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２０１４年 今年もどうぞよろしく御願いいたします
東日本大震災から２年と９ヶ月が過ぎました。3月11日はわがシロクマ楽団も南三陸町で復興

支援の演奏をいたしました。この一年復興支援の活動をもしてきましたがやはり大切なのは被災地
域そのものの支援だけではなく日本中の人々が共通の意識を持つことだと思うようになりました。私た
ちにできることは音楽の生演奏を通してフィルターのかかっていない、生身の人が演奏する姿や出てく
る音を身近に感じて生きる活力や喜びを感じていただくことだと確信しました。至る所でこういう演奏活
動が盛んになっていくとき世の中もまた明るく豊かになっていくのではないかと思います。特に子どもたち
にはそういう体験をさせたいと強く感じました。これはシロクマ楽団の巡礼活動で切に感じたことです。
今年もこどもたちや高齢者の皆さん地域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１９年２２８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。私たちの月例会は人の演奏にふれてささやかにしかし確実な表現力をつけていくこ
とを目的とするものです。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。
恒例の湘南ジャズフェスティバルも開催が決定しています。今年も平塚市民センター（5月１８日）をはじめ湘南各

地で故宇山恭平氏の遺志を尊重した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が開催されます。
私たちは今年も意欲的に活動を推進していきますので今まで同様よろしくお願いいたします。
今年は午年・・・力強く疾走していきます！ ＪＷＳ代表・シロクマ楽団団長 木﨑二朗

楽しかったな 平塚シャポーの忘年ライブ 12月26日

この日の演奏が湘南地区最後のライブになりました。決して広く
はないシャポーに大勢のファンの皆様が集まって下さいました。

年末なのでお客様にも歌っていただいて最後はマスターの歌で
締めくくりました。マスターのお孫さんたちもおしゃれしてプレゼント
を配ったり総出で楽しく演
出していました。

シャポーのライブはとに
かくお客様が温かくてす
てきな方たちばかりです
からいつだって盛り上が
ってしまいます。女性が圧
倒的に多いですね。
次回は2月15日です。月
例の歌声は1月8日です。
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第22８回 ＪＷＳアマチュアセッション １２月２２日平塚音楽スペースパルにて

次回は１月２６日（日）です 連絡・問い合わせは木﨑まで 090-8175-5016

この月例セッションもはや19年、228
回が終わりました。次の1年でちょうど2
0年です。ずいぶん頑張ってきました
ね。右の写真は1998年2月15日Ｎｅｗハ
ヤマ14での様子です。15年前の写真で
す。トランペットの依田さんコンガの石
井さんは12月のセッションにも来ていま
したね。左写真のドラムを叩く石井さん
の15年前の姿が右側です。懐かしい感
じまします。

もともとはジャズオンリーのセッション
でしたが近年は何でもありの自己主張
の場になって居ます。それはそれでよ
いことだと思い続けています。240回の
節目となる12月は記念的な会にしたい
と思っています。



11月30日（土）豊田市おやこ劇場カスタムジャズライブ（シロクマ楽団：木﨑、三浦、坂田、髙橋康廣ｻｯｸｽ･ｵｶﾘﾅ、鈴木正晃trp）
久しぶりに親子劇場の仕事をしました。豊田市の市民会館での本
格的な演奏会で東京からの日帰りでちょっと大変でしたが子どもた
ちや保護者の皆さんがとても喜んで下さりとてもよい思い出になり
ました。90分という限られた時間でしたので危険なＭＣはできるだけ
押さえ、下記のプログラムに「Ａ列車で行こう」のアンコールまで含
めて90分！頑張りましたよ。

１．茶色の小瓶、２．ミッキーマウスマーチ、３．テキーラ、４．星に願
いを、５．リベルタンゴ、６．すばらしきこの世界、７．埴生の宿、８．
キャンタループ・アイランド、９．シングシングシング、１０．枯葉、１１．
モーニン、１２．アンソロポロジー

１２月２日（月）木曽ライブとリンゴ狩りツアー
毎年この時期にリンゴ狩りとライブのツアーをやっています。
初日の夜に木曽のギャラリー樹香でライブを行いました。宿
泊は山の中腹にあるヒルトップ。
二日目は飯田方面に下って中川村でリンゴ狩りを楽しみまし
た。12月だとちょっと収穫には遅めのようですが木でじっくり
熟した密入りの最高のフジをたくさん収穫しました。大きくと
味もよくて言うこと無しの美味しいりんごでした。
次回のツアーは2月中に草津温泉万座温泉湯巡りを検討

中です。参加希望される方は早めにご連絡下さい。
090-8175-5016木﨑まで。

１２月５日（木）鎌倉 レストラン「パラッツオヴィオラ」シロクマ楽団と歌の仲間たち

昨年に続いて大船駅前のヴィオラでシロクマ楽
団ライブを行いました。
伯耆洋二さんがプロデュースしてくださいました。
伯耆（ほうき）さんをはじめ地元のシンガーの皆さ
ん総出で楽しく賑やかなライブになりました。
＊ドラムは今関和彦さんにお願いしました。

