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クロマチックハーモニカ奏者“津田佳世子”の世界
ＪＷＳのライブやコンサートでもおなじみの津田佳世子さんは、子供の頃から伯父である大矢博文氏のハーモニカ

トリオ（オジョイメイトリオ）のソロを担当するクロマチックハーモニカ奏者として、以下のようなすばらしい受賞歴があり
ます。1989ワールド・ハーモニカ・チャンピオンシップス（ドイツ）トリオ部門、1991Ｆ.Ｉ.Ｈ.ジャパン・ハーモニカ・コンテ
スト（東京）ソロ部門優勝。現在はクロマチックと複音ハーモニカのそれぞれの良さを生かしたソロコンサートを展開
中です。また初心者向けのハーモニカ講座などでも、きさくで明るい人柄がとても人気だそうです。そんな津田佳世
子さんの最近の活動の様子をおしらせします。クロマチックハーモニカはピアノの黒鍵に相当する音も出せるように
したメカニズムをもったハーモニカでジャズやクラシックなど幅広い分野でつかわれています。

平塚市主催のワークショップで 小田原のライブハウス“ルート１”にて 厚木市文化会館で八連符さんとジョイント

昨秋のＪＷＳラテンコンサートにて 静岡袋井市にてオカリナとコンサート

厚木市のギャラリー喫茶にて（どこに行っても佳世ちゃんのファンでいっぱいです）

３月１４日(木)津田佳世子ハーモニカライブ with 木﨑二朗pf 13:00～ 本厚木ぎゃらりー喫茶なよたけ
なよたけ 046-222-8887小田急本厚木駅東口下車５分 厚木市中町1-6-1セントラルハイツ２Ｆ（イオンの北側）

＊＊＊こちらのライブは満席になりました！ 次回よろしくお願いします＊＊＊＊

５月５日（日）津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶ ライブカフェ「ミッシェル」 １９時～ 木﨑二朗pf・三浦哲男bs チャージ2000円飲食別
小田急小田原線東海大前下車1分タウンニュースビル２Ｆ 明るく素敵なカフェです 「ミッシェル」0463-77-0025
申込みは 0463-93-1505ろくよう社 ソフトドリンクは３００円、フードも１０００円以下のお手軽な料金です

会報や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よ
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最近よく演奏している曲

・チャップリンメドレー
・イパネマの娘
・屋根の上のバイオリン弾き
（演奏と物語り入り）

・チェリーピンクマンボ
・エルチョクロ
・スターダスト
・バルセンチーノ
・子犬のワルツ
・月の光
・Ｇ線上のアリア
・天城越え
・恋人よ
・夜霧よ今夜もありがとう
・花は咲く
・赤とんぼ
・浜辺の歌
・ゆうやけこやけ

そのほかジャンルを問わず
いろいろ演奏しています



第２１８回ＪＷＳアマチュアセッション ２月２４日(日)平塚音楽スペースパルにて
今回は三浦哲男(ﾍﾞｰｽ)さん、修行潔(ﾄﾞﾗﾑｽ)さんのサポートでみっちりセッションしました。

５月１９日平塚市で行われるジャズフェスティバルに出演予定の神奈川大学平塚キャンパスのジャズ研究会の皆
さんがグループで参加してくださいました。また今回サポートメンバーの修行潔さんもここのＯＢなのです。

右：神奈川大学のみなさん。若い世代が頑張ると会場の雰囲気が明るくなります。

次回は２１９回 ３月２４日(日)、木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ、小林新作ﾍﾞｰｽ、石井隆ﾄﾞﾗﾑｽ
ＪＷＳアマチュアセッションは、どなたでも参加できます。（歌、楽器、聞くだけも可） 伴奏等は木崎トリオが担当します。
参加費は演奏やパフォーマンスをされる方は1500円です。（学生は1000円） その他聞くだけなら1000円です。
参加される方は楽譜を３部用意して下さい。メロディーに和音記号（コードネーム）が書いてあるものです。よくわからない方は
ご相談下さい。飲み物やお菓子なども用意してあります。楽しく発表したり勉強ができます。お気軽にどうぞ。

