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ＪＷＳひらつかサロンコンサート VOL.2 2月19日金曜日18:30～
「こんなジャズが聴きたかった」 ゲスト：内田晃一vib、彩木香里vo

サロンコンサート二回目
は、木崎の恩師であり渡辺
貞夫さんとともに日本のジ
ャズの黎明期を歩んでこら
れた現在ジャズワールド紙
編集長の内田晃一さんと日

本ジャズヴォーカル賞新人賞の彩木香里さんを迎えて華やかなステージになりました。ビブラフォンを目の当たりにす
るのは初めてというお客様も多く皆さんその音色を楽しまれたようです。彩木さんの実力あるヴォーカルは歯切れ良く
しっかりとしていて楽しめました。内田さんは82歳だそうでとてもその歳が信じられない素晴らしい演奏でした。

今後の予定です vol.3米田まり世界の歌を歌う4月17日（土）18:30～ 木﨑二朗pf、宮崎正秀bs 2000円
vol.4歌舞伎俳優中村紫若のシャンソン6月12日（土）18:30～ 木﨑二朗pf、宮崎正秀bs、中屋博之drs 2500円

申込と問合せ：六耀社0463-93-1505 またはＪＷＳ 090-8175-5016

第182回ＪＷＳアマチュアセッション 2010年2月28日(日)平塚音楽スペースパルにて

今回は、カウントベイシーのときのクリニックに参加された若いピアニストやドラマー、そして今回初めて参加されたピアニストと
ベーシストのお二人を迎えて少し新しい気分の会になりました。ボーカルの森さんは5月の湘南ジャズフェスティバルでビッグバン
ドをバックに歌うのだと意気込みがみられとても前向きでよかったです。サックスの飯田さんはオカリナに挑戦。山田さんはシャン
ソンに挑戦。 どなたでも参加できます。聴くだけの参加もＯＫです。伴奏をいたしますので楽譜をご用意下さい。

次回は３月２０日（土曜日です）１９時～ 平塚市紅谷町音楽スペースパル0463-27-2127 会費1000円
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2月12日金曜日 ＹＯＫＯ と栄光と伝説の巨匠たち 中野坂上ハーモニーホール
第25回日本ジャズヴォーカル賞新人賞受賞記念コンサート

YOKO（vo）、尾田悟ts、秋満義孝pf、野中英士bs、
サバオ渡辺drs ゲスト：杉原淳ts

以前YOKO（ヨーコ）さんと平塚のライブでご一
緒したことがあります。とても雰囲気のあるシン
ガーだと感じられましたが、今回の受賞はそうい
った聞き手の気持ちを大切にしたステージング
や歌唱が認められての表彰と思われました。

記念コンサートにはジャズワールドの内田編
集長を始めお歴々が聴きに来られていました。
尾田さんと杉原さんのテナーサックスのバトルは
なかなか聴き応えがあって良かったです。

2月13日（土）稲村ヶ崎ペーター
バレンタインライブ ゲスト：山崎さとこ
木﨑二朗pf・三浦哲男bs・長谷川明彦drs
こちらもサトコさんを迎えて大いにのりまくったライブ。

やはりサトコさんにはマリリンモンロウの歌やディズニー
の楽しい歌がよく似合う。ペーターは海岸通りに面した素
敵なレストランです。会費にはドリンク２杯または料理一
皿分が含まれています。現地で選択していただくことにな
ります。夕暮れの海を眺めながらライブを迎えるのもすて
きです。ぜひ！ 次回は４月２４日土曜日です。

2月26日（金）上諏訪・フォルティッシモ
木﨑二朗pf・三浦哲男bs・長谷川明彦drs
月例のライブ、これで３回目です。まだ認知されていないこともあり席が満席

になることはないのですが来て下さった方々はみなさんこんなに身近でライブ
が楽しめるなんてすごい！とおっしゃって下さいます。お店はお客様のいらっし
ゃる大きめの部屋と空間で続く小さめの部屋がありこちらにグランドピアノがお
かれてあります。お客様から少し離れるのでわざわざ席を立って演奏の側まで
来て聞いて下さる方もいらっしゃいます。