１２月１５日（日）
平塚ウィンドオーケストラ28回クリスマスコンサート
しろくまの「ラプソディーインブルー」 いい思い出になりました！
ラプソディーインブルーは15分を超える曲でピアノパートも大変難し

いものです。なんちゃってガーシュウィンにならないよう今までの人生の
中で最も多く練習に励んだつもりです。大過なく演奏が終わってホットし
ています。これからはこの経験を活かしてシロクマ楽団による楽しいラ
プソディーインブルーをやってみようかと・・・・。800人のお客様の中にＪ
ＷＳのお客様も多くいらっしゃって下さり本当に感謝しています。当日の
ＤＶＤができましたのでこれをシロクマ楽団活動支援のお礼としてライブ
の時にお配りしたいと思っています。

１２月２４日（火）横浜ファーラウト「リリーズライブ」に出演 楽しかったね！

久松幸子さんと長谷川喜美子さんのボーカルライブに伴奏者として木﨑と三浦哲男さんで参加しました。



2013年 ＪＷＳやシロクマ楽団（しろくまソロも含めて）の主な活動報告
・月例のアマチュアセッションは2013年12月で228回を数えました。ちょうど19年です。

・定期的に行っているライブなどは省略してあります。
2月11日（月）厚木ハーモニカコンサートに津田佳世子さんと出演しました。
2月26日（火）平塚市主催ワークショップ世界の音楽を楽しもう（主任講師：木﨑二朗・全10回）の発表会に楽団として出演しました。
3月11日（月）南三陸町サンサン商店街にてストリートピアノのお披露目とシロクマ楽団によるライブを行いました
3月16日（土）17日（日）安芸の宮島「杜の宿」と下松市「華のうつわ」で演奏 シロクマ楽団
4月～12月 森田日記さんの湘南シャンソンナイト（月例）に伴奏として参加しました。
4月7日～24日四国・中国・九州方面シロクマ楽団ツアー 福山・鹿児島3日間・志布志・高知7日間・津和野3日間
5月6日（月）平塚ラスカにてジャズフェスティバル協賛事業として野外ライブを行いました。
5月12日（日）湘南ジャズフェスティバル協賛事業としてチャペルコンサート（ゲスト：塩川ゆう子）を開催。
5月19日（日）第7回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
6月22日（土）デキシーセインツ平塚コンサートを企画運営（主催：平塚市）
6月25日（火）長野県木曽ギャラリー樹香にてトリオライブ
7月14日～20日高知県巡礼 森林鉄道隧道カフェ・北川村・奈半利・安芸市・田野町・安田町
7月23日（火）南足柄市弘済寺地蔵まつりにトリオで出演
8月1日（木）シャポーの歌声カフェ第1回目開催 以後月例に
8月3日～8月18日ジャズ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
8月12日（月）信州東御市田中の花市（毎年同じ日に出演しています）
9月1日（日）信州ハーモニカフェスティバル 司会と津田佳世子さんの伴奏 上田市丸子信州国際音楽村こだまホール
9月15日（日）厚木市文化会館にて「みどりの丘」敬老コンサート
9月27日（金）伊那市いなっせ 伊那市民大学修了式記念コンサート 柳川優子さん（ハーモニカ）と
10月6日～19日中国九州巡礼 鳥取大山・福山・熊本五木村・鹿児島6日・熊本黒川温泉・山口周南市・島根津和野
10月13（日）湘南ひらつか囲碁祭り 企画運営に協力 デキシーランドジャズと吹奏楽の演奏を提供
11月3日（日）カフェ「シャポー」開業50周年記念野外演奏 平塚パールロードにて
11月4日（月）上田市「じねんや糸川」にて囲炉裏端ライブ ロケット開祖糸川英夫先生終の棲家となった古民家
11月9日（日）第19回ＪＷＳ国際音楽の日記念コンサート ゲスト岩崎由紀子sop グランドビクトリアチャペルにて
1１月14日～22日 四国高知シロクマ楽団ツアー 奈半利町・北川村（中岡慎太郎墓前祭）・安芸市・東洋町・田野町
11月23日（土）第7回伊那市ジャズフェスティバル出演 シロクマ楽団の出演は恒例になっています
11月30日（土）豊田市おやこ劇場 シロクマコンサート（木﨑、三浦、坂田稔dr、髙橋康廣ｻｯｸｽ･ｵｶﾘﾅ、鈴木正晃trp）
12月2日（月）3日（火）シロクマ楽団と行く信州ライブとリンゴ狩りツアー 宿泊とライブは木曽町、リンゴ狩りは中川村で
12月15日（日）第28回平塚ウィンドオーケストラＸｍａｓコンサートでガーシュウィンの「ラプソディーインブルー」を弾きました
12月29日30日横谷温泉ロビーコンサート シロクマ楽団では久しぶりの出演です
12月31日（火）辰野町そば処さくらにて年末ライブ、夜は白樺湖レストラン森の音楽家にてライブ

