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復活！ シロクマ楽団巡礼と布教の旅 1年にわたる治療は無事終わりました。ご
心配をいただきありがとうございました。これからはちょっと気をつけながら楽しく頑張ります。（木﨑）

2015年4月 シロクマ楽団ツアー日程 問合せ090-8175-5016木﨑＊ライブの申込みや問合せはそれぞれの電話番号へ
4月10日金曜 昼：広島県福山市六方学園訪問（関係者）

夜：みやじま杜の宿ロビーコンサート（広島県廿日市市宮島町大元公園内）TEL0829-44-0430
4月11日土曜 昼：杜の宿ロビーコンサート

18:30山口県周南市 三匹の猫ライブ1日目 3000円飲物付き 0834-21-0600
4月12日日曜 14:00三匹の猫ライブ2日目 3000円飲物付き 0834-21-0600

18:00松村医院コンサート 2000円 周南市呼坂1-3 0833-91-0303
4月13日月曜 島根県津和野町 午前：希翔会・午後：シルバーリーフ訪問（ともに関係者）

19:00櫨蔵（はぜくら）ライブ 2500円 津和野河田家具店別館櫨蔵 0856-72-0120河田家具店
4月14日火曜 19:30鹿児島市紫原 ヒーロー 3000円1drおつまみ付 紫原6-28-4 遊食屋HERO 099-258-0581
4月15日水曜 19:30鹿児島市天文館 居酒屋吉次郎 3000円1dr 099-223-6272

鹿児島市東千石町8-29南国タクシービル2F居酒屋吉次郎
4月16日木曜 19:30霧島市国分 LiveCafeコードトーン 3000円1dr 0995-73-5555

霧島市国分中央3-7-22 ラベンダービル2F
4月17日金曜 19:30天文館 ソワレドパリ 5000 円フリードリンク 099-226-3328
4月18日土曜 18:30大慈寺コンサート 2500円持ち込み自由 鹿児島県志布志市志布志町志布志2 099-472-1179
4月19日日曜 19:30Music Bar ドルシー 3000円1dr 宮崎県都城市牟田町22-7 キャッスルビル1F 0986-23-8699
4月20日月曜 19:00熊本県黒川温泉 カフェシエル ドリンク・ディナー・デザート付き4300円

熊本県阿蘇郡南小国町満願寺小葉瀬7008 0967(44)0205

4月21日火曜 13時カフェシエル ケーキセット付2500円

お知らせ：3月14日に予定していた信州辰野の“そば処さくら”さんでのシロクマ楽団ライブは中止になりました。会
場を上田市の“喫茶じねんや”に変更して開催します。

ホワイトデーは シロクマ楽団

上田市“じねんや糸川”コンサート
日本のロケット開祖、糸川英夫さんの住んでおられた古民家です

古民家の座敷で生演奏を味わっていただき
ます。皆さんのよく知っている曲をちょいジャ
ズアレンジで楽しく演奏します。
オカリナの音もすてきですよ！

３月１４日（土）
17時30分開場 18時30分開演 21時終了

会場：喫茶じねんや糸川 上田市生田茂沢75（信州国際音楽村近く）080-8117-6400
営業時間：10:30～16:30（水曜定休）

会費：2500円 (ケーキセット付き)

問い合わせ・申込み：会場080-8117-6400、または090-8175-5016木﨑まで

2015年

ゲストヴォーカル
堀内実智代

幼少時よりジャズ
ベーシストの父親の
影響を受け、大学卒
業後カナダに留学
し、その後ライブ活
動を展開。ハスキー
ボイスが魅力のエン
ターティナー。

上田市在住



ＪＷＳアマチュアセッション242回目2月22日平塚市紅谷町音楽スペースパルにて

3月は29日（日）、4月は26日（日）
いずれも19時からです



万座温泉でセッションしました！ 2月15日（日） 日進館にて
雪のために中止になっ

たバスツアー以来なので2
年ぶりの万座温泉です。
昨年第一線を引かれた

総支配人のマスター市村
さんのお招きで単身行っ
て参りました。15日はあい
にくの吹雪で温泉に着くま
での道のりが大変でした。
15日は東京のTNスウィ

ングジャズというライブハウスに出演
されている方々とのセッションになり
ました。メンバーは岸義和ｔｐさん、稲
垣貴庸drsさん、佐瀬正bsさん、マス
ター市村雅昭asxさんと私でした。Ｍ
Ｃは東京メンバーの引率者でＴＮスウ
ィングのオーナーである富永務さん
がされました。とってもおもしろいＭＣ
で勉強させていただきました。
温泉にもう一泊して16日は多田誠

司asxさんのグループを楽しませてい
ただきました。メンバーは山口泰一
郎pfさん、小平一美bsさん、笹田和裕drsさんそしてゲストボーカルが堀内実智代さんでした。とてもおしゃれな演奏ですばらしかっ
たです。この日はマスター市村さんの77才の誕生日で、バースデイケーキを贈られて大変嬉しそうでした。それにしても喜寿で現
役！すばらしいの一言です。
多田誠司さん以外はみなさん信州の方々です。こんなにすばらしいプレーヤーがいらっしゃるなんていままで少しも知らず残念