まだまだこれからだと思いますのでお近くの方はぜひ聴きに来て下さい。
会費は５０００円と高めですが、ミュージックチャージとお料理とドリンクの飲み
放題が付いていますので決して高くはないと思います。

次回は３月２７日火曜日。木﨑二朗pf・三浦哲男bs・高橋康廣tsです！

2月27日（土）平塚ＫＯＮＡ 投げ銭！
木﨑二朗pf・三浦哲男bs・長谷川明彦drs

こちらはいわゆるパブだが、毎回スタンダードにうるさいお客が数
人いてあれやこれや声をかけてくる。そればかりでなくヤジも飛ばす
し歌で乱入もある。しかし皆さん心優しくて毎回大いに盛り上がって
しまう。写真は大磯のトンカツやさんで、彼の歌う「ワンダフルワール
ド」の素晴らしいこと！ サッチモの物まねではあるがバンドにより
かかるリズムの良さはもたれることなく本物のルイアームストロング
のようだった。ＫＯＮＡにはこういったお客が多くリクエストも結構マニ
アックで楽しいです。投げ銭のやり方で毎回頑張っていますがそうい
うやり方がとてもはまるよいお店です。

湘南ジャズフェスティバル ＳＪＦ2010 5月開催 主な日程と内容をご紹介します
１（土）13時～16時 平塚駅ビルラスカ ウェルカムデッキジャズライブ 無料 出演：ＪＷＳグループほか

ＪＷＳの仲間を中心に湘南で活動するプロも出演します 飛び入り参加も出来ます 雨天の場合は中止になります
１（土)16:00～山形雄子vo)佐津間純G)小林航太朗B) チャージ ￥2000 茅ヶ崎ハイハット 0467-87-0900
２（日)16:00～ 2010湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎ライブ 出演：東京銘曲堂（茅ヶ崎市勤労市民会館 A研修室）

日本の人気no.1ジャズユニット東京銘曲堂が茅ヶ崎に来茅！湘南出身の人気トランペッター松島啓之とのコラヴォレーシ
ョンはまさに歴史的ライブ 出演：岡安芳明(G）上村信(B）川嶋哲郎(TS）ゲスト：松島啓之(TP)
前売￥3,000、当日￥3,500 お問い合わせ0467-88-1811

８（土）1８時30分～ リッチサウンドジャズコンサート ラテン＆ジャズ 平塚市民センター大ホール 2000円
藤井寛vib、向里直樹gt、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔drs、ほんごさとこvo、石井隆perc 申込はろくよう社0463-93-1505

ジョージ・シアリングのスタイルでラテンやスタンダードの名曲を演奏します。こんなゴージャスなサウンドは滅多に聞くこと
が出来ません。この機会にぜひどうぞ。ゲストヴォーカルは昨年のチャペルコンサートに続きほんごさとこvoさんです。

９（日）13時～16時 湘南ひらつかジャズフェスティバル 平塚市民センター大ホール アマチュアステージ 無料
湘南で活動するアマチュアを中心としたコンサートです。主な出演は、吹奏楽で平塚ウィンドオーケストラ、この日のため
に編成されたビッグバンド1団体（ヴォーカルも入ります）、横内ジュニアジャズ（中学生と高校生のジャズユニット）そのほ
か、小編成ジャズグループやアマチュアヴォーカルの皆さん、さらにジャズダンスの可愛いこどもたちも出演します。

