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ＪＷＳイン信州 2008夏のイベント

エコーバレー レストラン森の音楽家 サマーライブ2008 8月1日(金)～16日(土)連夜開催
時間：19:30～22:00 ３ステージ チャージ500円 飲食は各自ご負担下さい

会場：レストラン森の音楽家 電話０２６８－６０－０１３５ 白樺胡から１０分 エコーバレーゲレンデ下
都合により出演者は変更になることもありますのでお出かけの際には木﨑までご確認下さい

1 金 よりかなゑvo、木崎二朗pf、井上眞bs、中屋博之dr、奥村豊gt
2 土 よりかなゑvo、木崎二朗pf、井上眞bs、中屋博之dr、奥村豊gt
3 日 金子亜里紗p、小林航太朗bs、中村誠dr、竹内郁人as、佐津間純gt
4 月 金子亜里紗p、小林航太朗bs、中村誠dr、竹内郁人as、佐津間純gt
5 火 ユキエvo、木崎二朗pf、宮崎正秀bs、中屋博之dr、鈴木正晃trp、内田光昭ｔｂ
6 水 ユキエvo、木崎二朗pf、小林新作bs、中屋博之dr、鈴木正晃trp、内田光昭ｔｂ
7 木 山崎さと子vo、木崎二朗pf、小林新作bs、中屋博之dr
8 金 山崎さと子vo、木崎二朗pf、小林新作bs、中屋博之dr
9 土 甲能正隆ピアノソロ
10 日 甲能正隆ピアノソロ
11 月 佐津間純gt、河口洋平bs、宮岡慶太dr、中島香織vib、小林新作key、吉本章紘tsx
12 火 沢田千果vo、佐津間純gt、河口洋平bs、宮岡慶太dr、中島香織vib、吉本章紘tsx
13 水 ユキエvo、木崎二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣ts
14 木 木崎二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣ts
15 金 山崎さと子vo、木崎二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣ts
16 土 山崎さと子vo、木崎二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs

宿泊のご希望がある場合は木﨑が承りますので気楽に連絡を下さい 090-8175-5016

ＪＷＳおすすめ信州コンサート・夏秋編

８月 特記なしは２０時スタート
１（金）姫木平 ロングフレンズ（ブルーグラス）エコーバレーやまびこ駐車場ステージ19:30～21:00 無料
４（月）鹿教湯温泉鹿乃屋 ＪＷＳライブ 鈴木正晃trp・内田光昭TRB・木﨑・宮崎・中屋 しかのや 0268-44-2141
７（木）姫木平 Ｎ・Ｋラボラトリー（ジャズダンス）エコーバレーやまびこ駐車場ステージ19:30～21:00 無料
９（土）姫木平 バナナモンキーズ（フォルクローレ）エコーバレーやまびこ駐車場ステージ19:30～21:00 無料
１０（日）長和町和田村コンサート 14時～ ユキエ・鈴木正晃trp・木﨑・三浦・長谷川 コミュニティセンター無料
１０（日）辰野町そば処さくら 19時～ 鈴木正晃trp・木﨑・三浦・長谷川 お蕎麦と一緒に0266-44-2507 投げ銭で
１１（月）女神湖ロッジグランシャルモライブ 21時～ 鈴木正晃trp・木﨑・三浦・長谷川 花火大会の後0267-55-6255
１２（火）東御市東部田中商店街 ＪＷＳ花市コンサート 18時～20時 無料 花岡0268-62-0236
１４（木）姫木平 トロンボヤージ（10人のラテンバンド）エコーバレーやまびこ駐車場ステージ19:30～21:00 無料
３１（日）丸子信州国際音楽村ハーモニカフェスティバル 13:30 ２０００円 会場：信州国際音楽村こだまホール
３１（日）奥蓼科横谷温泉旅館ロビーコンサート シロクマトリオ 20:00 無料 ０２６６－６７－２０８０

