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東日本大震災で被災された皆様にお見舞い申しあげます
こんな狭い国でありながら救援活動が思うように進まない状況に心を痛めています。私たちが被災された方たちにで

きることといえば、支援に必要な経済活動まで沈んでしまわないように演奏活動を通して周りから少しでも明るい雰囲
気を作っていくことです。直接的な活動はなかなかできないので間接的に少しでも役に立ちたいと思っています。
夜間の活動が制限される中で５月の湘南ジャズフェスティバルはなんとか開催ができそうです。大勢の市民の皆様の

参加により暖かく力強い演奏で被災地への思いを表現していきたいと思っています。
また、シロクマ楽団の西日本ツアーが4月に行われますが被災地復興を支援する活動を展開してこようと思っています。

いずれはシロクマ楽団で被災地を尋ねて人々の癒しになるような演奏活動を推進していくつもりです。間接的な活動に
なりますが、私たちの演奏を聞いて頂くことによって得られる利益はそういう活動の原資としていくつもりです。どう
ぞ、私たちの活動に皆様方のご理解が頂けることを心から願っています。被災地の関係やお知り合いの方から演奏の依
頼があれば都合のつく限り出向きますので宜しくお願いいたします。（木崎までご連絡ください）

第5回湘南ひらつかジャズフェスティバル ５月１５日（日）13時～16時 無料 平塚市民センターにて
カウントベイシークリニックコンボバンド、平塚ウィンドオーケストラ、横内ジュニアジャズ、

ＮＫダンスラボラトリー、ボーカルなど市民参加型の楽しいフェスティバルです

シロクマ楽団中国・四国・九州巡礼布教の旅4月
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣tsx 4/2訂正版

第１回目（4月4日～10日）
4月曜 平塚から10時間かけて岡山県倉敷へ
5火曜 てっぱんの町尾道を経て広島県廿日市市内で演奏
6水曜 船で宮島に渡って杜の宿着 ロビーコンサート15:30～ 19:00～
7木曜 夕方高知奈半利町着 森家にて歓迎会 森家泊
8金曜 奈半利幼稚園、北川村デイサービス、ヘルシーケアなはり 森家泊
9土曜 モネの庭、愛光園 チャリティー加領郷漁民研修センター 森家泊
10日曜 一気に湘南へ

第2回目（4月14日～26日）
14木曜 岡山県倉敷へ
15金曜 広島県福山あゆみ苑訪問 19時島根県 津和野町 櫨蔵ライブ
16土曜 シルバーリーフつわの訪問 山口県湯田温泉西の雅 常盤 演奏
17日曜 山口県湯本温泉ゆとりの宿 山村別館 演奏
18月曜 大分県別府 杉乃井ホテル 演奏
19火曜 別府 杉乃井ホテル 演奏
20水曜 鹿児島市 天文館吉次郎ライブ
21木曜 鹿児島大学ジャズ研訪問
22金曜 鹿児島市内でリハーサル
23土曜 鹿児島県志布志市へ 大慈寺コンサート
24日曜 鹿児島市へ 鹿児島サンロイヤルホテル演奏
25月曜 志布志へ移動 17:55志布志発フェリーで大阪行き
26火曜 7:40大阪南港かもめ埠頭着 あとはひたすら走る

今回は諸般の事情により二回に分けての巡礼になりました。シロクマ楽団レギュラー４名での西日本巡礼は初めてで
す。いつものように幼稚園や老人ホーム、障がい者の施設など多く回ってきます。子供や障がいの方たちは感受性が鋭
く熱演には反応してくれます。そういうふれあいが私たちを勇気づけてくれますし元気も出てきます。その勢いでその
うち大震災の東北にも行くことにしています。そのための巡礼活動とも言えます。いつものように愛車にドラムセット、
コントラバス、キーボード、ＰＡ等音響機器そして身の回りの物を満載しての移動です。お仕事で行くというときは楽
器などレンタルなどで済ませ空路楽をしていくのですが巡礼ですので車を利用しての難行苦行です。今回鹿児島からの
帰路は半分フェリーにお世話になることにしました。少しは楽をさせてもらいます。気をつけて行ってきます。

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
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195回アマチュアセッション 3月21日(月・祝)平塚紅谷パールロード音楽スペースパル

震災の影響で計画停電が始
まり心配しましたが無事に開
催できました。また電車など
も定刻通りではなくそんな時
でも鎌倉や小田原からも来て
くださり熱心な姿に頭が下が
りました。

ピアノに向かっている方は
私の中学校時代の同級生です。
還暦を過ぎると再び昔の人た
ちとの交流が増えてくるよう
で楽しみです。

次回は４月２９日(金・祝)13:30から（昼間です！） 平塚市民センター大会議室にて

2月28日（月）、3月1日 万座温泉シロクマ楽団ロビーコンサート 木﨑二朗pf・三浦哲男bs・高橋康廣tsx 特別参加：伯耆洋二vo
前回の森秀樹さんに続き鎌倉から伯耆洋二さんが特別参加をされました。万座はまだまだ雪の中！雪の壁に囲まれた