１６（日)10時～16時 辻堂海浜公園 小林新作さんプロデュースのライブ 出演：リメンバーズ、オールスターズほか 無料
２３（日）13時～17時 藤沢ＢＥＣＫにて 澤田一範asウィズストリングス 4000円 0466-34-9902 最高のセッションです
２３（日）19時～ ＪＡＺＺイン小田原 スズキアリーナ小田原中央にて シロクマ楽団 2500円 0463-93-1505ろくよう社
３０（日）16時～ハスキーズギャラリ 塩川ゆう子vo・高橋康廣ts・二村希一pf・細川正道bs 予約3000円 0467-88-1811

平塚地区担当：木崎、茅ヶ崎地区担当：加藤、藤沢地区担当：小林です 詳細は次号でお知らせいたします



ＪＷＳ 3月～しろくま楽団のオススメ情報 ぜひ来てね！
歌声喫茶 舞浜ユーラシア 3月7日、3月21日 以後月例で第一第三日曜日2時から 歌声リーダー 山形雄子
ホワイトデーライブ 駒ヶ根高原リゾートリンクス 3月12.13日 20時から 宿泊も出来ます 早太郎温泉いいですよ

12日は木崎、三浦、ユキエvo 13日は木崎、三浦、高橋康廣tsｵｶﾘﾅ 会費は500円ぽっきり

JAZZイン小田原 ３月１４日（日） しろくまトリオ＋向里直樹gt・高橋康廣ts 19時～ 小田原 スズキアリーナ小田原中央
スズキアリーナ小田原中央 ショールームでのコンサートです 0465-30-1555 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔drs
会場は西湘バイパス小田原出口をまっすぐ川沿いに２００ｍ上ったところで、駐車場もあって便利な場所です。
グランドピアノがあって内装もゴージャスでとても良い雰囲気です。ワインやコーヒーなどもフリードリンクです！
ゴキゲンにスウィングするギター奏者向里直樹gtさん楽しみです 高橋康廣tsさんも応援出演します すごく楽しそう

会費：２５００円飲み物付き 問いあわせ090-8175-5016ＪＷＳ または六耀社0463-93-1505まで

アルマオラシオン 美味しいものを食べてJAZZを楽しむ会 3月22日 17時～平塚市真土ボアコンブにて 5000円食事付
出演：木﨑二朗pf、宮崎正秀bs、長谷川明彦drs 芸術アカデミーボアコロンブの楽しい企画です
会費にはコンサートと、心づくしの美味しい料理が用意されます 申込問いあわせ0463-55-6224ボアコロンブ

諏訪フォルティッシモ 3月26日金曜日、4月27日火曜日 5000円 素敵なママと娘さんの店 グランドピアノあり
上諏訪周辺では初めての定期ライブです 3月は木﨑、三浦、高橋康廣tsです 料理付き飲み放題です！

飯田市キャンヴァス 3月27日土曜日18:30スタート！ お洒落なライブハウスです シロクマ楽団初登場です ぜひ！
飯田市出身の滝沢雅子さんと清水風歌さんのヴォイスオブアクアとの交流セッションです 楽しみ

平塚ウィンドオーケストラ 平塚市立山城中学校コンサート 3月28日 中学生吹奏楽と交流 ＪＷＳのメンバーも参加
シャンソンコンサート 4月4日 ハスキーズギャラリ 水野まきvo 木崎二朗pf 前売り3000円 当日3500円

たまにはシャンソンもいいですね ハスキーズギャラリでは常連の水野さんとのジョイントです この後旅だ

再び巡礼布教の旅へ!!

