前半
�  ②14：30〜後半

岡崎ジャズ物
ス ト ー リ ー

語
〜We�Love�JAZZ�Special〜

2016.7.1

新世紀岡崎チャレンジ100プロジェクト



●発行
ジャズの街岡崎発信連絡協議会

（事務局：岡崎市文化総務課内）
TEL：0564-23-6615
http://www.jazzokazaki.jp/
発行部数：5,000部
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岡崎のまちなか

岡崎市図書館交流
プラザLibra（りぶら）

岡崎公園

岡崎市民会館

その他

イベントカレンダー

開催場所

【プレイベント】
会場：�図書館交流プラザ�

�Libra（りぶら）

岡崎市図書館交流プラザLibra（りぶら）

11/5、6 岡崎ジャズストリートはこのエリア内で行います。

岡崎城

シビコ

岡崎公園

名鉄東岡崎駅

籠田公園

岡崎市役所

乙川

1
島町

明大寺本町 歩道橋

康生通南
9/23（FRI） 
カーネギーホール出演決定!!
杉丸太一trio
10/16（SUN）
Organ Trio Jazz Live
10/30（SUN）
①レコードジャケットから甦るスターの装い
②秋・JAZZ
11/13（SUN）
岡崎ジャズ物語〜We Love JAZZ Special〜

11/12（SAT）・19（SAT）
アマチュアジャズコンサート

12/3（SAT）
メモリアルジャズコンサート

11/5（SAT）
YAHAGI JAZZ NIGHT'16

（岡崎市西部地域交流センター（やはぎかん））
11/19（SAT）
まちなかジャズコンサート

（暮らしの学校内「暮らしの杜」）

11/20（SUN）
まちなかジャムセッション
11/27（SUN）
まちなかジャズコンサート

岡崎城二の丸能楽堂

岡崎公園東隅櫓

岡崎市民会館

9/23（FRI）  ○Libraホール：「カーネギーホール出演決定!! 杉丸太一trio」 ＠杉丸太一（p）、長谷川英喜（b）、浅井翔太（ds）
10/16（SUN）  ○Libraホール：「Organ Trio Jazz Live」 ＠西川直人（org）、菊池太光（p）、横山和明（ds）
10/30（SUN）   ①スタジオ１：「レコードジャケットから甦るスターの装い」 ＠近藤万里子（tp,flug）、平光広太郎（p）、日景修（b）、黒田和良（ds） 

 ②Libraホール：「秋・JAZZ」 ＠森山威男（ds）、井上陽介（b）、川嶋哲郎（ts）、今岡友美（vo）

岡崎ジャズストリート2016
 11/5・6（市内各所）

YAHAGI JAZZ NIGHT'16
 11/5 （西部地域交流センター（やはぎかん））

ジャズの街岡崎PRブース／PRステージ
 11/5（乙川河川敷/多目的広場）
※岡崎城下家康公秋まつり内

アマチュアジャズコンサート
 11/12・19（東隅櫓）

まちなかジャムセッション
 11/20 （岡崎城二の丸能楽堂）

まちなかジャズコンサート
 11/27 （岡崎城二の丸能楽堂）

メモリアルジャズコンサート
 12/3 （ホール）

まちなかジャズコンサート
 11/19（暮らしの学校内「暮らしの杜」）

岡崎ジャズ物語〜We Love JAZZ Special〜
 11/13（ジャズコレクション展示室）


