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第229回 ＪＷＳアマチュアセッション １月26日平塚音楽スペースパルにて

今回はとても懐かしい人が来ました。このセッションの開催当時のドラムを担当
されていた柳川達夫さんです。柳川さんはこのセッションか始まった１９年前からさ
らに10年前木﨑二朗pf、小林新作bsとトリオを組んで活動していました。出会いは
お互いに20歳代このことです。そして柳川さんは最近ボーカルで頑張っているシャポーのマスター原栄起さんの高校時代の
学友だったそうです。とても楽しそうな二人でした。
ギターの小西功治さんは素晴らしい音色で「禁じられた遊び」を演奏してくださいました。クラシックギターはとてもデリケ

ートな音色で音も小さめなのでみなさん耳を傾けて聞いて下さいました。他の人の演奏をよく見てしっかり聞くことが良い勉
強になります。そういう意味で、このセッションに参加されている方たちは着実に演奏や表現が良くなっていると思いました。

次回は２月２３日（日）です 連絡・問い合わせは木﨑まで 090-8175-5016
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12月29・30日 長野県蓼科横谷温泉旅館ロビーコンサート （シロクマ楽団：木﨑、三浦、長谷川、髙橋康廣）
横谷温泉のロビーコンサートに
初出演したのが2007年11月な
ので7年目になりました。この一
年は回数が少なかったので久
しぶりという感じでした。ここの
お湯は黄金の湯とあって鉄分
が発色してそのような感じに見
えます。全国からお客様がお
見えになります。そういう方たち
からぜひ来てくださいというオフ
ァーもあり温泉のコンサートと

いえどもしっかりやっています。熊本の黒川温泉のカフェ“シエル”もそう
いう経緯でおじゃますることになったのです。

１２月31日（月） 長野県北白樺高原 レストラン「森の音楽家」にて （シロクマ楽団：木﨑、三浦、長谷川、髙橋康廣）
レストラン「森の音楽家」は車
山の北側エコーバレースキー
場ゲレンデのすぐ下にありま
す。毎年夏にはここで毎晩2週
間以上にわたってＪＷＳのライ
ブが開催されています。昨年
に引き続き大晦日ライブを行
いました。お客様が大勢来ら
れてとても賑やかなライブにな
りました。岡谷からはボーカル
のユキヱさんも飛び入り参加

で盛り上げてくださいました。もちろん孫のドラムも参戦しましたよ！

１月８日（水） 平塚市紅谷町 喫茶店シャポーの「CAFE de 歌声」 伴奏とおはなし：木﨑二朗
月例の歌声喫茶。いわ
ゆるライブにお越し下さ
るお客様もいらっしゃい
ますし歌を歌うこともそう
だけれど皆が集まるの
で楽しいと仰る方たちで
毎回賑わっています。
基本的な歌100曲位の
歌集と毎回配布する季
節柄の歌などを楽しく歌
っています。マスターの
歌も聴くことができてちょ
っとライブハウスに来た
ような楽しさもあります。
進行と伴奏は木﨑がや
っていますが皆さんとの
楽しい会話ができるの
が楽しいです。
どんどん歌うのも楽しい
かもしれませんが休み
休み時にはピアノソロな
ども聞いていただいてゆ
ったり過ごすのがシャポ
ーの歌声喫茶です。
良かったらどうそ！

今後のシャポーの歌声は2月5日（水）14時～、3月5日（水）14時～ 会費は1500円です 0463-21-1024シャポー

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



１月１２日（日）小田原市ルート１ ラテン音楽の夕べ 小山由希子vo、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔dr
初めてルート１でラテンライブをやりまし
た。ラテン音楽の中でもポピュラーなもの
をセレクトして歌と演奏で楽しんでいただ
きました。「ベサメ・ムーチョ」や「マシュ・
ケ・ナダ」、「コンドルは飛んでいく」のよう
なフォルクローレなど皆さんの知っている
曲ばかりを歌っていただきました。
また此処では毎回恒例の「ひまわり」を
ルンバで演奏しとても好評でした。もちろ
んタンゴもラテン音楽の一つですから、て
っちゃんの「リベル・タンゴ」も熱演！
また、リクエストから「シボネー」や「グリ
ーン・アイズ」、などさわやか系のラテン
ミュージックも演奏しました。
ラテン音楽はそのエリアも広いしそれぞ
れの発祥も異なっていて飽きることがあ
りません。
皆さん心ゆくまで楽しんでいただけたよ
うです。
次回ルート１のライブはテナーサックス・
オカリナの髙橋康廣さんを迎えてテナー
サックスの魅力を楽しんでいただく予定
です。

