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第19回ＪＷＳ「国際音楽の日」記念コンサート11月9日開催

歌と演奏で楽しむ 思い出の調べ
１１月９日(土)18:30開演 平塚市ホテルサンライフガーデン グランドビクトリア湘南のチャペルにて

木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ、宮崎正秀ﾍﾞｰｽ、髙橋康廣ｻｯｸｽ･ｵｶﾘﾅ、西田けんたろうｳﾞｧｲｵﾘﾝ
片倉広義ﾊｰﾓﾆｶ、片倉義人ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ゲスト：岩崎由紀子ｿﾌﾟﾗﾉ

チケットは2500円（当日は3000円） 申込みは、ろくよう社090-4526-4629まで

髙橋康廣ｻｯｸｽ･ｵｶﾘﾅ
宮崎正秀ﾍﾞｰｽ
片倉義人ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ
西田けんたろうｳﾞｧｲｵﾘﾝ

木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ ｹﾞｽﾄ：岩崎由紀子ｿﾌﾟﾗﾉ 片倉広義ﾊｰﾓﾆｶ

ＪＷＳ（ジャズワークショップ湘南）主催の「国際音楽の日記念コンサート」は1995年に第1回目を開催し、
以後毎年平塚市で開催してきました。日本で法律が施行されたのが1995年ですからある意味で草分け
的な活動を私たちはしてきたことになります。
私たちはポピュラー音楽を中心に様々なステージを企画してきましたが、今回はクラシック部門で国際

音楽の日コンサートを続けてこられた岩崎由紀子さんを迎えて世界のポピュラーミュージックに加えて日
本の歌なども楽しんでいただけるまさに国際音楽の日にふさわしい内容にいたしました。
ゲストの岩崎由紀子さんは平塚市出身で国立音楽大学声楽科教授を務め、平塚市の教育や文化に

力を尽くされている方です。
オカリナの髙橋康廣さん、ヴァイオリンの西田けんたろうさん、ハーモニカの片倉広義さんのすてきな演

奏を中心に岩崎由紀子さんにも歌で数曲参加していただくことになりました。岩崎さんには「ロンドンデリ
ーの歌」（ダニーボーイ）、「ブンガワンソロ」、「千の風になって」、「蘇州夜曲」、「桜貝の歌」などを歌って
いただくことになっています。そのほか片倉広義さんのハーモニカ独奏や髙橋さんのジャズやオカリナ独
奏、西田けんたろうさんの情熱的なジプシー風ジャズなど幅広いジャンルの音楽が楽しめます。
他のコンサートにはない楽しさや生演奏ならではの楽しみ方ができる私たちのコンサートに是非ご来場

いただきたくお願い申し上げます。どうぞ宜しくお願いいたします。 ＪＷＳ代表 木﨑二朗

国際音楽の日とは
音楽は、人類共通の宝もの。その楽しさをすべての人々が分かち合える、世界共通の言語といってもよいでしょう。そうした音

楽の意義を広く啓蒙・普及し、世界の人々の相互理解を深めようと、国際音楽評議会（IMC：ユネスコ傘下の非政府組織）により提
唱された記念日が「国際音楽の日」です。
このアイデアが提案されたのは、1975年にカナダで開催されたIMC世界音楽週間でのこと。当時のIMC会長で名バイオリニスト

のメニューインが、紛争の絶えない国際関係を憂いて、10月1日を「国際音楽の日」にしようと呼びかけました。その日には各自が
敵対する人々をも助け、理解し同情するように努めたり、憎しみを兄弟のような愛に変えるように努めたいとも述べ、あらゆる国や
地域の人々が様々な音楽的表現でその日を祝うよう訴えたのです。「国際音楽の日」は77年のIMC総会で正式決定され、翌年よ
り世界各地でイベントが開かれるようになりました。
日本でも、様々な団体により催しが行われてきましたが、94年成立の「音楽振興法（略称）」により、国の方針としても10月１日

を「国際音楽の日」とすることが定められ、1996年には静岡県浜松市で第１回「国際音楽の日フェスティバル」が開催されました。
以上：ヤマハ音楽日めくりより

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
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第22５回 ＪＷＳアマチュアセッション ９月２９日平塚音楽スペースパルにて

