パブリック
会場

1チケット１ステージ制（1枚のチケットで入場できるのは各会場１ステージのみとなります）
※感染症対策のため定員制にご協力ください。

前売り2,000円

鈴木良雄(b)峰厚介(ts)中村恵介(tp)
ハクエイ・キム(p)本田珠也(ds)

②15:15〜16:00

豊田チカ(vo)椎名豊(p)本川悠平(b)広瀬潤次(ds)

①18:00〜18:45

②19:15〜20:00

vo

注目のSAX中山拓海、パーカッション
福岡高次と共に ゲスト肉態舞踏家
戸松美貴博(トマツタカヒロ)
中山拓海(as) 福岡高次(per)

席数：100

山下洋輔
（p）

© Akihiko Sonoda

トマツタカヒロ

その音色はあなたを虜にする！
人気のヴァイオリニスト阿佐谷に

牧山純子カルテット

牧山純子(vln)武藤勇樹(p)嶌田憲二(b)岡本健太(d/per)

①15:00〜15:45

杉並第一
小学校
体育館
席数：150

牧山純子
︵ ︶

阿佐ヶ谷
教会

②16:15〜17:00

vln

阿佐ヶ谷
教会

小田陽子(vo)内田隆造(b)若宮功三(p)
梅田光雄(g)小田智昭(ds)

vo

16:45〜17:45

吾妻光良トリオ

吾妻光良(g/vo)牧裕(b)岡地曙裕(d)

①19:00〜19:45

②20:00〜20:45

g/vo

杉並学院
SGホール
席数：70

大平重成(g)大平里美(p)ジャンボ小野(b)
海沼正利(per)森敦子(vln)

16:00〜17:00

ジャズで旅するシネマの世界

大橋美加＋守屋純子トリオ

大橋美加(vo)守屋純子(p)池田聡(b)松浦賢二(ds)

①14:00〜14:45

阿佐ヶ谷
中学校
体育館

ストレートアヘッドな4ビートから、
ポップでキャッチーな曲まで縦横無尽な4人組アンサンブル！

谷川賢作「もこもこ」

谷川賢作(p)寝占友梨絵(vo)堀江洋賀(g)土谷周平(b)

①18:00〜18:45

②19:15〜20:00

ベテラントランペッター伊勢秀一郎とその仲間達でジャズの名曲をお届けします！

伊勢秀一郎グループ＋志賀聡美
伊勢秀一郎(tp)志賀聡美(tb)辻野進輔(sax)
二村希一(p)古西ただあき(b)小泉高之(ds)

①19:00〜19:45

②20:00〜20:45

tp

10 月 21日（金）

笛吹かな＋秦コータロー＋石川智
秦コータロー(acc)笛吹かな(ﬂ)石川智(per)