３月２３日日曜日１９時開演。会費は３０００円。申込みはろくよう社090-4526-4629まで。

１月２８日（火）伊勢原 レストラン「アゼリア」 西田けんたろうのヴァイオリンジャズ 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs
3ヶ月ごとのアゼリアライブ、今回はヴァ
イオリンの西田けんたろうさんをお迎え
しました。西田さんは音大卒のバリバリ
クラシックヴァイオリン弾きではなく、タン
ゴやジャズロックなどにも明るく幅広いジ
ャンルで活躍するミュージシャンです。
いつものように「茶色の小瓶」からスター
ト。シロクマ楽団だとサックスですがヴァ
イオリンなのでとても滑らかで艶のある
演奏になりました。
普段からこういう音楽を聴いておられる
方もヴァイオリンが参加するものは珍し
いので演奏に聴き入っていました。ジャ
ズライブではあまり見られない光景です。
「リベルタンゴ」では主役のてっちゃんを
ヴァイオリンがサポートする形の演奏で
普段見られない緊張もありました。とても
良かったです。
途中には楽器の紹介や、けんたろうさん
完全ソロのバッハの独奏曲など本当に
盛りだくさんで楽しく素晴らしい演奏会に
なりました。

次回アゼリアコンサートはラテンの小山由希子voさんとパーカッションの吉田豊percさんを迎えてのラテン＆ジャズでお楽し
みいただけると思います。4月15日火曜日18:30開場19:00開演 小山由希子vo、吉田豊perc、木﨑二朗pf、宮崎正秀bs 3
000円 申込みはろくよう社090-4526-4629まで。

アゼリアでは平塚シャポーと同様な歌声Cafeを開始します。第1回目は2月22日土曜日15時～17時 会費は1500円です

お知らせ：茅野市「ピアノマン」にてシロクマ楽団ピアノソロコンサートを開催します

2月１２日（水）19時スタート 茅野市駅ベルビアＢ１Ｆ 「ピアノマン」にて 0266-78-6922
木崎二朗のオールリクエストピアノソロライブです 会費：1000円（飲食は別会計です）

その場でいただいたリクエストを演奏します 楽しいひとときをご一緒に！
ピアノマン：茅野市駅西口ベルビア地下1階 ベルビアの駐車場は3時間まで無料



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 １月２９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
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

ガーシュウィンメドレー、ラプソディーインブルーほか楽しい佳世ちゃんとのデュオコンサート
１２（水）シロクマのオールリクエストソロライブ 茅野市駅ベルビアＢ１Ｆ ピアノマンにて 19時スタート 1000円

木崎二朗のピアノソロライブです その場でいただいたリクエストを演奏します 楽しいひとときをご一緒に！
ピアノマン：茅野市駅西口ベルビア地下1階 0266-78-6922 駐車場は3時間まで無料

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
19（水)20（木）群馬県万座温泉日進館にて シロクマ楽団ロビーコンサート ２０時～２１時 楽しい抽選会もあるよ

お詫び！２２（土）店舗移転のため今回の演奏は延期しました シロクマ楽団横浜ファーラウト
２２(土)シロクマの歌声カフェ 伊勢原レストラン「アゼリア」 15時～17時 会場：0463-93-9818 1500円
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
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

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
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
２３（日）テナーマン髙橋康廣の魅力 19時～小田原ﾙｰﾄ１ 髙橋康廣sax･ｵｶﾘﾅ、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔drs

テナーサックスやオカリナを自在に演奏する髙橋康廣さんのすてきな音楽をお楽しみ下さい。
ジャズ、ラテン、映画音楽、ちょいクラシック、日本の歌 幅広くお楽しみいただけます。

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

２９(土)シロクマの歌声カフェ 伊勢原レストラン「アゼリア」 15時～17時 会場：0463-93-9818 1500円
４月 特記なしは２０時スタート

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
シロクマ楽団西日本巡礼 パート1 4/4～4/12 パート2 4/21～5/5 4月5日周南市3匹の猫 4月25日志布志市大慈寺
１５（火）ラテン＆ジャズ 小山由希子vo、吉田豊perc、木﨑二朗pf、宮崎正秀bs 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

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


