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謹賀新年 今年もよろしく御願いいたします 卯
昨年も相変わらずの不景気の中ＪＷＳの活動にご協力下さり心より感謝申し上げます。ＪＷＳの基本理念である

「生の音楽を身近に手軽に！」はシロクマ楽団の訪問演奏やさまざまなコンサート活動を通して着実なものになっている
ことを実感しています。特に鹿児島や四国・中国地方など遠い地域の皆さんとや介護施設や授産施設、病院など
に入院されている皆さんに私たちのお気楽スタイルの演奏に接していただけたことは私たちにとってとても素晴らしい体験
となりました。
今年もこどもたちやアマチュアの皆様方にジャズや生演奏の楽しさ・すばらしさを知ってもらうためのワークショップや体

験型のコンサートをさらに充実していきたいと思っています。そのような活動の核を成すＪＷＳ月例会は昨１２月で16年1
92回を数えるまでになりました。ジャズばかりでなくさまざまな音楽を一緒に演奏したいという方たちとの交流は他にはない
温かさがあると思います。私たちの月例会はプロのような演奏ができるようになることが目的ではなく人の演奏に耳を傾けな
がらささやかなしかし確実な演奏力をつけていくことを目的とする会です。このような活動を通して地域の皆さんとの音楽を
通した交流を今年も推進していきます。私事ですが秋と冬にのべ6日間の研修を受け「生きがい支援アドバイザー」
「生きがい支援コーディネーター」として認定を受けました。今後の活動にこれらを活かしていくつもりです。
恒例の湘南ジャズフェスティバルも5月開催が決定しています。今年も平塚（15日）・茅ヶ崎・藤沢の各所で故

宇山恭平氏の遺志を守りながら市民参加型あるいはジャズ音楽の啓蒙を柱とするコンサートを開催していきます。
ＪＷＳでは上記のような活動と並行してさまざまな形態や場所でのコンサート活動を行っていきます。演奏会場はホー

ルやスタジオはいうまでもありませんが、お寺や学校、レストランや床屋さんなどどんな場所でも演奏に伺います。内容とし
てはピアノソロのミニコンサートからオーケストラまで、映画音楽やスタンダードなど、フラメンコやタンゴなどの舞踊もの、フォ
ルクローレや中国音楽・ラテン音楽のような民族音楽ものなど皆様のさまざまなご要望に応えていきたいと思います。どう
ぞ気楽にお声かけ下さい。ご希望の内容を最小限の経費で実現いたします。
まだまだやりたいことがいっぱいあって困ってしまいますがとにかく意欲的に活動を推進していきますので今年も今まで同

様よろしくお願いいたします。今年は兎年…飛躍の年かな！ ＪＷＳ代表・シロクマ楽団団長 木﨑二朗

2011年 ＪＷＳが主催または関わって運営されるホールコンサート等の活動予定
4月初旬～中旬 四国・中国・九州方面シロクマ楽団ツアー ご要望があればどこへでも伺います
5月15日（日）湘南ひらつかジャズフェスティバル ＳＪＦ湘南ジャズフェスティバル協賛事業
5月29日（日）トミ藤山 元気の出るコンサート 伊那市生涯学習センターホール
7月30日～8月16日ころ ジャズin信州 北白樺高原レストラン森の音楽家にて連日ライブや野外コンサート実施
9月4日（日）信州ハーモニカフェスティバル 上田市丸子信州国際音楽村 こだまホール
10月10日（日）湘南ひらつか囲碁祭り 企画運営に協力 例年デキシーランドジャズと吹奏楽の演奏を提供
11月12日（土）第17回ＪＷＳ国際音楽の日記念コンサート 平塚市中央公民館大ホール
11月中旬～下旬 四国・中国・九州方面シロクマ楽団ツアー ご要望があればどこへでも伺います

湘南地域での主な活動 地域に根ざした演奏活動です どんな所でもよろこんで演奏します
・平塚市民センターサロンドゥミューズの音楽会を新設しました。昨年は中村紫若シャンソン・隋虹中国古箏・シロクマ楽団
・しろくま楽団、木﨑トリオを中心としたライブは各所で随時行われます。
平塚ＫＯＮＡ・シャポー・タータン、小田原ルート１ライブ、鎌倉ペーターなど。月例ないし隔月で実施しています。

