
元　住　吉　の　気　軽　な　音　楽　会

木8月6日 19：00～21：00
井田中ノ町  フォレストコーヒー

街角投げ銭ライブ

Ｍマガジン置いてます。

共演：
小澤基良（ベース）
東京農業大学卒業後ジャズの道を志し

友人の紹介で東京理科大学ジャズ研究会へ入部。

独学でジャズを勉強し数年後にプロ活動を開始。

WOVEN NOTESのメンバーとして

ニューヨークへの武者修行を経験し、

本場アメリカの音楽や芸術に対して

自然に接する感覚に感銘を受ける。

ごつくて温かい音色で空気をどっしりさせるような

ベーシストを目指しながら都内や横浜で活動中。

 又、現在横浜の音楽や芸術を盛り上げようと

横浜に縁のあるミュージシャンと協力して

団体設立に向け活動中。

公式サイト

http://ozazawa.wix.com/ozawabass

木8月6日 19：00～21：00

井田中ノ町  フォレストコーヒー

共演：
野内遼介（Gt.）
14才でギターを始め、

高校卒業後に音楽専門学校へ入学。

そこでジャズギタリストの岩谷耕資郎氏に出会い、

ジャズを中心に様々な音楽を学ぶ。

卒業後は東海林由孝氏に師事。

現在は都内を中心にジャズクラブや

レストランでの演奏、ポップスのアーティストの

レコーディング等の活動をしている。

また、ギター講師としても活動中。

公式サイト

http://blog.goo.ne.jp/ryosukenouchi
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調剤薬局 綱島街道薬局    中原区木月2-16-10ベレール元住吉1F　Tel.044-750-0374 
 営［平日］9：00～18：30 ［土］9：00～12：30　休［日・木・祝］

調剤薬局 駒沢通り薬局    東京都目黒区中央町2-40-8 長瀬ビル1F　Tel.03-6412-7318 
 営［平日］9：00～18：30 ［土］9：00～13：00　休［日・木・祝］

調剤薬局 オレンジ薬局川和町店    横浜市都筑区川和町1218-1 日神パレステージ市ヶ尾1F    Tel.045-929-1005
 営［平日］9：00～18：00 ［土］18：00～13：00　休［日・金・祝］

古本・CD 凸っと凹っと    中原区木月2-10-3ベンチャーマックス201 Twitter@dekottobokotto  休［火］

飲み食い処  粋い仙ん    中原区木月中原区木月2-20-47　Tel.044-411-8980
 営17：00～23：00 LO 22：30　休［日・祝］

カフェ cafe OrangeBlue    中原区木月住吉町7-48-101
 www.facebook.com/orangeblue214    営14：00～0：00 LO 23：30    ［不定休］

古本・CD 凸っと凹っと    中原区木月2-10-3ベンチャーマックス201 Twitter@dekottobokotto  休［火］

果　物 フルッチョ    中原区木月1-35-1 フルッチョビル 1F     Tel.044-433- 3338　営10:00～19:30   ［不定休］

介護センター  みずたま介護ステーション元住吉    中原区木月1-35-7元住吉GSビル2F    Tel.Tel.044-430-6963

介護センター ツクイ川崎中原    中原区木月2-8-5MKビル1F-B    Tel.044-431-0027　休［土・日］

喫茶店    水谷珈琲    中原区木月1-32-16 1F    Tel.44-577-4288　mizutanicoffee@gmail.com    ［不定休］ 

花　屋 Bianca(花)    中原区木月1-26-19　ソレイユドミ1F    Tel.044-422-7015 bianca-flower.com/ 
 営 10：00～19：00   休［木］

カフェ フォレストコーヒー    中原区井田中ノ町33-1    Tel.044-754-1156　www.forestcoffee.jp
 営 火～金9：30～21：30　土・日9：30～20：30   休［水］