次回は１０月２７日（日）です 連絡・問い合わせは木﨑まで 090-8175-5016

今回も絵本の読み語り活動をされている久野洋子さんがヒ
ロシマをモチーフにした短いお話をいくつか読んで下さいまし
た。10月下旬にドイツのトロシンゲンで行われるハーモニカの
国際大会にクロマチックハーモニカのソロ部門に出場される
内山るみさんが参加されました。内山さんは国内の大会でソ
ロ2位、アンサンブル1位の成績をお持ちになる進境著しい方
だそうです。また神奈川大学平塚キャンパスのジャズ研究会
からサックスの女性3人と男性ベースが参加され若々しいジャ
ズを聞かせて下さいました。今回のサポートドラマーの修行潔
さんもＯＢです。ヤングに負けじとおじさんおばさんたちもみな

さんはりきって演奏しました。ボーカルの森秀樹さんは久々の復帰です。

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 木崎二朗まで



第10回信州国際音楽村ハーモニカフェスティバル ９月１日（日） 上田市

ＪＷＳが立ち
上げたイベント
が10年も続い
て信州の地に
根付きました。
厚木や湘南か
らもバス2台で
参加するほどす
ばらしい交流の
場となっていま
す。嬉しいです。

ジロー先生の歌声教室vol.2 at 平塚シャポー ９月４日（水） 平塚市
毎月最初の水曜日昼間の時間帯で歌声をやっています。
会場はシャポーなので20人くらいしか入れませんがその分ア
ットホームな雰囲気で楽しくやっています。歌も幅広いジャン
ルから時には深く掘り下げた作品なども歌っています。
9月は平塚市歌に加えて神奈川県歌「光りあらたに」を歌い
ました。ちょっときわどいところでは「海ゆかば」を歌いました。
敬虔なキリスト者だった作曲家の信時潔が教会の賛美歌を
意識した荘厳な曲ですが、残念なことに戦争のときに利用さ
れてしまって一般的に戦争賛歌のように思われています。こ
ういう曲を歌うのも趣深いものです。次回はゲイシャワル
ツ！ 10月2日、11月6日、12月5日が予定日です。

北山整形ロビーコンサート 3回目かな ９月２３日（月） 平塚市
平塚市郊外にある北
山整形でのシロクマ楽
団コンサート。毎回会
場はすてきなお客様で
いっぱいになります。フ
ルートの佐野さんはこ
ちらの職員で毎回参加
して下さっています。帰
りがけに巡礼のお供に
と湿布薬を頂戴しまし
た！ うーん！

まほらいな伊那市市民大学卒業式で 柳川優子さんと 9月27日（金）
まほらいな（美しいま

ち伊那）
市民大学の卒業式や
イベントに関わって久し
い。今回は複音ハーモ
ニカのスペシャリスト柳
川優子さんと、「ラクン
パルシータ」「ハンガリ
ー狂詩曲第2番」ほか
を演奏。頑張ったよ！

鈴木正晃trpライブ at シャポー 9月28日（土） 平塚市

いつもホットな
演奏のトランペット
奏者鈴木正晃さ
んがゲストです。ま
た、ドラムは25歳
の修行潔さんに参
加してもらいました。スタンダードに加えてニ
ニロッソの
曲なども楽
しんでいた
だきました。

シングシングシングではドラムの修行さんが頑張ってソロをとりました。なかなかよかったで
す。この日はシャポーの3代目と孫娘が誕生日と言うことで皆さんでバースデイを祝いまし
た。もちろんシャポーのオヤジもいい声を披露しました！

平塚市美術館のコンサートで片倉親子に会いました。相変わらず楽しいオヤジとハー
モニカの息子のコンビはサイコーでした。2曲ほどご一緒させていただきました。



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 10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
しろくまのブログは「シロクマ楽団 at Home」で検索してください おもしろいよ！

ＪＷＳシロクマ楽団のライブは面白い話とリクエストＯＫのとても楽しいひとときです ぜひご参加下さい
１０月 特記なしは２０時スタート

１（火)森田日記（シャンソン） 木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ ￥4000 予約0467-88-1811茅ヶ崎ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ 18:30開演
２(水)ジロー先生の”歌声カフェ at シャポー”ご案内とピアノ：木﨑二朗 14時～16時 会場：0463-21-1024 1500円

ご案内とピアノ：木﨑二朗 14時～16時 会場：0463-21-1024平塚紅谷町シャポー 会費：1500円（飲食は別会計）
５（土）しろくま楽団（木﨑pf・三浦bs・長谷川drs・髙橋康廣tsx）東海大学前駅ミッシェル 3000円 軽食１ｿﾌﾄｄｒ付き

