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湘南ひらつかジャズフェスティバル 立ち見の盛会でした！ 5月15日 平塚市中央公民館にて

平塚ウィンドオーケストラの演奏 ドラムはスヤステツジさん ウィンドオーケストラの演奏とNKダンスラボラトリーの皆さん

神奈川大学平塚キャンパスジャズ研のみなさん この日のために編成されたビッグバンド

今年の湘南ひらつかジャズフェスは10年目を迎えて今ま
で以上に盛り上がりを見せました。天候にも恵まれ、入場者
数はのべ783名と大入りになりました。一時は立ち見も出て
市民の関心の高さを伺うことができました。
このジャズフェスの特色はプロの演奏を聞くのではなく日

頃ジャズに親しんでいる市民の皆さんが主役になっている
点です。さらにジャズの演奏形態でない吹奏楽とかダンスな
どがそれぞれジャズ音楽に取り組むという点です。
昨年出演された方の成長を感じることもできましたし、学

生さんのフレッシュな感覚のジャズもなかなか楽しかったで
す。来年もこの企画を続けていきます。

ボーカルの皆さん 司会の小林新作さんはピアニカで参戦

ビッグバンド 夢の響宴 ＴＮスウィングジャズオーケストラ ＆ キャロル山崎
こちらも全席完売 すごいです！ 6月12日 平塚市中央公民館大ホール

TNスウィングのメンバーは業界きっての名プ
レーヤーばかりでアンサンブルやソロもすばら
しかったです。プロの演奏するグレン・ミラーは
最高です。Ｂ・グッドマン、Ｔ・ドーシー、Ｃ・ベイ
シー、Ｄ・エリントンなど誰でも耳にしたことのあ
る曲ばかりを集めた名曲コンサートでした。ボ
ーカルのキャロルさんも日本ジャズボーカル大
賞受賞者の名にふさわしいダイナミックな歌唱
でした。トランペットの岸さんやしろくま楽団の
髙橋さんもすばらしかったです。
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《ビッグバンド夢の響宴》 プログラムです まさにスウィングミュージック特集です

演奏：Ｔ.Ｎ.スウィングジャズオーケストラ ボーカル：キャロル山崎 司会：木﨑二朗

第１部
1．Little Brown Jug 茶色の小瓶
2．In The Mood インザムード
3．I Know Why アイノウホワイ
4．Moonlight Serenade ムーンライトセレナーデ
5．Chattanooga Choo Choo チャタヌーガチューチュー
6．A String of Pearls 真珠の首飾り
7．The Lady Is A Tramp レディーは気まぐれ
8．Tennessee Waltz テネシーワルツ
9．Lover Come Back To Me 恋人よ我に帰れ

リーダー・ドラムス：
稲垣貴庸（いながきよしのぶ）

トランペット：
1st 岸 義和（きしよしかず）
2nd 浦田雄揮（うらたゆうき）
3rd 上石 統（うえいしおさむ）
4th 高瀬龍一（たかせりゅういち）

ピアノ：田中和音（たなかかずね） ベース：小高正志（おだかまさし）

ジャズ in 小田原 向里直樹gt 森下純子vo 5月8日 澤地自動車ショールーム

今回のゲストはギターの向里直樹さんで、カスタムメイドのお気に入りギターでベンチャーズでおなじみの「ウォークドントラン」や
「キャラバン」などゴキゲンな演奏でした。ボーカルは地元の森下純子さんで、カーペンターズの歌が得意で声もカレンそっくりなし
ゃがれたハスキーがとてもよい感じでした。飲食の持ち込みも自由なので皆さん思い思いに勝手に楽しんでおられます。
会場は澤地自動車さんのショールームで、普段はローバーや鈴木の軽など4台が展示されています。演奏前に車を外に出して