コミュニティーカフェ イダカフェ    中原区井田中ノ町33-9    Tel.044-799-7127　www.ida-cafe.com

パン屋 リップル    中原区木月3-10-20 永塚ビル 1F    Tel.044-863-6554　 休［月・火］

接骨院 井田名倉堂・栗山接骨院     中原区井田中ノ町６－２    Tel.044-766-0850
 www.sekkotu-kawasaki.com/nakahara/kuriyama/index.htm
 営 平日9：00～12：30/15：00～19：30    土9：00～13：00/15：00～18：00   休［日・祝］(急患・往診は随時受付）

レストラン カシス    中原区井田三舞町10-23    Tel.044-788-9102

喫茶室 シンフォニー    川崎市幸区矢上11-1    Tel.044-588-9688

カフェレストラン カンファー・ツリー    横浜市中区海岸通1-1横浜貿易協会ビル1F    Tel.045-211-2200

会館  川崎市国際交流センター    中原区木月祗園町2-2   Tel. 044-435-7000

区役所  中原区役所５Ｆなかはらっぱ    中原区小杉町3-245   Tel. 044-744-3113

9月3日（木）
街角投げ銭ライヴ(フォレストコーヒー)
出演者は穂積翔太(Gt)
矢藤健一郎(Dr）

　「音楽好きな友の会」では、元住吉で
『気軽な音楽会』を広めようと～街角投
げ銭ライブ～という形で井田中ノ町商店
会「フォレストコーヒー」をかわきりに現
在月例開催（第1木曜日）しています。ラ
イブ出演者は首都圏各所で活躍するプ
ロのジャズ・ミュージシャン達！で毎月熱
い演奏が繰り広げられています。フォレス
トコーヒーの常連の方々、元住吉近辺に
お住まいのジャズ愛好家の方々に好評
いただいています。
　さて、最近は店内BGMにジャズを流す
飲食店も増えていますが、ジャズの醍醐
味は何と言っても“その日・その時”にだ
け紡がれる生の音を身近な距離で事で

投げ銭ライヴ開催店の募集！！
はないでしょうか。偶然聴いたライブが
キッカケでジャズの面白さ・ライブの楽し
さに目覚め、音楽・お店との距離が縮ま
る…そんな方々も多くいます。
　という事で現在「音楽好きな友の会」
では『気軽な音楽会～街角投げ銭ライブ
～』開催店を大募集しています。
　ライブは1坪の場所があれば始められ
ます。
　～実は、私もジャズ音楽が好きなので
自分も聞きながらお客さんにも楽しんで
貰える「ジャズ・ライブ・イベント」を店で
催してみたいが誰に何を相談すれば良
いか判らない～そんな店主の方々の
ご一報をお待ちしています！

中原区井田中ノ町33-1 Tel.044-754-1156 www.forestcoffee.jp
営 火～金9：30～21：30 土・日9：30～20：30   休［水］