・アマチュア音楽家の集うＪＷＳセッションは月例で平塚市音楽スペースパルで行われます。16年192回が過ぎました。

信州でもライブやコンサート活動を推進していきます
・蓼科レストラン森の音楽家での夏のライブは2週間続きます。このほか、伊那そば処さくら、上田鹿教湯温泉鹿乃屋、木曽
レストハウス木曽路、蓼科横谷温泉旅館、女神湖グランシャルモ、駒ヶ根高原リゾートリンクス、万座温泉日進館等を会場
としたライブが随時行われます。お店等でのライブはご依頼いただければ伺います。
・茅野市民ときめきコンサートや伊那市いなっせでのコンサートも継続して行われます。

信州その他ライブツアーも適宜開催します 参加人数にこだわらない平日開催も実施します
・今年も雪の温泉やアンズ狩り、初夏の信州、紅葉、紅玉やフジのリンゴ狩り（昨年は2回行きました） 楽しい旅です！
蓼科のピラタスには５月10月の二回すばらしい季節にツアーしました。大鹿村の歌舞伎もよかったです。

出前ライブを行います 依頼があれば北海道から沖縄まで何処へでも行きます
・ピアノソロから4．5人程度の編成で皆さんの要望に添ったライブをお届けします。気楽にお声かけ下さい。
木﨑のおもしろトークと演奏です。幅広いジャンルの音楽が楽しめます。演奏会場はどんな場所でもＯＫです。

音楽講座や吹奏楽などのバンド指導も行います アルバイト32年で培った力を発揮します
・音楽の効用や演奏法など豊かな経験から皆さんの期待する内容の講座やレクチャーをいたします。
・小学生のスクールバンドから社会人バンドまで皆さんの要望にあったご指導をいたします。

これらについてのご相談・連絡先は六耀社0463-93-1505、 ＪＷＳ 090-8175-5016まで
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平塚ウィンドオーケストラ第25回クリスマスコンサート 12月4日 平塚市民センター

このバンドを指揮
してもう27年くら
いになります。私
の還暦を祝ってバ
ースデイソングサ
プライズがあり感
激しました。ケー
キもいただいてゴ
キゲンでした。
VOの沢田千果さん

は「不思議の国のアリス」のナレーションで
活躍しました。

松井弘子（シャンソン）門下生発表会 秦野市南が丘画廊ＺＥＮにて 12月11日

松井弘子さんは小田原市城山に
永くお住まいでしたが数年前に
八ヶ岳の麓に引っ越しされて豊
かな自然に恵まれた環境でのび
のびと歌っておられます。現在
小田原でも教室を継続しており
この日は小田原教室の生徒さん
たちの発表会でした。中には石
廊崎から二時間半もかけて通っ
ている生徒さんもいました。

鎌倉稲村ヶ崎 レストランペーターのライブ 12月11日
今回は大勢のシンガ
ーが遊びに来ました。
ほぼレギュラーの伯
耆さんはいとこ会の
仲間をつれてたいそ
うゴキゲンでした。
それにしてもテッち
ゃんの帽子赤と黒の
ストライプがやけに
還暦風で・・。帽子
の好きな三浦さんで
した。

湘南スウィングジャズオーケストラ第27回チャリティーコンサート 12月12日茅ヶ崎市民文化会館

演奏者の中には
カウトベイシー
のクリニックの
時にお世話にな
った石川さん三
浦さん阿竹さん、
クラの飯田さん
もいる。総勢２
０人のビッグバ
ンド。第一部は
ジャズ曲中心、
しかし親しみや
すい曲ばかり。
ヴォーカルの西

信子さんもがんばっていた。第二部は映画音楽特集でムーンライトセレナーデから始まってシングシングシングでしめ
くくり。楽しいコンサートだったし会場もほぼ満席。プログラムはＡ４一枚だけの簡素なものだがいい感じだった。