11:00〜12:00

（fl） 石川智(per)
秦コータロー（acc） 笛吹かな

阿佐谷北2-13-16 小林ビル1F
TEL:03-5373-5939

"音楽であつまる、あそぶ" 阿
佐ヶ谷 で 話 題「 ネコビ ル 」に
OPENしたカフェ&スタジオ&
イベントスペース！

サイフォンで淹れるスペシャル
ティコーヒーの喫茶店です。心
落ち着くひとときをお過ごしく
ださい。

弦楽器×ジャズ！
！入門講座や
セッションの企画を今年もご
用意して皆様のお越しをお待
ちしております。

ギャラリー＆ライブスペース
のある空間で、手間ひまかけ
たシェフのごはんと美味しい
お酒をお楽しみ下さい。

「歌は元気の源」
唄を聴くこと、
唄うことが好きなあなたのた
めのサロン、お気軽にお立ち
寄りください。

阿佐ヶ谷 スタッカート

阿佐谷 天

ル・テロワール

Yellow Vision

阿佐谷北2‐13‐5 美波ビル B1F
TEL:03-5327-8286

阿佐谷北2-1-1 コージーコーナー 6F
TEL:03-5327-8337

阿佐谷北2-1-5 B1F
TEL:090-8805-2156

阿佐谷北2-1-2 セブンス・アヴェニュー2F
TEL:03-3336-1033

阿佐谷北2-2-2 阿佐谷北２丁目ビルB1F
TEL:03-6794-8814

金土は生バンドを入れ平日は
レコードをかけてバー営業。週
末昼はジャズ、デキシー等セッ
ションを行っています。

6階の窓から心地よい風と阿
佐ヶ谷の夜景、珍しいお酒の
ボトル達、そして上質な生演
奏で幸せな時間を！

ジャズやブルース、アンビエン
ト、即興など、
ジャンルにこだわ
らないライブ・アート・スペー
スです。

フランス 各 地 の 郷 土 料 理 を
ベ ースにしたメニューを、気
軽 な 雰 囲 気と手 頃 な 価 格 で
お楽しみいただけます。

ノンジャンルの刺激的で響き
の良い生音が楽しめる、居心
地の良いライブハウスです。

スマイルホテル １F

かわばた通り

JR阿佐ケ谷駅南口

一番街

マンハッタン

Wine Bar Saikantei (菜環亭)
阿佐谷南3-37-11 スマイルホテル １F
TEL:03-5938-1726

阿佐谷南3-34-13 第二更科ビル 1F
TEL:03-5397-3035

阿佐谷南3-37-13 第一北原ビル 3F
TEL:03-3393-0418

阿佐谷南2丁目19-8 ホテルSプリ 1F
TEL:03-3311-6108

1985年創業、若手ジャズメン
の登竜門、阿佐谷随一の老舗
ジャズバーです。

JR阿佐ケ谷駅南口から西へ徒
歩1分。スマイルホテル1階カ
ウンター7席の小さなワイン
バーです。

駅チカ徒歩２分！釣り堀のそば
です！美味しい焼肉とお酒をご
家族やご友人と一緒にお楽し
みください！

クラヴィーアは創業40周年を
迎えました。今年は素晴らしい
ジャズヴォーカルの世界をお
楽しみ下さい！

#ローマピッツア#パスタ#ワイ
ン#ビール#エスプレッソ#テラ
ス席#イタリアンバール

パールセンター

すずらん通り

阿佐谷北2-2-7 キラクビル 3F
TEL:03-3336-7961

スタジオ音

かわべまいこ(vo)渡辺尚仁(tp)羽根渕道広(sax)山田尚代(P)
深美健一(b)曽山美穂(per)津島周平(d)
今年も皆様に情熱的なサウンドをプレゼント！

仁科愛&ラテン・カルナヴァルwith今陽子
①18:00〜18:45

②19:15〜20:00

クラヴィーア 魚返明未＆高橋陸
魚返明未(p)高橋陸(b)
席数：30

①14:30〜15:15

②15:45〜16:30

館 阿佐谷店

阿佐谷南2-18-7 オーパ 3F
TEL:03-5913-8550

vo

ＪＲから徒歩1分！イベントやス
タジオライブも可能、
リーズナ
ブルなスタジオです。

ミート食楽部

jazz bar クラヴィーア

Asagaya Cafe

第1・2・3会議室
席数：100

10 月 22日（土）

名手3人が繰り広げる楽しくてクセになる音楽劇場、
新感覚エンターテインメント！

Wolf Tone

Yui(vln)MAKI(p)仙道さおり(per)

11:00〜12:00

阿佐谷南 2-16-8
TEL:03‐3317‐3434

阿佐谷南1-14-13 T.コンフォート B1F
TEL:090-4458-4287

ON THE ROOF +

アートスペース プロット

Pitaria soeurs スール

ジャズが流れるアンティーク
な雰囲気のカフェバーです。
美味しい食事とカクテル、女
性ひとりでも楽しめます。

アコースティックな心に沁み
る音色をスタイリッシュな空
間で。自主ライブやイベント
の貸切利用歓迎！

「すずらん通り落語美術館(入
船亭遊京他)」
を毎月第1、第2
月曜11:30〜開催中！お買い物
ついでにお寄り下さい

南阿佐ヶ谷のすずらん商店街
にある、小さな地中海料理店。
美味しいお料理とワインでお
待ちしております。

MISTY OPARS

阿佐谷南1-9-10
TEL:03-3315-5400

阿佐ヶ谷南1-9-7
TEL:03-6383-1509

青梅街道沿い
柿右衛門

阿佐谷
地域区民
センター

笛、アコーディオン、パーカッション、
子供も大人も楽しめるエンタメステージ！

阿佐谷北1-13-9 2F
TEL:03-6795-8003

マンボ、ルンバ、サルサ、ラテンジャズの魅力をタップリと

Calle Salud(カジェサルー)

