
ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 ６月27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

７月

１８(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
童謡・唱歌から歌謡曲・ポップスはてはジャズまで楽しめる会です。とっても気楽で楽しい時間が過ごせます。

１９（日)ＪＷＳ247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

２０（月・祝日）JAZZin小田原 ＳＩＮＧ ＳＩＮＧ ＳＩＮＧ ！ 19時から 鈴木正晃tp、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds
血湧き肉躍るホットなスウィングジャズで真夏の夜を楽しみましょう ディズニーランドバンド

で活躍した鈴木さんの演奏はスゴイ！ ドラムの坂田さんとのバトルも楽しみです。
会費:3000円 フリードリンク 会場：澤地自動車（小田原市東町1-2-27 0465-30-1555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。フリードリンクはワイン、コーヒ
ー、お茶です。持ち込みも自由です。 申込みは六耀社090-4526-4629

２６(日)袋井市月見の里学遊館うさぎホール14時開演 津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶ＋木﨑二朗ほか 2000円 0538-49-3400

３１（金）信州森の音楽家サマーライブ2015 7/31～8/7しろくま、8/8～9甲能正隆pf、8/10～12リメンバーズ、8/13～14しろくま
時間：19:３0～22:00 2～3ステージ チャージ500円 会場：長和町姫木平 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
８月

１２(水)信州 東御市の花市 しろくま楽団野外コンサート 18:30～ 会場：御菓子の花岡さん前の路上で 無料

１６（日）「コンドルは飛んでいく」フォルクローレの楽しみ バナナモンキーズ、塩満友紀（ｱﾙﾊﾟ）、カチョ・カルドーソ(ｷﾞﾀｰ)
開演：14時～ 会場：平塚市中央公民館大ホール 出演：塩満友紀(ｱﾙﾊﾟ)、カチョ・カルドーソ(ｷﾞﾀｰ)、バナナモンキーズ(ﾌｫﾙｸﾛｰﾚ)

チケット：2000円 主催：（公財）平塚市まちづくり財団 チケットの予約：0463-32-2237 文化事業課
花祭り、シルクロード、Let it go ありのままで、ラ・バンバ、シーク舞曲、ジャガイモの花の咲くころ

コーヒールナバ、リャキルナ、カルナバル・グランデ、ボリビア、コンドルは飛んでいく ほか （予定曲です）

２１(金)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
２３（日)ＪＷＳ248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

お知らせ：しろくまと行く信州蓼科の旅 9月26日（土）～27日（日） 参加者を募集しています
第18回小津安二郎記念蓼科高原映画祭参加 しろくま楽団ライブと映画音楽コンサートに参加します 行きと帰りには観光をします
26(土)宿泊所にもなっているピラタス２にてシロクマ楽団ライブ 27（日）茅野市新星劇場にてシロクマ楽団映画音楽コンサート

参加希望の方は六耀社090-4526-4629または090-8175-5016木崎まで 会費は2万円です 宿泊夕食朝食コンサート参加費込み

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

ジャズ・ワークショップ会報
第245号 2015/7/1
発行責任者：木崎二朗
神奈川県平塚市菫平8-6
電話:090-8175-5016
ﾒｰﾙ:jws@music.email.ne.jp
http://www.jws-net.com

ＪＷＳアマチュアセッション246回目6月28日平塚市紅谷町音楽スペースパルにて

7月は19日（日）、8月は23日（日）いずれも19時からです。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。 会場：0463-27-2127パル
このアマチュアの会を立ち上げてはや 20 年が過ぎました。参加者の中には 10 年以上継続している方も
いらっしゃいます。この会は一人で趣味として楽器や歌を楽しんでいらっしゃる皆さんをバンドの伴奏
で支援するものです。多くの方がカラオケなどの伴奏などで普段楽しんでいらっしゃると思いますが、
ここでは生の演奏ですからなかなか体験できない満足感が得られます。日頃一人で練習されている方に
はまたとない人前での発表の機会ともなります。月例でやっていますので都合のよいときにいつでも参
加していただけます。バンドはピアノ、ベース、ドラムスのトリオです。参加費は 1500 円で 2 曲くら
い演奏できます。聞くだけでという方は 1000 円です。用意してあるお茶やお菓子なども自由に召し上
がりながら楽しい時間を過ごすことが出来ます。音楽のジャンルは問いません。伴奏なしでよいからと
にかく人前でパフォーマンスしたいと言う方もいらっしゃいます。時間は 19 時から 22 時までやってい
ますので都合のよい時間に来ていただければ結構です。不明の方は 090-8175-5016 木崎までご連絡くだ
さい。会場の音楽スペースパルは平塚駅北口または西口から 5分のパールロードにあります。

2015年
7月号



6月7日（日） JAZZin小田原 懐かしいキャバレーミュージック 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、髙橋康廣sx/fl/oca

60 歳代の演奏家の多くは若いときにキャバレーのバンドマンとして活躍していました。そんな昔をちょっとしのんで
ライブをやってみました。当時ジャズはそのほんの一部で、多くはダンスミュージックや歌謡曲などでした。そのころ
は飛び入りでスタンダードを歌えるお客様もずいぶんいらっしゃいました。鎌倉の伯耆洋二さんが飛び入りで歌を歌っ
てくださいましたがそんな時代の名残のように感じてしまいました。いい時代でした！ レギュラーで参加している渡
辺良枝さんも熱唱されました。ライブ会場の後方ではダンスに興じる方もいらっしゃって楽しい雰囲気でした。

