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気分はピクニック!!彫刻の森美術館
THE HAKONE OPEN-AIR MUSEUM

20042004ARTART dede JAZZJAZZ
雨天時も開催します日時： 年 月 日（日）2004 5 2 11:00 16:00～

（シンフォニー彫刻・ゲルニカが目印です）会場：箱根彫刻の森美術館 ギャラリーカフェ前広場
（雨天時の演奏はギャラリーカフェ２Ｆにて行います）

出演：キャロル山崎(ｳﾞｫｰｶﾙ)、 藤井寛（ｳﾞｧｲﾌﾞﾗﾌｫﾝ）、木崎二朗PF、三浦哲男BS、坂田稔DS
賛助出演：アカペラコーラスグループ”ＴＲＩＡＤＤ”

司会はニッポン放送の斉藤アンコウさんが担当されます。懐かしい方に会えますね！

美術館入館料、迎賓館でのウェルカムパーティ（ヴーヴクリコの新製品ロゼで乾杯です）会費：４０００円

ベラ・フォレスタでのランチバイキング、演奏会場でのお茶、参加記念グッズを含む

申込：六耀社 まで電話で申し込んで下さい。おり返しご案内を送付させて頂きます。（ろくようしゃ）

（平日９時～２１時まで受け付けております）０４６３－９３－１５０５六耀社

問い合わせ：六耀社0463-93-1505までおねがいいたします。

＊この企画の定員は１００名様とさせて頂きますので、お早めにお申し込み下さるようよろしくお願いいたします

＊お車でご来場予定の方には無料駐車券を発行いたします。

２004 ジャズフェスティバル ひらつかコンサート２004 ジャズフェスティバル ひらつかコンサート２004２004湘南湘南
平塚市民センター 大ホールシルクロード音楽とジャズのすてきな出逢い

（土）（土）ジャズ・シルクロードジャズ・シルクロード ５月２９日５月２９日
開場13:30 開演14:00 大人 前売り2000円・当日2500円 中学生以下500円（当日も同じ）

出演：張 勇（二胡）、邵 容（琵琶）、銭 騰浩（笙）、高橋康廣（ﾃﾅｰｻｯｸｽ･ﾌﾙｰﾄ）、奥村晶（ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ） ほか

「トルコ行進曲」「草原情歌」「茉莉花」「アラムハン」「ダッタン人の踊り」「キャラバン」「スターダスト」
このほか中国楽器による独奏など

高橋康廣 奥村晶チャンヨン シャオ ロン チェン タン ハオ

張 勇（二胡） 邵 容（琵琶） 銭 騰浩（笙）

チケット発売所：平塚市民センター窓口（0463-32-2237） ヨネザワ楽器（0463-23-7097）
ヤンレイ（駅ビルラスカ５Ｆ）（0463-23-2685） ピアノ調律センター湘南（0463-31-2505）（以上平塚）
茅ヶ崎：ハスキーズギャラリー（0467-88-1811）、 藤沢：カフェレストラン クラジャ（0466-24-3019）

：平塚市、 ・ 平塚市文化財団、2004湘南ジャズフェスティバル実行委員会主催
：平塚市教育委員会、平塚市商工会議所、茅ヶ崎市、茅ヶ崎市文化振興財団、茅ヶ崎商工会議所、茅ヶ崎ＴＭＯ、後援
二宮町教育委員会、湘南ケーブル・ネットワーク、湘南ジャーナル、クラジャ、ヨネザワGK、ハスキーズギャラリ
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2004年3月21日（日）平塚ハヤマ１４第111回ＪＷＳアマチュアセッション

第１回目より永らく使用させていただいた での例会は次回４月１８日で終了になります。ＨＡＹＡＭＡ１４
オーナーに紙面を持ってお礼申し上げます。 １１３回目（５月）からの会場は次号でお知らせします。

ＪＷＳセッションはどなたでも参加できます。また、ジャズ以外の音楽も歓迎します。
問い合わせは 0463-33-0298木崎まで生の音楽をご一緒に楽しみましょう。もちろん初心者も大歓迎です。

０４６３-２２－６０１４１１２回目の４月は、１８日（日）19時からハヤマ１４
会費1000円平塚市明石町 明石町公園となり（オロチョンラーメンのあるビルの２階）

ミニコンサート・ライブ・パーティー音楽等の企画は六耀社にご相談下さい。 演奏家の派遣はもとより、
音響機器や照明等のご相談も承ります。 各種ジャズ･シャンソン･カンツオーネ･タンゴ･フォルクローレ