な気分になりましたが、これからお付き合いが増えることを楽しみにしています。3月14日の上田市じねんやライブでは堀内実智
代さんとご一緒します。

津田佳世子・大矢博文 with 木﨑二朗 at キラキラ☆ﾊｰﾓﾆｶコンサート ２月２１日（土） 藤沢市民会館大ホール
キラキラ☆ハーモニカコンサートは藤

沢市在住のハーモニカ指導者で演奏
家の星幸江さんが主宰・指導されてい
るハーモニカグループの発表会で、こち
らにゲスト出演しました。
大矢先生津田さんのすばらしさはい

つも通りでお客様から絶賛されました。
信州上田から信州国際音楽村ハー

モニカメイツの皆さんが友情出演されて
いました。懐かしかったです。

伊勢原レストラン「アゼリア」 シロクマの歌声カフェ ２月２５日（水）14時 森秀樹さんがソングリーダーを務めて下さいました

今回のアゼリアは今までになく大勢の
参加者で賑わいました。ここのところ寒
川町の森秀樹voさんがソングリーダーを
引き受けて下さりとても盛り上がって感
謝しています。
途中でアゼリアのママ率いるコーラス

隊による滝廉太郎の「花」はとても美しく
会場に響いていました。さらに秀樹さん
の歌や齋藤さんのハーモニカ、渡辺さん
の歌など個人演奏も楽しんでいただきま
した。次回は3月25日水曜日です。

おすすめライブです！ 3月２２日（日）JAZZin小田原 映画音楽とジャズ
澤地自動車（スズキオート小田原中央）グランドピアノもあるすてきな会場です
19時から 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds ほか
今回はピアノのサウンドをたっぷり楽しんでいただきます。頑張るよ！
会費:3000円 フリードリンク・持ち込みも自由です
申込みは六耀社090-4526-4629 駐車場もあります

フリードリンクはワイン、コーヒー、お茶類です。スナックも用意してありますよ。
ボーカルの渡辺良枝さんにも映画音楽を歌っていただく予定です。お楽しみにね！



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 3月4日現在（最新情報はＨＰで）

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！（ほぼ毎日更新しています）

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

３月 特記なしは２０時スタート
１２（木）ジロー先生と楽しむ世界の音楽７回目「日本の音楽」18:30～木﨑、髙橋、津田 平塚市民ｾﾝﾀｰ
14（土）辰野「さくら」さんのライブは中止になりました

14（土）上田市 喫茶じねんや（日本のロケットの開祖糸川博士旧居） ２５００円コーヒー･ケーキ付 ゲスト：堀内実智代vo
18:30開演 17:30開場 シロクマ楽団：木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca

申込みは喫茶じねんや080-8117-6400、または木﨑090-8175-5016までお願いいたします
15（日）17:30 佐津間純（g）小林航太郎（b）宮岡慶太（ds）岡田嘉満（ts）￥3000 茅ヶ崎ﾊｽｷｰｽﾞｷﾞｬﾗﾘ0467-88-1811

１９（木）ジロー先生と楽しむ世界の音楽８回目 まとめの会 18:30～木﨑、髙橋、津田 平塚市民ｾﾝﾀｰ大会議室参観自由
２２（日）JAZZin小田原 映画音楽とｼﾞｬｽﾞ 澤地自動車（スズキオート小田原中央）グランドピアノもあるすてきな会場です

19時から 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds ほか 会費:3000円 フリードリンク 六耀社090-4526-4629
フリードリンクはワイン、コーヒー、お茶類です。スナックも用意してありますよ。パーティ気分でね。駐車場あります。

２５(水)伊勢原レストラン「アゼリア」 シロクマの歌声カフェ 14時～16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

２９（日)ＪＷＳ243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
４月 特記なしは２０時スタート

１１（日）ギターガーデン湘南 コンサート 14時から 平塚市中央公民館大ホール 無料 問合せ0463-21-4461小西
復活！ シロクマ楽団の西日本巡礼布教の旅 （詳細は記事参照）
9日湘南を出発・福山市へ 10日午前中：広島県福山市福祉施設
10日夜11日昼：廿日市市「みやじま杜の宿」
11日夜・12日昼間山口県周南市ギャラリー「三匹の猫」
12日夜周南市の医院にて 13日島根県津和野「櫨蔵」ライブほか
14日鹿児島市紫原「ヒーロー」 15日鹿児島市天文館「吉次郎」
16日霧島市国分「コードトーン」 17日鹿児島市天文館「ソワレドパリ」
18日志布志市「大慈寺」花祭りコンサート
19日宮崎県都城市「ドルシー」
20日夜・21日昼間熊本県黒川温泉「カフェシエル」 22日湘南帰着
無理なくのんびり行こうと思っています 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca

２５(土)伊勢原レストラン「アゼリア」 シロクマの歌声カフェ 14時～16時 会場：0463-93-9818 1500円
２６（日)ＪＷＳ244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

５月 特記なしは２０時スタート

１７(日)湘南ひらつかジャズフェスティバル 平塚市中央公民館大ホール 市民参加型のフェスティバル 無料 14時～
神奈川大学平塚キャンパスジャズ研究会（コンボジャズ）、湘南ひらつかジャズフェスティバル・ビッグバンド（このフェスティバル
のために特別編成された市民ビッグバンド）、平塚ウィンドオーケストラ＋N.K.ダンスラボラトリー（30年の活動歴のある吹奏楽
団と子どもたちのジャズダンスのコラボレーション）、ボーカル他（個人）

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