201４年 ＪＷＳが主催または関連するコンサートイベント等の活動予定
4月四国・中国・九州方面シロクマ楽団ツアー
5月11日（日）塩川ゆう子ｺﾝｻｰﾄ、18日（日）第8回湘南ひらつかジャズフェスティバル 湘南ジャズフェスティバル協賛事業
6月14日（土）小山由希子ラテンコンサート 7月19日（土）シロクマ楽団ＪＡＺＺforＫＩＤＳ
8月2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
8月12日（月）信州東御市田中の花市（毎年同じ日に出演しています）
9月7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12（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
10月～11月 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
10月ころ第２０回ＪＷＳ国際音楽の日記念コンサート 11月24日（月）伊那市ジャズフェスティバル協賛出演

上記報告や過去の記事、また最新のスケジュールはＪＷＳのホームページでご覧下さい。
http://www.jws-net.com カラーで見やすいですよ。

しろくまのブログ「シロクマ楽団 at Home」もこちらからのぞきに行けます。ぜひ見て下さいね。

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
・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。
平塚シャポー、平塚ビクトリア湘南、小田原ルート１ライブ、伊勢原レストランアゼリア、鎌倉ヴィオラパラッツオなど。

・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。19年228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、各所で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。福祉施設や高齢者・子供向けのコンサートも積極的に行っていきます。
・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います。

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など 楽しい旅です！

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3～5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、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またはＪＷＳ090-8175-5016木﨑まで



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 １２月２６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ＨＰから、または「シロクマ楽団 at Home」で検索 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
１２月 特記なしは２０時スタート

２９（日）30日（月）しろくま楽団（木﨑・三浦・長谷川・髙橋康廣）蓼科横谷温泉旅館ロビーコンサート ２０時 無料
３１（火）しろくま楽団 辰野町そば処さくら 11時～2時頃の間 忘年ライブ 投げ銭 問い合わせ0266-44-2507
３１（火）しろくま楽団 白樺湖レストラン森の音楽家忘年ライブ 19時ころから 問い合わせ０２６８－60-0135

１月 特記なしは２０時スタート
５（日)15:00開演 守屋純子（ピアノ）牧山純子（ヴァイオリン） ￥3,000 予約0467-88-1811茅ヶ崎ハスキーズギャラリー

８(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
１２（日）ラテン音楽のすべて 小田原ﾙｰﾄ1 ゲスト：小山由希子(ﾗﾃﾝﾎﾞｰｶﾙ) ＤＶＤプレゼント！

木﨑二朗pf・三浦哲男bs・坂田稔dr 19時～ ３０００円 今回からチャージは3000円です！

ラテンヴォーカルの小山由希子さんを迎えての楽しいラテン名曲ライブです
会費３０００円 フリードリンク（ソフトのみ） アルコール類やつまみは有料です
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090-4526-4629または090-8175-5016ＪＷＳまで
お申し込みの方全員に2012年国際音楽の日ラテンコンサート（約2時間収録）のＤＶＤをプレゼント！

２６（日)ＪＷＳ２２９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

２８（火）西田けんたろうｳﾞｧｲｵﾘﾝ with しろくま楽団（木﨑pf・三浦bs・長谷川drs） 伊勢原レストランアゼリア
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

２月 特記なしは２０時スタート
２（日)15:30開演 佐津間純6 CD発売記念ジャズライブ ￥3,000 予約0467-88-1811茅ヶ崎ハスキーズギャラリー

佐津間純（g）吉橋厚（ts）富永真紀（p）小林航太朗（b）宮岡慶太（ds）富田慶佑（per）

５(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
１０(月)津田佳世子ハーモニカライブ・木﨑pf 高円寺スタジオＳＫ 14時開演3000円 要申込090-4819-9971芝
１５（土）シロクマ楽団スペシャルライブ 平塚シャポー(木﨑・三浦・長谷川・高橋)19時開演 4000円 0463-21-1024
２３（日)ＪＷＳ２３０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

３月 特記なしは２０時スタート

１(土)中本マリvo＋太田雄二gt 平塚シャポー 19～ 4500円 問い合わせ0463-21-1024シャポー
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 またはろくよう社090-4526-4629

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

＊2月あたりに万座・草津温泉湯巡りツアーを計画中！ 希望の方は早めにご一報を！

次のシロクマ楽団西日本巡礼は4月あたまから開始～12日ころまで、後半は21日から5月2日までです。
4月5日山口県周南市と25日鹿児島県志布志市が決定しています。ご希望があれば早めにお知らせ下さい。