・フラメンコ・中国音楽・クラシック音楽など幅広いジャンルの音楽をご用意できます。
連絡先は 0463-93-1505 六耀社（ろくようしゃ）

19～21時まで 土曜休業

５月 湘南各地にて開催！2004湘南ジャズフェスティバル
入場料・出演者や時間など変更の可能性もありますので、確認の上お出かけ下さい

二宮ラディアン 15:00～ 会費1500円 JR二宮駅徒歩６分５月３日（月・祭日）宇山恭平クインテット
出演：宇山恭平gt、田村博pf、細川正道bs、飯野工drs、水野茂congas 申込0463-93-1505ろくよう社

平塚駅ビル６Ｆラスカホール 11:30～16:30５月４日（火・休日）アマチュア・コンボジャズコンサート
入場無料 ラスカ0463-22-0234（代） 問いあわせ：090-8175-5016ＪＷＳ(ｼﾞｬｽﾞﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

藤沢駅南口東急ハンズ前広場 12時～16時 無料！！５月５日（水・祭日）オープンエア・ジャズライブ
藤沢駅南口３分 ＢＥＣＫ 20:00～ 0466-22-3649 藤沢市南藤沢5-1-101５月５日（水・祭日）村田浩グループ

Asx 平塚レストランサンタナ 19:00～ 前売り6000円 当日6500円５月１２日（水）ゲーリー・バーツ トリオ
(ｵﾙｶﾞﾝ)、グレッグ・バンディdrs サンタナ0463-21-6915／JR平塚駅北口５分平塚市宮ノ前8-30KANKAWA

with 山崎瑞恵 藤沢本町カフェレストラン クラジャ 19:00～入場料1500円５月１４日（金）宇山恭平カルテット
出演：山崎瑞恵vo、宇山恭平gt、弘勢憲二pf、稲葉国光bs、山崎比呂志drs 申込クラジャ0466-24-3019

茅ヶ崎ハスキーズギャラリ 19時～会費200円 ハスキーズギャラリ0467-88-1811５月１４日（金）本邦初公開秘蔵ジャズビデオ鑑賞会
ミンガス＆ドルフィー、マイルスinワルシャワほか SJF2004コンサート(29日.30日)のチケット提示で無料

19:00～21:30 解説：宇山恭平５月１７日（月）モダンジャズレコードコンサート 茅ヶ崎ＨＩ－ＨＡＴ
茅ヶ崎北口徒歩３分 ハイハット0467-87-0900 主催：茅ヶ崎ジャズクラブ（熊沢）0467-83-3588

（ヴォーカル）平塚レストランサンタナ 19:00～ 前売り5500円 当日6000円５月１９日（水）水森亜土
高浜和英pf、青木喬嗣bs、原田俊太郎drs サンタナ0463-21-6915／JR平塚駅北口５分平塚市宮ノ前8-30

茅ヶ崎ハスキーズギャラリ 18:30～ 0467-88-1811 前売￥3,300 当日￥3,800５月２２日（土） 太田寛二 ミーツ JIMMY LOVELACE
出演：太田寛二pf 小杉敏bs ジミー・ラブレイスdrsゲスト：安保徹ts ＳＪＦコンサート（29日.30日）チケット提示でドリンクサービス

参加費：500円 藤沢駅南口 ＢＥＣＫ 15:30～19:30５月２２日（土）湘南ジャズ倶楽部 ジャムセッション
ＢＥＣＫ0466-22-3649 主催：湘南ジャズ倶楽部（佐藤）090-5331-9855

0463-32-2237 大人 前売り2000円・当日2500円５月２９日（土）ジャズ・シルクロード 14:00～16:30 平塚市民センター大ホール
中学生以下500円（当日も同じ） 出演：張勇（二胡）、邵容（琵琶）、銭騰浩（笙）、高橋康廣（TSX･FL）、奥村晶（TRP）ほか

0463-32-2237 前売り800円・当日1000円５月３０日（日）湘南ビッグバンドコンサート 13:00～17:00 平塚市民センター大ホール
①日本大学生物資源科学部Spicy Sounds Company（藤沢）②日産車体ベイシルバー（平塚）③ NSKスイング・ハード・オーケストラ（藤沢）
④グルーヴィン・サウンド・オーケストラ（平塚）⑤藤沢スイングジャズソサエティ（藤沢）⑥原田永幸とゴールデン・リンゴスターズ（ゲスト出演）

このほか： 茅ヶ崎駅北口１分 ハスキーズギャラリ「まさにジャズだね！」～ジャズアート久保幸造展
5月14(金)～ 22(土)11:00～18:00 22日のみ15:00まで 無料 ハスキーズギャラリ 0467-88-1811



戸塚ラジャ ４月１６日（金）１９時～ 無料ですカルチャーライブ
米田マリ(ｳﾞｫｰｶﾙ) ｗｉｔｈ 木崎二朗・小田部宏・山口新語

米田さんはシャンソンからジャズ、日本歌曲までレパートリーの幅広い歌姫です。

昨年まで行ってきたカルチャーライブ、今年からは気楽に参加して頂けるようにしました。
天然温泉施設の中のちょっとリラックスしたムードがすてきです。飲食もできます。駐車場完備。