高橋陸
︵b︶

体育室
席数：48

tb

仁科愛
︵p︶

検索

阿佐谷北1‐3‐15 C-HOUSEあさがや 3F
TEL:03-5364-9544

13:00〜14:00

Jazz for Kids
阿佐谷
地域区民
センター

p

15:00〜16:00

金丸正城（vo）三槻直子（vo）塚越三代（vo）

阿佐谷ジャズストリート

ライブハウス La Foret

阿佐谷北3-28-21
TEL:03-5356-8494

vo

②15:15〜16:00

魚返明未
︵p︶

当チラシに掲載の情報は2022年8月15日現在
のもので、変更になる場合があります。最新情報
は、
ホームページでご確認ください。

百瀬食堂

本天沼1-1-13 ネコビル 1F
TEL:080-3342-4715

BAR ROCK INDIA

会田桃子(vln) 吉岡Reeりさ(acc) 相川瞳(per)

スパニッシュ、ジャズ、ポップスを情熱と哀愁のunoスタイルで

今陽子(vo) 仁科愛(p)佐々木えみ(key)ロベルト小山(as)
水野清久(b)山原啓司(d)山瀬哲郎(per)神崎圭伊子(per)

最新情報はHPで

アイネビッテ音楽教室

スターロード･パサージュ方面

会田桃子(vln)吉岡Reeりさ(acc)相川瞳(per)

13:00〜14:00

リリカルに新風を吹き込む新進気鋭の若手デュオ

−ご 注意−

ペンギンカフェ

五叉路近く

ひび則彦(ss)染谷真衣(as)筒井洋一(ts)井上雄哉(ts)小仲井紀彦(bs)
竹下宗男(d) ゲストあびる竜太(p)岩川峰人(b)広瀬倫子(vo)

金丸正城(vo)三槻直子(vo)塚越三代(vo)
小野孝司(p)高尾幸宏(b)

②15:15〜16:00

河北病院近く

会田桃子＆吉岡Reeりさwith相川瞳

HIBI★Chazz-K

席数：150

ドライマティー二 & 塚越三代
①14:00〜14:45

vo

今陽子
︵ ︶

席数：30

席数：100

tb

ジャズストリートお馴染みのメンバーでスタンダードを

クラヴィーア

第1・2・3
会議室

sax

志賀聡美
︵ ︶

山田路子(篠笛)田中さとこ(p)山下由紀子(per)
志賀聡美(tb)荻野哲史(b)

阿佐谷
地域区民
センター
2F

元晴︵ ︶

山田路子トリオ＋志賀聡美

ds

心が躍り出す！音楽工事人たちのハッピージャズ！

味わい深いブルースシンガーとオリジナルなSAX、
名寄出身ふたりのジョイント！

加藤MAA
︵ ︶ 山田路子
︵篠笛︶

体育室

席数 48

席数：70

g

②19:45〜20:30

和洋MIX この日だけの祭り！

②16:45〜17:30

志賀聡美
︵ ︶

浅葉裕文(g)矢野伸行(b)たきざわあつき(d)

②19:15〜20:00

①15:30〜16:15

伊勢秀一郎
︵ ︶

流麗にスウィングする正統派モダンジャズギタリスト！

浅葉裕文
︵ ︶

音楽室

席数 40

杉並学院
SGホール

g/vo

②20:15〜21:00

浅葉裕文トリオ

①18:00〜18:45

小林陽一(d)岡崎好朗(tp)櫻井智則(ts)
リン・ヘイテツ(p)安田幸司(b) ゲスト早見優(vo)

谷川賢作
︵ ︶

吾妻光良
︵ ︶

阿佐谷在住のジャンプブルースギタリストが
久々に登場！

加藤MAA(vo/g)元晴(sax)ほか

最高に楽しいジャズを、ゲストに早見優を迎えて！

小林陽一＆JJM with早見優

大橋美加
︵ ︶

小田陽子&エスタシオン

松山通り

13:00〜14:00

大平重成
︵g︶

②14:15〜15:00
小田陽子
︵ ︶

席数 100

阿佐谷地域区民センター 2F

第1・2・3会議室

席数：100

ここは音楽の
「カクテル・ラウンジ」

加藤MAA＆元晴セッション

外山喜雄(tp/vo) 外山恵子(p/banjo) 藤崎羊一(b)
サバオ渡辺(d) ゲスト薗田勉慶(tb)後藤雅広(cl)