お一人様クリスマスライブツアー 駒ヶ根高原リゾートリンクスにて 12月15.16日

都内からのバスツアーなの
だが一人で参加できるお一
人様ツアー。もちろん相部
屋ではない。この時期はホ
テルも閑散期でこういう企
画で集客につとめているら
しい。ボーカルのユキエさ
んはボーカルコンテスト二
位で弾みをつけてがんばっ
ているようだ。この日ロー
プウェイ山頂駅は－17°！



平塚市郊外 ダイニングバー「タータン」にて 12月17日
タータンは冨士屋ホテルのバー「ビクト
リア」でお世話になった松本さんがはじ
められた小粋なお店です。16人でいっぱ
いになってしまうこの店に18人ほど詰め
かけて下さりてっちゃんと二人で楽しく
演奏させていただきました。平塚駅から
車で２０分くらいかかる場所なのでスタ
ートは遅めの20時30分でした。終わりは
23時頃でしたが皆さん最後まで盛り上が
って下さいました。お客様が雰囲気を作
って下さるお店って演奏しやすいですね。
次回は1月28日ゲストは沢田千果voです。

西伊豆 淡島ホテルのクリスマスコンサート ゲスト：キャロル山﨑 12月21日

沼津から２０分
くらいのところ
に淡島がありま
す。島ですので
船で渡って演奏
しました。高級
リゾートホテル
で100人規模の
ホールがありそ
こで演奏しまし
た。久しぶりの
キャロルさん、
とてもステキで
した。

平塚 ホテルサンライフガーデン 高橋セツ子チャペルコンサート 12月22日
平塚 KONAクリスマスライブ 12月24日 ついに山田さんハーモニカで登場！

高橋セツ子さんは平塚市内で総合芸術学園を経営しているソプラノ歌手だ。今回は気楽にクリスマスを・・・といっ
ていたのにモーツアルトやら何やらクラシックがあってマリンバとの共演や子供たちやママたちのコーラス伴奏と休む
間もなかった。クラシックものはやはり緊張してしまう。教会でのコンサートは雰囲気が引き締まっていい感じだった。
ＫＯＮＡのライブはいつものように終始賑やかで楽しかった。アマチュアの会の常連である山田さんもついにここ

へ！ 曲は「一杯のコーヒーから」皆さんの拍手喝采でとても気分がよかったようです。人前で演奏するって楽しいね。

シロクマ楽団忘年反省ライブ 平塚市民センターにて ゲスト：沢田千果vo

第一部はシロクマ楽団
とハーモニカの広瀬哲
哉さんのステージ。第
二部はアマチュアの皆
さんに参加していただ
きました。ドラムの石
鍋勝夫さん、ボーカル
の煌久瑠璃さん、渡辺
良枝さん、伯耆洋二さ
ん、森秀樹さん、ハー
モニカの山田文則さん。
第三部は沢田千果voさ
んの歌で楽しんでいた
だきました。

お知らせ：1月9日（日）平塚市民センターホールで「清水大輔作品発表会」があります。
清水さんは30歳のヤングですが作曲家として国際的に活躍しています。私の自慢の作品の一人です。お時間がありましたらご来
場下さい。入場料は1500円です。すばらしい吹奏楽団が彼の作品を演奏します。どの曲も力作です。入場料は1500円です。当日
も1500円です。忘れましたが私も50人からなる楽団でピアノパートで演奏に加わります。ただいま必死に練習しています。



第192回ＪＷＳアマチュアセッション 2010年12月19日(日)平塚音楽スペースパルにて

次回は1月23日(日)19時から 平塚紅谷パールロード

ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 2011
ＪＷＳジャズワークショップ湘南 http://www.jws-net.com jws@music.email.ne.jp ０９０－８１７５－５０１６

注意：変更や追加がありますので最新スケジュールはｈｐの最新情報をご覧ください

１２月 特記なしは２０時スタート

３１（金）長野県北白樺高原 「レストラン森の音楽家」 にて 19時～ しろくま楽団 0268-60-0135森の音楽家
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣tsx 美味しい食事で生演奏をお楽しみください