戸塚ラジャ ０４５－８１０－５１５１ 横浜新道上矢部ＩＣすぐ 戸塚駅から送迎バスあり
まだ、ご来場されたことの無い方は是非お立ち寄り下さい。出演者一同歓迎いたします。

本厚木 ４月３０日（金）１９時～茶房ももくり お気楽ライブ ③
1500円 木崎二朗PF＋三浦哲男BS＋山口新語ＤＳ

本厚木駅から平塚方面へ徒歩２分ほどの便利な場所でのアットホームなライブです。
ジャズにこだわらずラテンや映画音楽など皆様のリクエストのお応えしてのお楽しみラ
イブです。飛び入りでの参加もＯＫです。 ももくり ０４６－２２８－３７５１
おすすめは、おしるこですが、お酒もピリリと刺激的なキーマカレーなどもいただけます。お気軽にどうぞ。

５月２２日(土) 18:00から 食事付き4000円５月２２日(土) 18:00から 食事付き4000円ＪＷＳ ﾌｫｰﾗﾑ ｻﾛﾝｺﾝｻｰﾄ vol.18

ボーカル アルトサックス遙かなる影遙かなる影 森下純子 ・ 林文夫森下純子 ・ 林文夫

カーペンターズや７０年代アメリカンシネマで聞かれる多くのヒットを提供したのがバート・バカラッ

クです。今回は、バート・バカラックのすてきな音楽とカーペンターズの音楽を中心にお楽しみいただ

きます。ベースは宮崎正秀さん、ドラムは中屋博之さんです。 申込0463-96-3711ﾌｫｰﾗﾑ246

（４月）ＪＷＳ信州ライブのご案内

15:00開場 15:30開演４月２４（土）伊那市 かんてんぱぱホール 劉 鋒（二胡） 桜花に寄せて
高橋康廣ts木崎二朗PF宮崎正秀ｂｓ中屋博之DRS かんてんぱぱホール0265-78-5107
大人3000円 子供2000円 問合せは0266-44-2507さくらまで

伊那谷はカンテンの産地として有名ですが、「かんてんぱぱ」の商品名で知られる伊那食品は現在ワー
ルドワイドな展開をしている企業です。この会社の敷地内にあるかんてんぱぱホールは森や花に囲まれた
自然味豊かな会場です。中央道伊那ＩＣから１５分ほどです。

４月２４（土）木曽 奈良井宿 喫茶深山（みやま） ジャズライブ 19:30～
高橋康廣・木崎二朗・宮崎正秀・中屋博之 ３５００円コーヒー付き

長野道塩尻ＩＣから３０分ほどで木曽路楢川村の奈良井宿につきます。楢川村は漆塗りの
技術の高いことで有名です。長野オリンピックのメダルは漆加工されたものでここで作られま
した。奈良井宿は中山道十一宿のうち北から2番目の難所：鳥居峠を控えた宿場町で、かつ
ては街道を行き交う旅人で栄えました。その様は「奈良井千軒」と謳われ木曽路一番の賑わ
いでした。奈良井宿は鳥居峠の上り口の鎮神社を京都側の入口とし、奈良井川に沿って約１

ｋｍの中山道沿いに町並みが形成されています。旅籠の軒
灯、千本格子など江戸時代の面影を色濃く残しています。時代を超えた風格が感じられます。
昭和53年5月には、国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けました。また平成元年には
建設大臣の「手づくり町並賞」を受け、日本一の宿場街といわれています。全部木で造られた木
曽大橋もここ奈良井宿の名物です。

会場の深山（みやま）は奈良井駅のすぐそばで、大正時代に建てられた材木商の事務所を改
装したクラシックな雰囲気のすてきなところです。１００年前のレシピによるカレーはここの名物で
関西や首都圏からの来客が多いそうです。４月下旬でも桜が見られるとのこと、私たちも宿場に

＊宿泊を希望される方は木崎までご連絡ください。宿泊しての夜桜ライブです。

４月２５（日） 桜の花と美味しいおそばを味わいましょう とっても楽しい雰囲気です辰野 そば処さくら １９時～

高橋康廣ts木崎二朗PF宮崎正秀ｂｓ中屋博之DRS 会費4000円 おそば付き
申込・問いあわせは0266-44-2507さくらまで

ジャズ・ワークショップ友の会に入会なさいませんか

ジャズやポップスに関する情報を載せた会報をお送りします。ご希望の方は、郵便番号・住所・氏名・電話番号等を明記の
上、１年分の会費ということを明記して郵便振替にて下記まで１０００円を振り込んで下さい。
郵便振替口座番号００２５０－７－６１１３８ ジャズワークショップ 0463-33-0298 〒254-0822平塚市菫平8-6