HIBI★Chazz-K

阿佐谷ジャズストリート応援ライブ
「志賀聡美 session with friends」
10月6日(木)①15時〜②17時〜
阿佐谷地域区民センター音楽室
(事前応募：詳細は阿佐谷地域区民
センター運営協議会HP)

バラエティ会場(各店別料金)
crotchet/cafe

外山喜雄とデキシーセインツ

ニュー・スパニッシュ・デュオuno

多胡淳(リーダー/3rd)松永ちづる(top)
清田しのぶ(2nd)青木肇(vocal bass)

①18:30〜19:15

vo

※感染症動向により変更または中止となる場合があります ニューディキシーモダンボーイズ

プレイベント

パリとブエノスアイレスの風をはこぶ
〜魅惑のタンゴ＆ジャズ〜

TRY-TONE(トライ トーン)

①19:00〜19:45

17:00〜18:00

大平里美
︵p︶

心温まるステージで毎年人気のア・カペラグループ

①13:00〜13:45

森崎ベラ(vo)倉本巳典(b)吉森信(p)吉原アリンス亞矢子(ds)
ゲスト青山春裕(vo)Freedombells(cho)

早見優
︵ ︶

山下洋輔(p)中山拓海(as)
福岡高次(per)
戸松美貴博(肉態舞踏)

①18:00〜19:00
②19:30〜20:30

席数：50

vo

ディキシーランドジャズの魅力を日本のサッチモがお届けします！

山下洋輔
神明宮スペシャル

席数：300

①13:00〜13:45 ②14:15〜15:00
コイノニア
日本を代表するゴスペルシンガーの魂を揺り動かす歌声！
ホール(B1) 「スピリチュアルゴスペル」
森崎ベラ

小林陽一
︵ ︶

神明宮
能楽殿
屋外

益子麻奈(vo)大友孝彰(p)津川久里子(b)

森崎ベラ
︵ ︶

豊田チカ
︵ ︶

最高のジャズボーカルをお届けします！

豊田チカ＋椎名豊トリオ

エレガントな歌声の若手シンガー阿佐谷初登場！

益子麻奈トリオ

楽

①14:00〜14:45

久遠
キリスト
教会

益子麻奈
︵ ︶

鈴木良雄
︵b︶

日本ジャズ界きってのメンバーで醸し出す極上の大人のJAZZ！

席数：100

アルーク

alːku、アールリエット高円寺など)、世尊院
幼稚園第二園庭、一番街、パールセンター
サブドーム下、
すずらん通り、
区役所前、杉成
商店会、ジャズウォークほか予定

10 月 22日（土）

鈴木良雄「The Blend」

礼拝堂

JR駅前南口広場、JR高架下(ビーンズ、

〇阿佐谷ジャズストリートHPでオンライン販売 〇杉並区役所「コミュかるショップ」
〇書楽阿佐ヶ谷店(JR阿佐ケ谷駅南口前) 〇電話予約 080-5646-1024(平日11時〜17時)

10 月 21日（金）
久遠
キリスト
教会

ストリート会場(無料/投げ銭歓迎)

当日2,500円（席に限りがあります。お早めに！）

阿佐谷南1-10-9
TEL:03-5929-8989

阿佐谷南1-9-6 第七志村ビル１Ｆ
TEL:03-5306-0505

炭火台所 鶏丸

ラストギターミュージックスクール
成田東4-34-15 榎本ビル201
Email school@lastguitar.com

成田東4-33-15
TEL:03-3315-2982

定番の鰻の櫃まぶしのほか、
素材をアレンジしたオリジナ
ル櫃まぶしをご用意しており
ます。

炭火の地鶏串焼きと美味しい
手料理の数々。お酒は厳選日
本 酒 を ベ ー ス に 盛 り 沢 山！
ちょっとこだわるお店です

旧ラストギター店舗。音楽教
室、イベントスペースとしてリ
ニューアルオープンしました

青梅街道沿いの緑の看板が目
印！炭火で上質な黒毛和牛焼
肉といったら一億兆！是非ご賞
味ください♪

炭火焼き肉

一億兆

かふぇ＆ほーる with 遊
荻窪3-46-13-101
TEL:03-6661-2336

花とグリーンに囲まれ多目的
ホールを併設したオアシスの
ようなカフェです。

