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ＪＷＳアマチュアセッション234回目 6月29日平塚市紅谷町音楽スペースパルにて

次回は7月20日（日)ＪＷＳ２３５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） 木﨑二朗pf、小林新作bs、石井隆drs
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
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７月９日(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 次回は８月２０日水曜14時です
シロクマジローの歌声喫
茶はひと味違った選曲で
刺激的に楽しんでいただ
いています。
この日はギターの小西
功治さんの演奏や久野
洋子さんの読み語り、そ
してマスター原栄起さん
のボーカルも加わって盛
り上がりました。

6月１４日（土）情熱のラテンコンサート 総勢8名によるすてきなコンサート 14時開演 平塚市中央公民館
出演：小山由希子vo、吉田豊perc、都筑章浩perc、今福健司perc、髙橋康廣ｻｯｸｽ･ｵｶﾘﾅ、加藤実pf、石井圭bs、佐藤ふじをgt

このコンサートは平塚市が主催し私たちＪＷ
Ｓが企画運営しました。
400名を超えるお客様で会場は大いに盛り
上がりました。特に吉田豊さんを中心とする
パーカッションはわくわくしてエキサイトでし
た。
シロクマ楽団の髙橋康廣sx/fl/ocaさんも熱
気あふれる演奏で皆さんを盛り上げていま
した。なじみの曲も多く皆さん満足してお帰
りになられました。

6月1５日(日)平塚ウィンドオーケストラ第３０回記念定期演奏会 14:00平塚市民センター 指揮：木﨑二朗
「祝典行進曲」「威風堂々」「音楽祭のプレリュード」「バンドのための民話」ほか

平塚ウィンドオーケストラは創設して30年を超えていますが一貫して木﨑がバンド指導指揮にあたってきました。髙橋康廣sx/fl
/ocaさんや内田光昭tbさんなどジャズの専門家とも創立当時から交流がありジャズ曲の演奏も多く行っています。

６月２１日(土)伊勢原レストラン「アゼリア」 シロクマの歌声カフェ 15時～17時 次回は7月18日金曜日15時から

今回もソロで歌ってくださる仲間が参加してお客様たちに楽しんでいただきました。皆さんにもよい刺激になっています。



６月２５日（水)津田佳世子ハーモニカライブ with 木﨑二朗pf 平塚シャポー 14時30分～ 8月16日にアゼリアでも再演します
津田佳世子さんが初めて平塚シャ
ポーでハーモニカライブを開催しま
した。主にクロマチックハーモニカ、
ところどころ複音ハーモニカを使っ
て幅広いジャンルの曲を演奏して
いただきました。平塚には津田さ
んの教室があり生徒さんたちを中
心に大勢のお客様で熱気があふ
れていました。
チャップリンメドレーや美空ひばり
メドレーなど親しみやすい曲を中
心に楽しい時間を過ごしました。
アンコールは「子犬のワルツ」でし
た。

シロクマのお仕事を紹介します① 下は6月に箱根彫刻の森ピカソ館で行われた結婚式と披露宴の様子です。

シロクマのお仕事を紹介します② 下は6月に大田区蒲田のライブ会場で行われたお楽しみライブパーティの様子です。

シロクマのお仕事を紹介します③ 6月7月にファミリーや個人のための演奏をしました。思い出の曲などで懐かしんでいただきました。
ちょっと早めのお知らせ
①南足柄の万葉うどん：シロクマ楽団ライブ 10月3日18:30～3000円です 美味しいうどんもいただけます

足柄古道万葉うどんTEL0465-73-0511最寄駅 伊豆箱根鉄道大雄山線 大雄山駅 箱根登山バス線 地蔵堂駅 徒歩1分
アクセス 東名高速大井松田インターを降り足柄峠方面 地蔵堂へ 住所 神奈川県南足柄市矢倉沢２３９３

②シロクマ楽団のバスツアー 第17回小津安二郎記念蓼科高原映画祭参加演奏とライブの夕べ 10月4日・5日
4日：湘南発 宿泊所の蓼科高原ピラタスⅡでシロクマ楽団ライブ 飛び入りも可

5日：茅野市新星劇場（映画館）で蓼科高原映画祭協賛イベントとしてコンサート 10:30～12:00
上記問い合わせと申し込みは、六耀社090-4526-4629または木﨑090-8175-5016まで



信州 ｴｺｰﾊﾞﾚｰ 姫木平
レストラン 森の音楽家
長野県小県郡長和町姫木平 0268-60-0135

ｻﾏｰﾗｲブｻﾏｰﾗｲブ 2014
８月 今年もシロクマ楽団（木﨑、三浦、長谷川、髙橋）を中心に楽しいライブをお届けします

2 土 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、髙橋康廣sx/fl/oca、山崎さと子vo
3 日 木﨑pf、三浦bs、長谷川drs、髙橋sx/fl/oca、鈴木正晃tp、山崎さと子vo
4 月 木﨑pf、三浦bs、長谷川drs、髙橋sx/fl/oca、鈴木正晃tp
5 火 三浦bs、髙橋sx/fl/oca ほか
6 水 三浦bs、髙橋sx/fl/oca ほか
7 木 三浦bs、髙橋sx/fl/oca ほか
8 金 三浦bs、髙橋sx/fl/oca ほか
9 土 甲能正隆 ソロピアノ
10 日 甲能正隆 ソロピアノ 白樺湖花火大会
11 月 金井洋子 アルパ ・ 小林航太朗グループ 姫木まつり（小林航太朗グループ） 女神湖花火大会
12 火 金井洋子 アルパ 東御市東部花市（木﨑、三浦、長谷川、髙橋、内田光昭tb、鈴木正晃trp、沢田千果vo）
13 水 木﨑pf、三浦bs、長谷川drs、髙橋sx/fl/oca、内田光昭tb、沢田千果vo
14 木 木﨑pf、三浦bs、長谷川drs、髙橋sx/fl/oca、内田光昭tb、沢田千果vo
15 金 ユキヱvo、滝沢建一pf
16 土 ユキヱvo、相良博gt