フォレストコーヒー

穂積翔太



「音友会クラッシク・ソサエティー」の
田島華乃さんは
横浜ゾリステンの「コンサートミストレス」 !!
　さる6月20日、鎌倉芸術館小ホールで「第3回横浜ゾリス

テンとジュニアたちの共演」コンサートが開催されました。

プロの演奏家の中に楽器を演奏始めてから１～５年の

ジュニアたちが共演をする、今回はウェーバーの「魔弾の

射手・序曲」、モーツアルト「クラリネット協奏曲」、ベートー

ヴェン「運命」と、最近のジャズ演奏とは違い素晴らしい生

音の演奏を聞いてきました。実はこの「横浜ゾリステンと

ジュニアたち」の50名編成オーケストラの「コンサートミス

トレス（男性はコンサートマスター）」第1ヴァイオリンを担

当している田島華乃さんには「音友会クラッシク・ソサエ

ティー」を運営していただいています。また「音の家・代表」

で毎月末に「ママのおひざで聴くバイオリンコンサート・

イダカフェ」を開催、また今年９月、１０月と川崎国際交流

センターで催事を予定しています。ぜひクラッシック・ファ

ンのみならず「コンサートミストレス」の腕前を聴きながら

気軽にお喋りをしに来てください。

コミュニティーカフェ イダカフェ
中原区井田中ノ町33-9

Tel.044-799-7127

イダカフェ

井 田 小 学 校 正 門 前

音楽～オーディオに趣味があり「新 SOCIETY」を結成、
運営・進行の会員、また「音友会」主催する
「生演奏会、レコードコンサート、映画鑑賞会」などを
企画・運営・進行する活動。
それに意欲有るボランティアスタッフの方々を随時募集中です！
ちょっと関心がありましたらメール連絡をお願いします。 （会費無料）
音友会の詳細は、ホームページで：

www.h3.dion.ne.jp/~insidobc
中原区民交流センター公式サイト・Webなかはらっぱ：

nakahara.genki365.net

「音楽好きな友の会」(Music Enjoy Club)会員募集中

8月     3日
8月29日

月

土

参加費

毎月第1日曜日
オズ通り「カフェ・オレンジブルー」、
毎月第３日曜日
井田小学校正門前「イダカフェ」で
想い出のレコード・CDを楽しむ集い
３スピード・アナログ・プレーヤを設置しました。

■Silver Guy（ニックネーム）
1936年(S.11)1月東京生まれ。太平洋戦争直前の

1941年に元住吉・木月三丁目(当時は、字小沼)に移

住。1942年、住吉小学校(当時は国民学校)に入学。

1944年大山に学童集団疎開。辛い食糧難と、B29に

よる空襲、グラマンの機銃掃射は怖かった。ジャズ

好きになった切っ掛けは、終戦数年後に進駐軍放

送WVTR(後のFEN)のジャズ番組「ワン・ナイト・スタ

ンド」を並４ラジオでムサボリ聴いたこと。私の好

みは、大橋巨泉氏が名付けた中間派(モダーン・ス

ウィング)と、盛大にスウィングするビッグ・バンド・

サウンドです。

■柳下順行
1946年東京市馬込区にて出生後、横浜市日吉に移

り1978(昭和53）年木月、1979年(昭

和54)年から井田に在住。子供の頃父のＳＰレコー

ドを投げては飛ばしていました。

■塚田親一
1946年10月生まれの天秤座。神田で生まれ築地で

暴れて元住吉で落ち着くと言う生活環境で一時芸

能界に参加、日本の３大メーカーであるオーディオ

の磁気記録会社をへ退職後地元オーディオ、ジャズ

好きな３名と「音楽好きな友の会」を結成。

写真左から、Silver Guy、柳下順行、塚田親一

中原区木月住吉町7-48-101　www.facebook.com/orangeblue214
営14：00～0：00 LO 23：30　［不定休］

　

カフェ・オレンジブルー

　1940年代録音の78回転「カウント・べイシー

のSPレコード」を再生できます。75年も前の録音

がこんなにも鮮明に録音され聞きやすい音質な

のです。また「Ｍマガジン」で催事を知り来店の

女性の方が「え！まだレコードあるのですか、今

鳴っていたのはレコードですか？」と驚いていま

した。それからが大変でした。「昔は良かったね」

です。レコードの価格、ジャンル表示、置き方、元

住吉のレコード店、また渋谷のレコード店など

の話、レコードからカセットテープにコピー等の

話で大盛り上がりでした。暫くぶりにこの様な話

が出来ましたと喜ばれて帰られました。 帰りに

「Ｍマガジン」窓口の薬局に寄りました。「患者さ

んで～街角ライブ～見に行くんです、と嬉しそう

に話してくれた学生さんがいましたよ」と言わ

れ、音友会活動も皆さんに認知されてきたのか

なと嬉しく思いました。

写真は、ウィリアム・“カウント”・ベイシー（1904年～ 1984年）
アメリカのジャズピアノ奏者、バンドリーダー。グレン・ミラー、
ベニー・グッドマン、デューク・エリントン等と共に
スウィングジャズ、ビッグバンドの代表奏者に挙げられる。