９月 特記なしは２０時スタート
１（月）奥蓼科横谷温泉旅館ロビーコンサート シロクマトリオ 20:00 無料 ０２６６－６７－２０８０
１６（水）鹿教湯温泉鹿乃屋 ＪＷＳライブ 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs しかのや 0268-44-2141
２３（火・祝日）小島章司フラメンコ舞踊団 伊那市公演 14時開演 全席指定4000円 ＪＷＳ協力事業です

伊那市生涯学習センター６Ｆホール 問い合わせ0265-78-5801 JWS電話予約090-8175-5016木崎
出演：岡野千春、瓦井マリア、林可奈子、小島有美子、鎌田里代、齋藤洋子、カンテ：水落麻理、ギター：稲津清一

１０月 特記なしは２０時スタート
５（日）長和町和田宿にて 中山道サミットイベントにＪＷＳが支援する地元小学校の出演有り 必聴！！
１０(金)北杜市 松井弘子シャンソンホームコンサート 両日とも中止になりました
１１(土)北杜市 松井弘子シャンソンホームコンサート 問いあわせ：0551-32-6064 松井音楽事務所

１１月 特記なしは２０時スタート
８（土）木曽駒高原ヒルトップ ＪＷＳライブ 木﨑二朗pf、三浦哲男bsほか 0264-23-8031ヒルトップ
２２（土）伊那市いなっせ 木﨑二朗トリオ＋蓼科高校ビッグバンド 伊那市生涯学習センターホール 500円
２３（日）伊那市いなっせ ボニージャックスコンサート＋木﨑トリオ 生涯学習センターホール 問合せ0265-78-5801

＊上記全て木崎が出演もしくは企画に関わっているイベントです 会場で皆様とお目にかかれるのを楽しみにしています
＊中止や変更もありますのでお出かけの際にはご確認下さい ０９０－８１７５－５０１６木﨑二朗 まで
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第１６３回ＪＷＳアマチュアセッション 2008年７月２０日（日）平塚ＰＡＬにて

どなたでも参加できますのでご一緒に楽しみましょう。 初心者やジャズ以外のジャンルも
歓迎します。

次回は８月３０日（土曜日）１９時～ 会費は１０００円 平塚紅谷町音楽スペースパル ０４６３-２７－２１２７

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湘南 木崎二朗まで

ＫＯＮＡ ｼﾛｸﾏﾄﾘｵ JazzLive 駅前ジャズ！ ７月２２日
７月１９日（土）パブ ＫＯＮＡ 0463-21-6126 平塚市宝町4-7 茅ヶ崎駅南口 Cafe’OJISANCHI（オジサンチ）にて

演奏：木崎二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs 演奏：木﨑二朗pf 小林新作bs

平塚で久しぶりのライ 茅ヶ崎駅至近距離
ブでした。お店の雰囲気は 駅が窓越しに見えると
ハワイですが、とってもよく ても行きやすい便利な
鳴るピアノとドラムの響き 場所です。ここではアット
が気持ちよくブレンドされ ホームな雰囲気で誰でも
て演奏しやすかったし予想 演奏に加わっていただくこ
外に聞きやすいとの意見 とができます。
でした。皆さんからのリクエ 腕に覚えのある方ぜひご
ストで時間がいっぱいにな 一緒に愉しみましょう。
ってしまいました。いつも 次回は9月9日(火)19:30～投げ銭
のようにスターダストで終

了しました。 Cafe' OJISANCHI 茅ヶ崎市幸町21-35
次回は8月22日（金曜日）19時スタートです。 食事も美味しい！ TEL：0467-88-0089
こちらも投げ銭なのでお気持ちをお願いします。 茅ヶ崎駅南口雄三通りを海に向かって１分左側

椰子の木が目印 ２Ｆ

しろくま音楽工房からのおしらせ しろくま音楽工房はＪＷＳの新しい業務で、主にパーティや結
婚式、ホームコンサート等の依頼演奏や音響等の業務をお引き受けしています。ＪＷＳの諸活動で長年培ってきたノウ
ハウや人材を生かし皆様の要望を必要 小限の経費で実現するものです。営利を目的とした活動ではありませんが