連絡・問い合わせは ０９０－８１７５－５０１６ 木﨑まで



ワークショップ「世界の歌をたのしもう」全10回 2/26の発表会をもって終了

昨年の11月に開講したこのワークショップは寒い冬の時期夜間の開講にもかかわらず多くの参加者でホットで楽しい学習
ができました。世界の様々な国の歌を中心に曲にまつわるエピソードや地理歴史など幅広く学習しました。副講師に津田佳世
子さん、髙橋康廣さんにお願いして歌だけではなくハーモニカ・オカリナ・リコーダーなど身近な楽器などを取り入れて幅広い演
奏が楽しめました。講座で学習した曲は約50曲で非常に多くの曲を取り扱いました。26日の発表ではその中から22曲を選
んで皆さんで発表をしました。さらに当日はシロクマ楽団4名＋講師による演奏もあり贅沢な時間を過ごすことができました。

プログラム

・平塚市歌

1赤とんぼ
2おぼろ月夜 3オールドブラックジョー 4帰れソレントへ
5歓喜の歌 6カチューシャ 7故郷の人々 8サンタルチア
9ステンカラージン 10聖者の行進 11草原情歌 12小さ
な木の実 13ともしび 14夏の思い出 15花（滝廉太郎）
16故郷 17冬の星座 18ブンガワンソロ 19ベサメムーチョ
20ペチカ 21ラメール 22ロンドンデリーの歌
・講師の演奏 木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ、髙橋康廣ｻｯｸｽ･ｵｶﾘﾅ、
津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶ、三浦哲男ﾍﾞｰｽ、長谷川明彦ﾄﾞﾗﾑｽ

・「花は咲く」斉唱

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 木崎二朗まで



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 ３月１日現在
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

会報や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
しろくまのブログ 「シロクマ楽団 at Home」 はＪＷＳのHPからご覧になれます おもしろいよ！

３月＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

９(土)グランドビクトリア エグゼクティブライブ しのざき典子ｼｬﾝｿﾝ 限定40名 19時 4000円 フリードリンク
しのざき典子(ｼｬﾝｿﾝ)さんは、シャンソンを中心にカンツオーネなど幅広く活躍をしています。
会場のグランドビクトリア湘南は平塚ホテルサンライフガーデンの併設施設です。 0463-21-7111
ドリンクはアルコールからソフトまで自由にお楽しみいただけます。スナックもたくさん用意してあります。
問合せ・申込み0463-93-1505六耀社 090-8175-5016木﨑まで 平塚駅から会場までの送迎バスがあります

１１（月）南三陸町サンサン商店街でシロクマ楽団演奏 鹿児島からハッピーピアノ寄贈式で復興支援の演奏を行います。
１２（火)14:00 山形ゆう子vo)佐津間純g)若林美佐b)松本ちはやper)朝倉ノーウッド由里pf)￥3000 予約0467-88-1811ﾊｽｷｰｽﾞ
１４(木)津田佳世子ハーモニカライブ with 木﨑二朗pf 13:00～ 満席になりました（５月５日を宜しくお願いします）

１６(土)広島県 安芸の宮島「杜の宿」にて 15時と19時（予定） シロクマ楽団演奏 問い合わせ 0829-44-0430
１７（日）山口県 下松市 「華のうつわ」 にてシロクマ楽団ライブ 飛び入りＯＫ 19時開演 申込0833-46-2237 3500円1dr付
２３(土)平塚シャポー 魅せられしギター！向里直樹gt、木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ、三浦哲男bs 19～ 0463-21-1024シャポー

3000円１ｄｒつき 平塚紅谷ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ ｼﾞｭｴﾘｰツツミの向かいです ここのコーヒーはとってもおいしいです
２４（日)ＪＷＳ２１９回アマチュアセッション19時～演奏者1500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、聞くだけも可） 伴奏等は木崎トリオが担当します
参加費は演奏やパフォーマンスをされる方は1500円です。（学生は1000円） その他聞くだけなら1000円です。
飲み物やお菓子なども用意してあります。楽しく発表したり勉強できます。 問い合わせ 090-8175-5016木﨑