３１（金）寒天蔵二年参りカウントダウンライブ 茅野市宮川おかめ神社 しろくま楽団 23:00～ 090-8175-5016
宮川商店街丸井味噌の向かいの寒天倉です 前にはおかめ神社があります 二年越しのお参りとライブが楽しめます

１月 特記なしは２０時スタート

１（土）長野県北白樺高原 「レストラン森の音楽家」 にて 19時～ しろくま楽団 0268-60-0135森の音楽家
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣tsx 美味しい食事で生演奏をお楽しみください

９（日)15:00～：大田剣（as）ハクエイ・キム（p)大槻カルタ英宣（ds）川村竜（b） 予約3000円0467-88-1811茅ヶ崎ﾊｽｷｰｽﾞ

９（日）清水大輔個展演奏会 平塚市民センター 16時開演 1500円 総勢５０名強のバンドが清水大輔の世界を表現します。
清水さんはいまや吹奏楽界の寵児であってすばらしい才能です。木崎もピアノで参加します。 問い03-5303-0443

１６（日）中村健吾bs、菊池太光pf、海野俊輔drs 19時～ 3000円 平塚レストランサンタナ宮ノ前8-30 0463-21-6915

１８（火）平塚シャポー 木﨑・三浦・長谷川明彦drs 19:30～ 申し込み0463-21-1024シャポー 3000円ドリンクつき
２２（土）米田マリ 新春シャンソンショー 5500円食事代込み 平塚レストランサンタナ宮ノ前8-30 0463-21-6915

２３（日）ＪＷＳ１９３回アマチュアセッション19時～1000円 平塚紅谷町音楽スペースパル 0463-27-2127
楽しいアマチュアの会です どなたでも参加できます（歌、楽器、聞くだけ） 伴奏等は木崎トリオが担当します

２８（金）平塚 タータン 木崎・三浦・沢田千果vo ３０００円ドリンク付き 0463-74-4887 平塚市根坂間219-4
箱根宮ノ下富士屋ホテルヴィクトリアでお世話になった松本秀敏さんのお店です こぢんまりと素敵なお店です

２９（土）平塚KONA シロクマ楽団ライブ 19時～0463-21-6126 平塚駅北口５分 投げ銭
木﨑二朗ｐｆ、三浦哲男bs、長谷川明彦drs コナのライブはいつも楽しいですよ 女性客の多い場所です

３０（日）小田原ルート１ 高橋康廣サックス・木﨑・三浦・坂田 19時～小田原市浜町2-7-15 国道１号線浜町郵便局東
会費：２５００円飲み物付き 問いあわせ・申し込みは六耀社0463-93-1505または090-8175-5016ＪＷＳまで

２月 特記なしは２０時スタート

１１（金・祝）稲村ヶ崎ペーター シロクマ楽団＋山﨑さと子ｳﾞｫｰｶﾙのバレンタイン 19時～ ３５００円 1dish or 2drinks
木﨑二朗pf、小田部宏bs、長谷川明彦drs 申込ペーター0467-25-1659 ペーターはベーカリーレストランです

13（日) バレンタインデー前日ジャズ 吉本ひとみ （Vo）砂田知宏（p） 増根哲也（p） 予約3000 ハスキーズギャラリ
２０（日）ＪＷＳ１９４回アマチュアセッション19時～1000円 平塚紅谷町音楽スペースパル 0463-27-2127
２６（土）平塚KONA シロクマ楽団ライブ 19時～0463-21-6126 平塚駅北口５分 投げ銭

木﨑二朗ｐｆ、三浦哲男bs、長谷川明彦drs コナのライブはいつも楽しいですよ 女性客の多い場所です

27（日) ～山崎さと子と歌う「赤とんぼ」山田耕筰を想う～ 茅ヶ崎ハスキーズギャラリ 14時～16時 予約￥2,000
出演：山崎さと子（Vo）木崎二朗（p） 予約 0467-88-1811 ハスキーズギャラリ

注意：変更や追加がありますので最新スケジュールはｈｐの最新情報をご覧ください

最新スケジュールはＪＷＳホームページで http://www.jws-net.com カラーで見やすいです。