塩川ゆう子 チャペルコンサート with しろくま楽団 盛会でした！ 6月14日（日）
塩川ゆう子vo、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、髙橋康廣sx/fl/oca

英国から移築されたチャペルにほぼ満席の 150 名のお客様
をお迎えして塩川ゆう子さんのすてきなボーカルを楽しん
でいただきました。塩川さん手首を複雑骨折されて包帯を
巻いてのステージでしたが元気よく歌っていただきました。
その後入院手術され、現在は回復されているそうです。こ

のコンサートは故宇山恭平さんが始められた湘南ジャズフェスティバルの継続事業です。ステー
ジ右端のタペストリがそのことを物語っています。お世話になった宇山さんへの恩返しの気持ち
も込めて塩川さんとともにまた来年もここでやります。

伊勢原レストラン「アゼリア」 シロクマの歌声カフェ ６月２６日（金）
今回の歌は「あのこはたあれ」「旅の夜風」「ワシントン広場」「春の日と輝く」「サントワマミー」「ブルーシャトー」

「おおブレネリ」「雪山賛歌」「アカシヤの雨が止むとき」「知りたくないの」「たなばたさま」「海」「砂山」「浜千鳥」、
そしてママ率いるコーラス隊が「今日の日はさようなら」「山小舎の灯」、このほか斉藤さんのハーモニカの独奏（以
前より上手になった）、ソングリーダー森ヒデキさんの「すてきな 16歳」、潮さんの「嘘は罪」、渡辺さんの「明るい表
通りで」、実に多彩なプログラムでした。おいしいコーヒーや食事もして気分のよい一日になりました。

7月は18日土曜日、8月は21日金曜日いずれも14時からです。

７月２０日（月・祝） JAZZin小田原 SING SING SING！
19時から 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、鈴木正晃tp

会費:3000円 フリードリンク・その他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

シングシングシングと言えばなんと言ってもあのジーンクルーパのドラム
とベニーグッドマンのクラリネット対決を思い出しますね。今回はビッグバン
ドドラムの第一人者である我が坂田稔さんにディズニーランド等で百戦錬
磨のエンターティナートランペッター鈴木正晃さんでホットな演奏をお届け
します。まさに血湧き肉躍る演奏がお楽しみいただけます。皆様のお越し
をお待ち申し上げます。

信州“森の音楽家”サマーライブ2015
今年もしろくま楽団を中心に楽しい音楽を演奏します
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦drs、髙橋康廣sx/fl/oca

31 金 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、今関和彦drs
1 土 木﨑pf、三浦bs、今関drs
2 日 木﨑pf、三浦bs、今関drs、宮崎正秀bs、鈴木正晃tp
3 月 しろくま楽団＋鈴木tp
4 火 しろくま楽団＋鈴木tp、堀内実智代vo
5 水 しろくま楽団＋鈴木tp、内田光昭tb、山﨑さと子vo
6 木 しろくま楽団＋内田tb、山﨑さと子vo
7 金 しろくま楽団＋内田tb、山﨑さと子vo
8 土 甲能正隆 ソロピアノ
9 日 甲能正隆 ソロピアノ
10 月 リメンバーズ 白樺湖花火大会

小林新作key、小林航太朗bs、谷殿明良tp、中島あきはasx、
岡田義満tsx、中島香里vib、北島佳乃子pf、橋詰大智drs

11 火 リメンバーズ 女神湖花火大会 姫木まつり
12 水 リメンバーズ 東御市花市（しろくま楽団）
13 木 しろくま楽団＋鈴木tp、沢田千果vo
14 金 しろくま楽団＋鈴木tp、沢田千果vo

8月１６日（日）「コンドルは飛んでいく」フォルクローレの楽しみ
平塚市中央公民館大ホール 14時～ チケット：2000円

出演：塩満友紀(ｱﾙﾊﾟ)、カチョ・カルドーソ(ｷﾞﾀｰ)
バナナモンキーズ(ﾌｫﾙｸﾛｰﾚ楽団)

主催：（公財）平塚市まちづくり財団 予約：0463-32-2237 文化事業課
花祭り、ラ・バンバ、ジャガイモの花の咲くころ、コーヒールンバ、コンドルは飛んでいく ほか （予定曲です）

塩満友紀（しおみつゆき）アルパ奏者 第 9 回全日本アルパコンクールに参加し、金賞、パ
ラグアイ大使賞受賞。2010 年・2014 年にパラグアイ共和国へ短期留学。パラグアイ・アス
ンシオンで開催された第 8回世界アルパフェスティバルにて日本代表として演奏。
男性にも負けない力強い演奏を得意とし、アルパの裾野を広げるため活動している。

★しろくまと行く信州蓼科の旅 9月26日（土）～27日（日） 参加者を募集しています
第18回小津安二郎記念蓼科高原映画祭参加 しろくま楽団ライブと映画音楽コンサートに参加します 行きと帰りには観光をします

★しろくま楽団秋期巡礼のお知らせ：9月29日～10月10日中国・九州地方、11月10日～11月19日四国地方 ただ今計画中です