露天風呂はサイコーでした。今回も温泉三昧でした。総支配人市村さんのサックスもすてきでした。

３月9日（水）.10日 蓼科横谷温泉そして茅野市のさくらﾎｰﾑに行きました 木﨑二朗pf・三浦哲男bs・ユキエvo
２月に続いての横谷温泉。今回はてっちゃんと二人で演奏しました。二日目の昼間に茅野市の介護施設にお邪魔しま

した。ここの職員の方が劉鉄鋼さんの弟子で二胡が弾けるのでご一緒しました。なかなか上手に弾けました。

３月11日（金） 小諸温泉で大きな地震に遭遇！ 夜は上田市のレストラン柴﨑で演奏 東北では大変なことになっていました

蓼科での二日間が過ぎててっちゃんと小諸にある温泉に行きました。3月11日金曜日2時45分過ぎ、ゆらゆらと建物が
揺れ少しも収まらないので表に出てみると車が揺れていました。とても大きな地震だったのです。信州地区ではその後
揺れは収まりましたが１時間後にはすべての番組が地震の報道一色でした。この日は上田市のレストランでライブ。マ
スターはドラムを演奏される方でとっても上手でした。お客さんも大勢来られました。この日の深夜から未明に北信州
では大きな地震があり被害も出ました。警報が鳴りっぱなしで眠れない朝を迎えました。無事朝を迎え上越・富山経由
石川県加賀市に向かいました。茅野の友人から信州ではガソリンが無くなったとの電話を富山付近でもらいました。



３月13日（日） 加賀おやこ劇場・小松おやこ劇場共催 カスタムジャズコンサート 木崎・三浦・坂田稔dr・高橋康廣tsx
私とてっちゃんは車で前日に現地入りしていましたが、高橋康廣tsxさんと坂田稔drさんは当日入りでしたのとても心

配しましたが二人はなんとか会場までやってきました。東京からの報道はすべて地震一色でしたが金沢方面では揺れも
なかったせいか遠い処の話のようなのどかさでし
た。ガソリンや物がなくなるということもありま
せんでした。

コンサート会場は片山津温泉そばにある200人
ほどの小ホール。親子や家族で会場は満席！坂田
稔さんのど迫力のドラムソロ、高橋康廣さんのオ
カリナ、てっちゃんのコントラバスソロにみなさ
ん心を奪われていました。おかげさまで持ち込ん
だＣＤはすべて売れました。
次の日坂田さんと高橋さんは電車で早々に帰宅。
私とてっちゃんは11時頃現地を出発し名神高速米
原を経由して新宿に戻りました。愛知県まではガ
ソリン給油制限はありませんでしたが静岡からそ
のような看板が目立ち、東京では長蛇の列ができ
ていました。まだまだ災害の詳細は明らかになら
ず原発の問題が浮上してきた頃です。

３月19日（土） 信州上伊那辰野町 そば処さくら おかみさんの誕生記念ライブ 久々にお邪魔しました 木崎・三浦・長谷川・高橋
初めてさくらさんで演奏したのは2003

年です。この年の冬クリスマスライブの
あと泊まらせてもらいましたがあまりの
寒さにてっちゃんはコントラバスのケー
スにくるまって横になったなんてことが
ありました。そのときは高橋さんとトリ
オでした。懐かしい！もう9年のおつきあ
いになりました。震災の後でガソリンも
十分ではなく遠出は心配でしたが地方は
ガソリンも売っていて心配なく移動でき
ました。

３月20日（日） ジャズin小田原 ルート１にて ゲスト：向里直樹gt 木﨑二朗pf・三浦哲男bs・坂田稔dr
昨年の３月以来１年ぶりの

出演。向里直樹gtさんのソロ
から始まってベースとデュオ
も美しかったなあ。ハーモニ
カの広瀬哲哉さんや渡辺良枝
さんの歌も加わって賑やかな
ステージになりました。

停電の心配もありましたが
横浜からも応援団が駆けつけ
てホットな夜になりました。

3月22（火）平塚シャポー 木﨑二朗pf・三浦哲男bs・長谷川明彦drs 月例のシャポーのライブ、今回も早々と満席になり
ました。生音楽がた
まらなく懐かしいと
地元のおばちゃんた
ちが押しかけます。
私たちなんかは子供
のような扱いで・・
・。それにしても毎
回毎回ゲイシャワル
ツにテネシーワルツ、
本当に音楽が好きな
んだねえ！

ＹＪＪ（横内ジュニアジャズ）湘南ジャズフェスに向けて特訓 先生は木﨑・三浦・長谷川・高橋 豪華でしょ！



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

４月 特記なしは２０時スタート

シロクマ楽団中国四国方面ツアーその①5日～9日まで 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣tsx
６（水)広島 宮島 国民宿舎 杜の宿ロビーコンサート 15:30～ 19:00～ 無料！ 0829-44-0430杜の宿
７（木）～９（土）高知県 奈半利町 幼稚園・福祉施設・災害支援チャリティーコンサート など