時間：19:３0～22:00 2～３ステージ チャージ500円 会場：姫木平 レストラン森の音楽家0268－60－0135
都合により出演者や時間は変更になることもありますのでお出かけの際にご確認下さい

＊7/5現在の情報です。出演バンドの入れ替えや変更等もあります。詳細はＪＷＳ木﨑まで。

＊＊＊＊＊その他ＪＷＳ関連信州イベント情報＊＊＊＊＊＊

7/27（日）長門牧場ファミリーコンサート 平塚ウィンドオーケストラ 11時と12時 レストラン前の原っぱで 無料
8/12（火）東御市田中商店街 花市ジャズライブ 18:30～ 木﨑、三浦、長谷川、髙橋、内田、鈴木、沢田千果vo 無料
10/4（土）蓼科高原映画祭参加記念ジャズライブ 茅野市ピラタスの丘 ピラタスⅡ 20時～ シロクマ楽団 3000円
10/5（日）第17回蓼科高原映画祭協賛コンサート 茅野駅そば新星劇場 10時～12時 シロクマ楽団コンサート 前売700円

ＪＷＳのホームページでは信州関連情報を随時更新していますのでご覧ください http://www.jws-net.com

上記お問い合わせは、０９０－８１７５－５０１６ ＪＷＳ木崎まで



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 ７月１３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

ブログ 「シロクマ楽団 at Home」 は ＪＷＳのホームページからお入り下さい！
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

７月 特記なしは２０時スタート

９(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
楽しいお話とリクエストによるピアノ演奏、腕自慢やのど自慢もあつまって他にはない歌声喫茶です ぜひ！

美術館コンサート「ふるさとを憶う」7月15日（火） pm12:30開場 pm1:00開演
平塚市美術館ミュージアムホール 入場無料 先着150名
津田佳代子＆木﨑二朗＆なでしこ会＆オクトフラワーズ

１８(金)伊勢原レストラン「アゼリア」 シロクマの歌声カフェ 15時～17時 会場：0463-93-9818 1500円
申込みは0463-93-9818アゼリア またはろくよう社090-4526-4629までお願いいたします

１９（土）シロクマ楽団のJAZZ for KIDS ～ジャズって楽しいよ～ 14時開演 平塚市中央公民館 無料
出演：木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔dr、鈴木正晃trp、髙橋康廣tsxocari
申し込み多数で定員に達しました ご応募ありがとうございました

２０（日)ＪＷＳ２３５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） 木﨑二朗pf、小林新作bs、石井隆drs
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

２１（月)シロクマ楽団・海の日ライブ 平塚シャポー 19時～ 会場：0463-21-1024 ４０００円 満席になりました
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、髙橋康廣tsxocari 半年ぶりに全員集合！ アレが炸裂するよ！

２７(日)長門牧場野外コンサート：平塚ウィンドオーケストラ 11時と12時ころ 長野県長和町長門牧場にて 無料
８月 特記なしは２０時スタート

２（土）～16（土）信州北白樺高原”レストラン森の音楽家”（白樺湖から車で10分：エコーバレーゲレンデ下）サマーライブ開催
木﨑withシロクマ楽団は今のところ8/2,3,4と13､14を予定しています。詳しくはＪＷＳホームページまたはレストランへ。

レストラン森の音楽家 0238-60-0135 JWSホームページ： http://www.jws-net.com

１２（火）信州東御市東部花市野外コンサート 木﨑、三浦、長谷川、髙橋、内田光昭、鈴木正晃、沢田千果vo 無料！
恒例の花市ジャズです 信濃鉄道東部駅すぐの通りを通行止めにして開催されます お菓子の花岡前です

１６（土)津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶwith木﨑二朗pf 伊勢原アゼリア14時30分～16時 会場：0463-93-9818 2500円軽食付
ゲストにアコーディオン奏者で全日本ハーモニカ連盟会長でありトンボ楽器会長の真野泰治さんが参加されます。

クロマチックハーモニカを駆使して超絶技巧の「子犬のワルツ」「ラプソディーインブルー」などなど すてきで楽しい！
１７（日)ＪＷＳ２３６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
２０(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

楽しいお話とリクエストによるピアノ演奏、腕自慢やのど自慢もあつまって他にはない歌声喫茶です ぜひ！
ちょっと早めのお知らせ
①10月3日南足柄の万葉うどんでシロクマ楽団ライブ18:30～3000円です 美味しいうどんもいただけます
②シロクマのバスツアー 小津安二郎記念蓼科高原映画祭参加演奏とライブの夕べ 10月4日5日

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