低限の必要な経費をいただいています。モットーは多くの方に手軽に生の音楽を楽しんでいただくことです。音楽以
外では大道芸（チンドン屋、ピエロ（バルーン芸）、玉簾ほか）や中国雑技（曲芸や獅子舞）なども扱っています。また、
演奏そのものではありませんがバンド指導(吹奏楽・鼓笛隊・アマチュアバンド)や楽曲の編曲なども行っています。
詳しい資料をお送りします 下記までどうぞ
連絡先は、0463-33-0298ファクス、jws@music.email.ne.jpメール、電話での問い合わせは090-8175-5016です



ＪＷＳフォーラムコンサート49 しのざき典子 パリ祭 7/13
伊藤浩子(ｸﾛﾏﾁｯｸｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ) 並木健司(ｷﾞﾀｰ) 木崎二朗(ﾋﾟｱﾉ) 宮崎正秀(ﾍﾞｰｽ)

第1部はシャンソン名曲集、第2部はタンゴの名曲をお楽しみいただきました。しのざきさんの選曲はいつもドラマチックで
歌唱もとても心に響くものがあります。昨年の7月の台風で流れてしまったしのざきさんのコンサートがすばらしい形で再演
できて本当に良かったと思っています。お客様の温かいお心の賜と感謝申し上げます。
「百万本のバラ」に合わせて、きっと500本はあったと思いますがバラの花を平塚の八田ばら園さんがプレゼントして下さ

いました。帰りには皆さんに2本ずつお持ち帰りいただきました。あり得ないことと心より感謝申し上げます。
また、アコーディオンの伊藤さんの素晴らしいソロ、お客様皆様が感銘を受けたと仰っていました。私もクロマチックアコー

ディオンの音色や演奏にふれるのは初めてでしたので感激しました。パリのカフェを思わせる優雅で楽しいひとときでした。

次回は9月28日（日）米田まり 世界一周音楽の旅 です お楽しみに

ＪＡＺＺイン小田原 ７月２１日（月・海の日） 澤地自動車ショールーム

ゲスト：内田光昭(ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ) 木崎二朗ﾋﾟｱﾉ、三浦哲男ﾍﾞｰｽ、坂田稔ﾄﾞﾗﾑｽ

トロンボーンの内田光昭さんを
迎えてホットなジャズライブとなり
ました。他の管楽器に比べて地
味な感じのするトロンボーンです
が、演奏中のアクションはとても
ダイナミックで見ていて楽しささえ
覚えます。グレンミラーの親しみ
やすい曲から「チュニジアの夜」
などの熱いジャズまで幅広く愉し
んでいただきました。坂田さんも
いつになく熱気あふれるドラムソ
ロを演じて下さいました。

次回は9月14日（日曜日）ゲストは鈴木正晃trpさんです。乞うご期待！ 会費：2500円 ワイン・お茶フリードリンク

ＹＪＪ（横内ジュニアジャズ）＆ ＨＷＯ（平塚ウィンドオーケストラ）信州演奏旅行 7/26.27
7月26日（土曜日）長野県小県郡長和町長門小学校において恒例

のＨＷＯ信州演奏会が開催されまし
た。今年はウィンドオーケストラの楽
しいアニメソングや行進曲など親しみ
やすいプログラムで児童の皆さんや
保護者に楽しんでいただきました。さ
らに今年はＪＷＳの木崎が指導し湘
南ジャズフェスティバルにも出演した
横内ジュニアジャズにも参加してもら
いました。メンバーは
中学２．３年生7名と高
校１年生1名の8人で、
曲は「イパネマの娘」
「マンボNo５」「ムーン

ライトセレナーデ」「レットイットゴー」の4曲です。
小学生たちは歳もほとんど離れていない先輩たちの演奏に耳を傾けてい

ました。このコンサートでは地元の小学生40名とのジョイントもあり大いに盛
り上がりました。次の27日は１４００ｍの高原にある長門牧場での野外コン
サートに合同で参加しました。観光客や牛たちも喜んでいたように思いまし
た。正面に蓼科山、後ろに美ヶ原を望む絶好のロケーションでの演奏です。
毎年落雷のリスクにも怯える怖い野外演奏会でもあります！！