２８（木）しろくま楽団 ライブカフェ「ミッシェル」初登場 １９時～木﨑・三浦・長谷川 チャージ2000円 飲食別
「ミッシェル」0463-77-0025 小田急線東海大前下車1分タウンニュースビル２Ｆ できたばかりの明るく素敵なカフェです
ソフトドリンクは３００円、フードも１０００円以下のお手軽な料金です 申込みは 0463-93-1505ろくよう社へ

４月＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

６（土)18:30開演 森田日記シャンソンライブ 木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ ￥4000 予約0467-88-1811ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ
4月の巡礼は鹿児島から始まって四国・中国地方をまわる予定です。調整中を含めて日程はその都度ＨＰにアップします。
８（月）福山六方学園 ９（火）鹿児島市天文館吉次郎 １０(水)天文館ソワレドパリ １２(金)志布志市 大慈寺 花祭りジ
ャズライブ 14（日）高知県 昼：奈半利町民会館で震災復興支援チャリティーコンサート 夜：安芸市の四季楽庵
17（水）吉良川の角屋でライブ １９（金）安田町隧道ｃａｆｅ ２１（日）島根県吉賀町六日市ライブ（六日市保育所ホールに
て） ２２（月）午前中六日市保育所こどもライブ 午後：津和野シルバーリーフ 夜：津和野町櫨蔵ﾗｲﾌ ２３（火）津和野
希翔会 ２４（水）帰着 その他逐次ＨＰにアップしていきます

２８（日）小田原ﾙｰﾄ1ジャズライブ 西田けんたろうｳﾞｧｲｵﾘﾝ、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔dr 19時～2500円
会費２５００円 フリードリンク（ソフトのみ） アルコール類は別途有料になりました
小田原の本格的なライブハウス風の会場です 小田原市浜町2-7-15 国道１号線浜町歩道橋北
問いあわせ・申し込みは六耀社0463-93-1505または090-8175-5016ＪＷＳまで

２９（月)ＪＷＳ２２０回アマチュアセッション19時～演奏者1500円 平塚紅谷町音楽スペースパル 0463-27-2127

３０（火）彩木香里vo ジャズヴォーカルで愉しむ新緑の宵 シロクマ３（木﨑、三浦、長谷川） 伊勢原レストランアゼリア
１８時開場19時開演 軽食付き3500円 申し込み：0463-93-9818アゼリア 0463-93-1505ろくよう社

５月＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
３（金)18:30開演 森田日記シャンソンライブ 木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ ￥4000 予約0467-88-1811ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ

５（日）津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶ ライブカフェ「ミッシェル」 １９時～木﨑二朗pf・三浦哲男bs チャージ2000円 飲食別
「ミッシェル」0463-77-0025 小田急線東海大前下車1分タウンニュースビル２Ｆ できたばかりの明るく素敵なカフェです
ソフトドリンクは３００円、フードも１０００円以下のお手軽な料金です 申込みは 0463-93-1505ろくよう社へ

１１(土)平塚クラブアイ 木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ、三浦哲男ﾍﾞｰｽ、長谷川明彦ﾄﾞﾗﾑｽ 詳細未定

１２(日)シロクマ楽団 with 塩川ゆう子 平塚グランドヴィクトリア チャペルコンサート 19:00 前売り 2500円
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、髙橋康廣tsx バラの庭のある素敵な会場ですJR平塚駅より送迎バスあり
チケット申込みはＪＷＳライブ会場または電話で０４６３－９３－１５０５六耀社まで 当日は３０００円です

１９(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 市民参加型のフェスティバル 無料
神奈川大学ジャズ研究会、ＳＪＦＢＣビッグコンボ、平塚ウィンドオーケストラ＋N.K.ダンスラボラトリー、他

しろくまの個人レッスン（ピアノや歌の伴奏など）も随時やっています 090-8175-5016木﨑

シロクマ楽団の出演依頼について：ミニライブ・ホームパーティ・法事・結婚式などにいかがですか。 会場どんな
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ます。ご希望
の方はとりあえずご相談ください。どのようなご相談にも応じます。

ＪＷＳ・しろくま楽団連絡先 木﨑二朗 090-8175-5016