4月６日（火）～シロクマ楽団 九州（鹿児島・志布志）中国（津和野・吉賀町・広島）布教と巡礼の旅 木崎pf・三浦bs・長谷川drs
6日（火）7日（水）鹿児島天文館ジャズクラブ「ベースライン」20時～ 東千石町８－２９ 南国タクシービル３F 099-210-7320
8日（木）志布志大慈寺「花祭りジャズライブ」19時～ゲストは地元出身のほんごさとこvo 2000円軽食付き 申込099-472-1179
9日（金）広島市内で演奏（非公開）
10日（土）島根県津和野財間酒場「貴方と夜と音楽と」19時～ゲストはほんごさとこvo 2500円ドリンク付き 申込090-8175-5016木崎
11日（日）島根県吉賀町六日市平成館「夜桜ジャズコンサート」4000円（ペア7000円）食事付き 申込0856-77-0609渡部
12日（月）広島市アステールプラザにてライブ 13時～ 問合せ 星槎広島学習センター中村洋子 082-503-1430
13日（火）宮島国民宿舎「みやじま杜の宿」にてライブ 13:30～ 19:00～ 広島県廿日市市宮島町大元公園内 0829-44-0430
14.15京都あたりを検討中

今回は新緑の旅です。ちょっと移動がきついのですが巡礼だからしかたがありません。途中で温泉に入ったり美味しいものを
食べて頑張ります。また京都あたりでも心が癒されるといいなと思います。布教の旅は苦難が多いので・・・！

ＪＷＳひらつかサロンコンサートVOL.３ ４月１７日土曜日18:30～
「米田まり 世界の名曲を歌う」 木﨑二朗pf、宮崎正秀bs 2000円

コンサートプログラムの一例です ・アルディラ（イタリア）・ベサメムーチョ（メキシコ）・おおシャンゼリゼ
（フランス）・Ｙｏｕ Ｒａｉｓｅ Ｍｅ Ｕｐ（アイルランド）・慕情（アメリカ）・花（日本）・百万本のバラ（ロシア）・別れ
の朝（オーストリア）・黒いオルフェ（ブラジル）・Ｃｈｅ Ｔａｎｇo Ｃｈｅ（アルゼンチン）・蘇州夜曲（日本）・アメイ
ジンググレイス（アメリカ）
米田まり（よねだまり） 東京都出身。東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。大学在学中にイブモンタンの

歌に触発されシャンソンやポップスを歌い始める。1998年パリのプチ・ジュルナル・モンパルナスでライブを
行い高い評価を得る。2001年、第17回日本ジャズヴォーカル賞新人賞受賞。2006年、サントリー大ホール
にてジョイントコンサート。ジャズとシャンソンのクロスジャンルな世界を構築する他、音楽のピアノでの弾き
語にも独自性を追求している。

申込と問合せ：六耀社0463-93-1505 またはＪＷＳ 090-8175-5016

5月１５日（土）～１６日（日）蓼科高原の新緑とジャズライブのバスツアー 申込みは090-8175-5016木崎まで 会費20000円
宿泊は蓼科ペンションピラタス ライブ会場はピラタスの丘レストハウス木馬（宿泊所隣接） 木﨑pf、三浦bs、長谷川drs
主な日程は15日8時平塚9時本厚木出発 相模湖ＩＣ中央道経由 諏訪南ＩＣ ビーナスライン経由蓼科周辺を散策し

てピラタスへ。夕食後、演奏会場へ。会場ではシロクマ楽団のライブとソムリエの案内による地酒などの試飲会なども
あります。演奏後はペンションに戻って演奏者と打ち上げ・歓談をします。

16日は晴れていればピラタスロープウェーで横岳山頂2147ｍに登り散策します。蓼科高原の新緑を満喫しながら帰路
につきます。途中白州の自然豊かな森の中にあるサントリー白州蒸留所によります。

会費は20000円で、交通費・宿泊費・ライブ参加費・打ち上げ参加費を含みます。申込は090-8175-5016木崎まで。
ジャズ・ワークショップ友の会に入会なさいませんか（コンサートご招待やＣＤプレゼントあり）

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

「シロクマ楽団 at Home」はしろくまの日記です。よかったらご覧下さい。携帯は右のＱＲコードから。
ＰＣの方は http://scn-net.easymyweb.jp/member/whitebear/ です。

また、この会報はインターネットのホームページでご覧になれます。カラーでとても見やすいです。