テーブルや椅子を並べます。グランドピアノは私物の楽器を置かせてもらってあります。
次回は8月7日（日）ホットジャズを中心に演奏します。ゲストは髙橋康廣sx/fl/ocaさんです。 申込：六耀社090-4526-4629

しろくま洋館サロンコンサート（月例） 5月27日 平塚八幡山の洋館 平塚市役所そ
ばの八幡山のサ
ロンにはよいピア
ノがあり、ピアノの
演奏を聞いて頂
くことが中心の会
です。もちろん皆
様のリクエストを
中心にやってい
ます。 7月は2 9
日、8月は31日で
す。

しろくまの歌声カフェ（月例） ６月１８日 伊勢原レストランアゼリアにて 伊勢原市役所・東海大学病院至近のこちらも月例
で楽しく歌う会です。飛び入りの演奏などもあります。
7月は15日、8月は26日です。申込：六耀社090-4526-4629

第２部
1．Sing Sing Sing シングシングシング
2．Let's Dance レッツダンス
3．It's Been A Long、Long Time お久しぶりね

ソロ：tp岸 義和、Tsax高橋康廣
4．I'm Getting Sentimental Over You センチになって

ソロ：tb鍵和田道男
5．I Can't Stop Lovｉng You 愛さずにいられない
6．April in Paris 四月のパリ
7．Strangers In The Night 夜のストレンジャー
8．Sway（Quien sera） スウェイ（キエンセラ）
9．Take The A Train A列車でいこう
アンコール：スウィングがなけりゃ意味ないよ

トロンボーン：
1st 鍵和田道男（かぎわだみちお）
2nd 池田雅明（いけだまさあき）
3rd 高井天音(たかいあまね)
4th 堂本雅樹（どうもとまさき）

サックス：
1stAlt・Cla 澤田一範（さわだかずのり）
2ndTen 高橋康廣（たかはしやすひろ）
3rdAlt・Cla 土井徳浩（どいとくひろ）
4thTen 伴田 裕（はんだゆたか）
5thBar 宮木謙介（みやきけんすけ）



ＪＷＳ月例セッション 257回（5月22日）、258回(6月19日) 平塚市紅谷町 音楽スペースパルにて

皆さんに少しずつでも人前で演奏や歌を楽しむことの喜びを感じていただけるようにいろいろなことを学習していただくのがこのＪ
ＷＳアマチュアセッションです。お互いがカラオケのような無機的で一方通行にならないようにしています。この会はそのような研鑽
の場といえます。時にはプロ活動をされているミュージシャンが来て一緒に演奏したりします。5月はベースの三浦哲男さん、6月は
ドラムのスヤステツジさんがサポートで参加してくださいました。月に1回のペースですがもう21年を経過し、立派に巣立っていった
方も多いと思います。参加を希望される方はどんなジャンルでも大歓迎です。 7月は24日、8月は28日の予定です。
初めて参加される方で不明な点がある場合はご連絡ください。 090-8175-5016木﨑二朗

信州蓼科で涼しい夏のライブを楽しみませんか 恒例の東御市東部町 花市野外ジャズライブ
今年も恒例の森の音楽家ライブを開催します 8月12日（金）18:30～ 花岡さん前で 無料！

7月30日（土）～8月14日（日）連夜開催 19:30～22:00
長野県小県郡長和町姫木平 エコーバレースキー場下
レストラン森の音楽家 0268-60-0135
飲食のほかにミュージックチャージを500円頂戴します
宿泊をご希望の方は木﨑までご連絡ください ご紹介します
090-8175-5016木﨑