１０（日）原田俊太郎３＋会田桃子ｓｔｒ４ 19:00～ 3000円 平塚レストランサンタナ宮ノ前8-30 0463-21-6915
１２（火）平塚メインロブスター 19時～ ３０００円 1drink 追加drは300円～500円 駅から歩いてすぐです！

木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs 申込0463-22-7373メインロブスター 食事は1000円から

１４（木）村上"ポンタ"秀一drs、山下洋輔pf、坂井紅輔bs20:00～ 5000円 平塚サンタナ宮ノ前8-30 0463-21-6915
シロクマ楽団中国四国方面ツアーその②15日～24日まで 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、高橋康廣tsx
１５（金）広島 福山市内 障がい者の施設訪問演奏 午前中
１５（金)島根県津和野町19時 櫨蔵（はぜくら）コンサート2000円 木﨑、三浦、長谷川、高橋 090-8175-5016木崎
１６（土）山口湯田温泉 常盤 女将劇場に出演
１７（日）山口湯本温泉 山村別館 ラウンジ演奏
１８（月）１９（火）別府温泉 杉乃井ホテル ラウンジ演奏

１７（日) 14:30～伊藤潮（b）田中裕士（p）miya（fl） 予約3,000 茅ヶ崎ハスキーズギャラリ0467-88-1811
２０（水）鹿児島市天文館 吉次郎ライブ 19時～東千石町8-29南国タクシービル2F 問い合わせ099-223-6272
２３（土）鹿児島志布志市 大慈寺コンサート 19:00開演 2500円軽食付き 問い合わせ０９９４－７２－１１７９大慈寺

２7（水）変更！平塚KONA シロクマ楽団ライブ 木﨑・宮崎・今関和彦 19時～0463-21-6126 平塚駅北口５分 投げ銭
２９(金)ＪＷＳ１９６回アマチュアセッション13:30～1500円（聞くだけは1000円）平塚市民センター大会議室
３０（土）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

シャポーはパールロードに面した喫茶店です。パルを出て右に進むと左側にあります。
５月 特記なしは２０時スタート

７（土）平塚駅ビルラスカ野外ジャズ 13時～16時 無料 問い合わせ：090-8175-5016木崎
８（日）小田原ルート１ 木﨑・三浦・坂田 ゲスト：村田浩トランペット 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
小田原の本格的なライブハウス風の会場です。ワインからコーヒーまでフリードリンクです。女性客が多いです。

１５（日）第5回湘南ひらつかジャズフェスティバル 13時～16時 無料 平塚市民センターにて
15（日) 15:00開演 塩川ゆう子（vo）二村希一（p）細川正道（b）中屋啓之（ds） 予約3000 0467-88-1811茅ヶ崎ﾊｽｷｰｽﾞ
22（日) 2011湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎コンサート 松島啓之クインテット 茅ヶ崎市勤労市民会館A研修室

15:30開演 松島啓之（tp）山田穣（as）今泉正明（p）楠井五月（b）広瀬潤次（ds） 前売3000予約は0467-88-1811
２８（土）平塚KONA シロクマ楽団ライブ 木﨑・三浦・長谷川 19時～0463-21-6126 平塚駅北口５分 投げ銭
２９（日）信州 元気の出るコンサート” トミ藤山” 伊那市いなっせ14時開演 全席指定2000円 問い合わせ0265-78-5801

女性カントリーシンガーの第一人者 演奏は石川眞起ｇｔ、木﨑二朗pf、宮崎正秀bs、中屋博之drs
中屋博之ドラムスクール開講中 ジャンルを問わず教授 090-1437-5702

昨年11月26日ついに還暦となりました。これを機会に今後の活動をより充実させようと「生きがい支援アド
バイザー」と「生きがい支援コーディネーター」のセミナーに参加し資格を取得しました。 これらの資格の内
容は、主に高年者の各種活動が円滑に進むよう指導助言したり、関係する諸団体との交流に必要なノウハウ
を提供します。 シニアを中心とする皆さんが生きがいをもってより充実した日々が送れるようさまざまな援助
をします。また、この度の災害にも支援の活動をしようと思っています。

しろくま楽団の出演依頼について：しろくま楽団の日常的行動範囲は関東・甲信越・近畿地方までです。ミニライブ・パーティ・創
業祭・スクールコンサート・法事・結婚式・発表会のゲストとして。会場はどんな場所でもＯＫ。楽器や最低限の音響機器は持参しま
す。楽団構成はピアノソロから自由にアレンジできます。ご希望の方はとりあえずご相談ください。

ＪＷＳ・しろくま楽団連絡先 〒254-0822 神奈川県平塚市菫平8-6 木﨑二朗 090-8175-5016

最新スケジュールはＪＷＳホームページで http://www.jws-net.com
ホームページでも会報がご覧になれます。カラーで見やすいです。

「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。