６（日）～１９（土）鳥取大山、広島福山市、熊本五木村、鹿児島周辺、島根県津和野町、山口県周南市 ツアーします
6（日）鳥取県大山後藤邸桝水高原ホームコンサート、７（月）広島県福山市施設訪問、８（火）熊本県五木村五木中学校訪問、９
（水）ソワレドパリ鹿児島天文館、１０（木）宮崎県都城ドルシー、１１（金）鹿児島市カフェ茫洋、１２（土）なし、１３（日）霧島Ｃａｆｅｄ
ｅ蔵、１４（月）FMきりしま、15（火）阿蘇郡黒川温泉カフェ・シエル、１６（水）山口徳山テン、１７（木）島根県津和野櫨蔵ライブ、１８
（金）山口県周南3匹の猫コンサート 12は空きです、ご希望があればお声かけ下さい。
18（金)19:00 高澤綾（tp）西口明弘（ts）佐藤浩一（p）安田幸司（b）大村亘（ds） 3500円 0467-88-1811ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ

２０（日）小田原ﾙｰﾄ1ジャズライブ 映画音楽特集 トリオで 木﨑二朗pf・三浦哲男bs・坂田稔dr 19時～2500円
懐かしい映画音楽をしっとりと！ 申込み：ろくよう社090-4526-4629 木﨑090-8175-5016

23（水)17:30 佐津間純（g）若林美佐（b）David Skiner（p） 2500円 ご予約0467-88-1811茅ヶ崎ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ

２７（日)ＪＷＳ２２６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
伴奏は木﨑二朗pf、小林新作bs、石井隆drs 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）
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

２９（火）津田佳世子ｺﾝｻｰﾄ 津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶ、木﨑二朗pf、三浦哲男bs 伊勢原レストランアゼリア 要申込
１８時開場１９時開演 軽食付き3000円：当日3500円 申込：090-4526-4629ろくよう社 0463-93-9818アゼリア

１１月 特記なしは２０時スタート

２（土)森田日記（シャンソン） 木﨑二朗ﾋﾟｱﾉ ￥4000 予約0467-88-1811茅ヶ崎ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘｰ 18:30開演
３（日）平塚喫茶店シャポー開業50周年記念 11時～14時 店の前で野外演奏 ｼﾛｸﾏ楽団（木﨑、三浦、長谷川、髙橋）

荒天は中止！ 美味しいコーヒーを飲んで（350円）コーヒー券をゲットしよう（2日～4日実施）
４（月・休日）上田市じねんや糸川（日本のロケットの開祖糸川博士旧居）シロクマ楽団ライブ １９時２５００円ケーキセット付

上記ライブツアー参加希望の方は実費でご同行いただけます 木﨑までご相談下さい ロケットの糸川博士！
６(水)ジロー先生の”歌声カフェ at シャポー” ご案内とピアノ：木﨑二朗 14時～16時 会場：0463-21-1024 1500円
９（土）第１９回JWS国際音楽の日記念ｺﾝｻｰﾄ 「歌と演奏で楽しむ 思い出の調べ」 ゲスト：岩崎由紀子ｿﾌﾟﾗﾉ

平塚ﾎﾃﾙｻﾝﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝのﾁｬﾍﾟﾙにて １８時開場 １８時３０分開演 会費:２５００円（前売り）、３０００円（当日）
出演：岩崎由紀子sop、木﨑二朗pf、宮崎正秀bs、髙橋康廣ocari、西田けんたろうvln、片倉広義harm、片倉義人perc

ダニーボーイ、埴生の宿、五木の子守歌、ひまわり、リベルタンゴ、慕情、ベサメムーチョ、ブンガワンソロ ほか

１４（木）～２２（金）四国高知方面ツアーです ご希望があればお知らせ下さい 木﨑090-8175-5016
２３（土）伊那ジャズフェスティバル参加（シロクマ楽団） 長野県伊那市いなっせホールにて
２４（日)ＪＷＳ２２７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

２５（月）しろくま楽団（木﨑pf・三浦bs・長谷川drs・髙橋康廣tsx）東海大学前駅ミッシェル3000円 軽食１ｿﾌﾄｄｒ付き
２７(水)～２８（木）シロクマと行く南信州リンゴ狩りツアー 参加希望の方はまずご連絡を下さい 調整します

申込先：ろくよう社090-4526-4629 第2候補は12月2日、3日です 会費宿泊先は未定です

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。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