主な出演者は

7/30～8/5しろくまグループ 南足柄市 大雄山最乗寺 秋のジャズコンサート
8/6.7甲能正隆ソロピアノ 9月10日（土）17:30～
8/8.9小林新作グループ 2500円 しろくま楽団
8/10.11しろくまグループ 福井の永平寺、鶴見の総持寺に次ぐ
8/12滝沢健一・堀内実智代vo 8/13.14しろくまグループ 格式のある曹洞宗のお寺です。境内に
今年も山崎さとこvo(8/3～5)、沢田千果vo(8/13･14)が参加 は多くの下駄が奉納されています。
詳細はレストランまたは木﨑までお問い合わせください 詳細はホームページまたは木﨑まで
ホームページやフェイスブックにも最新情報を掲載しています 問い合わせてください。
http://www.jws-net.com 皆様との再会を楽しみにしております 090-8175-5016木﨑



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 6月29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
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！ FaceBookは木崎二朗で検索

７月 特記なしは２０時スタート

１０(日)塩川ゆう子＆しろくま楽団 グランドヴィクトリア チャペルコンサート 19:00開演 3000円 前売り
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tsx・fl・oca

チケット申込みはＪＷＳライブ会場または電話で 六耀社090-4526-4629まで 当日は３５００円です

送迎バスの発着場所が変更になりました：七夕まつり期間中なので送迎バスは四ツ角交差点から茅ヶ崎寄り2つ目の
信号付近が発着所になります。毎時15分と45分に出発します。 http://www.jws-net.com/chapel.pdf

１3（水）ご近所ライブ アネラカフェ しろくま楽団ライブ 14時～ 平塚市すみれ平 3000円 1drつき 0463-68-2786
１５（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

ピアノとお話木﨑二朗pf コーヒーとお菓子を頂きながらのんびりと楽しく歌いましょう ピアノソロもいいよ！

２４（日)ＪＷＳ259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

２９(金)しろくまの洋館サロンコンサート 平塚市八幡山の洋館 14時～16時 1500円茶菓付 申込：六耀社090-4526-4629
平塚市の歴史的文化財の洋館です。しろくまのリクエスト中心ピアノソロやみんなで歌おうコーナーなど楽しいですよ。

３０（土）～8月14（日）長野小県郡（ちいさがたぐん） レストラン森の音楽家にて恒例のライブ 19:30～ 連夜開催
車山の北側 姫木平のすてきな環境でライブを楽しみましょう 0268-60-0135 チャージ500円！

31（日）平塚ウィンドオーケストラ 長門牧場ファミリーコンサート 11時と13時 レストラン前の原っぱで 無料
８月 特記なしは２０時スタート

７（日）JAZZ in 小田原 ホットジャズ特集 森下純子vo 19時から 3000円 申込：六耀社090-4526-4629
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、髙橋康廣sx/fl/oca ワインほかドリンクはフリー 飲食持ち込み自由

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、お茶（ホット＆アイス）です。
食べ物や飲み物の持ち込みも自由です。楽しい時間を皆様とご一緒に過ごしましょう。

１２（金）長野県東御市 花市コンサート 木﨑、三浦、長谷川、髙橋、鈴木、内田、沢田千果vo 18時 無料 花岡さん前で
１４（日）まで、長野県小県郡（ちいさがたぐん） レストラン森の音楽家にて恒例のライブ 連夜開催 19:30～ 500円
２６（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
２８（日)ＪＷＳ260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
３１(水)しろくまの洋館サロンコンサート 平塚市八幡山の洋館 14時～16時 1500円茶菓付 申込：六耀社090-4526-4629

９月 特記なしは２０時スタート

１０(土)南足柄市 大雄山最乗寺 しろくま楽団コンサート 木﨑、三浦、坂田稔ds、鈴木正晃tp 2500円 夕方～
２４(土)蓼科高原映画祭 しろくま楽団コンサート 13:00 茅野市新星劇場にて 後日詳細をお知らせします
しろくま楽団中国・九州（四国）巡礼10月12日～26日 15日(土)山口県下松市 22日（土）鹿児島県肝付町ほか
しろくま楽団四国巡礼 11月15日～22日 ＊訪問先は調整中です。ご要望があれば早めにご相談下さい。

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 木﨑二朗まで


