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湘南ジャズフェスティバル 平塚コンサート 塩川ゆう子 ・ しろくま楽団 7月10日
ホテルサンライフガーデン グランドヴィクトリア チャペルにて

昨年は手に包帯をして歌った塩川さん、心配しましたが今年は大丈夫でした。いつもながら飄々とした歌いっぷりの
塩川さんは楽しいなあと思えるステージでした。お客様も大いに楽しんでいただけたようでした。

平塚 ご近所ライブ あねらカフェ しろくま楽団ライブ 7月13日真っ昼間ライブ

「あねらカフェ」は筆者の家から 50m
くらいのご近所です。オープンして 2
年なのだそうですがお店の存在は知り
ませんでした。同じ町内に住む信者の
方からやってほしいとのリクエストで
二つ返事で開催が決まりました。演奏
時は 25 人くらいの小さなお店ですが地
域の皆さんが集い大いに楽しんでいた
だけました。高齢のお客様がほとんど
でしたが昼間ならではの明るい感じで、
再演を望む声も多く出ました。クリス
マスライブあるかも！ 12 月 6 日かな。

長野県東御市田中 花市ジャズコンサート 2002年からもう15年！ 毎年8月12日です

お盆の花市です。この場所で
演奏を開始したのは 2002 年でち
ょうど 15 年です。2002 年のメ
ンバーは木﨑二朗 pf、小林新作
bs、坂田稔 ds、大山日出男 asx、
増田裕一 asx、鈴木正晃 tp、沢田
千果 vo でした。夕食のウナ丼は
このときからなので 8 月 12日は
ウナギの日です。まだ東御市に
なる前の東部町でした。
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ジャズ in 小田原 髙橋康廣sx 森下純子vo 8月7日 澤地自動車ショールーム

今回はジャズ曲中心で演奏しました。ビバップのホットな曲です。森下さんの歌もよかったしダンスに興じるお客様もいらっしゃ
って終始和やかな雰囲気でした。

鎌倉山のホームコンサートで演奏しました 8月6日 鎌倉山茶房にて

個人主催のお楽しみ会です。写真の他に歌が 2名、弾き語りが 1名、玉すだれの芸などもあって楽しいひとときでした。

信州 レストラン森の音楽家のＪＷＳライブ 7/30～8/14

出演期間中は長門牧場の野外コンサート、別荘地のおまつり、デイサービスなど出張演奏しました。
参加者は木﨑二朗pf、三浦哲男bs、髙橋康廣sx/fl/oca、向里直樹gt、内田光昭tb、鈴木正晃tp、宮崎正秀bs、今関和彦drs、石井

隆dr、山﨑さと子vo、沢田千果vo、甲能正隆ソロピアノ、小林新作グループ、滝沢健一pf、野中吟治bs、堀内実智代vo、中島香里vib、
中島あきはasx、北島佳之子pf、小林航太朗bs、濱田省吾dr、小林新作bs、ナミvo このほか宮崎たかこご夫婦、森秀樹、池田圭一さん
など参加していただきました。オーナーのお孫さんのひろとくん（小学二年生）のドラムも成長が見られて良かったです。



ＪＷＳ月例セッション 259回（7月24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ＪＷＳ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。7月はギターの向里直樹さんが参加して下さいました。
参加を希望される方はどんなジャンルでも大歓迎です。 9月は18日（日）、10月は10日（月・休）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

9月10日(土)最乗寺JAZZ しろくま楽団コンサート 17時～ 9月24日（土）しろくま３＋橋詰大智ﾄﾞﾗﾑｽ 2500円
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、鈴木正晃tp 2500円 上田市「じねんや糸川」にて 18時開場 19時開演
南足柄市大雄山最乗寺境内での野外 木﨑、三浦、髙橋 飲食の持ち込み自由！
ジャズコンサートです
（雨天時屋内） 駐車場あります 日本のロケット開祖、糸川英夫さんの
僧侶の声明とコラボする予定もありま 住んでおられた古民家です。ドラムは
す。深山の幽玄なサウンドが楽しめま 信州期待の橋詰大智さんです。
す。是非この機会に！ 申込：080-8117-6400 じねんや
申込：六耀社090-4526-4629 喫茶じねんや糸川 上田市生田茂沢75

10月25日(火)しろくま３ 国際音楽の日 洋館サロンコンサート 10月28日(金)足柄山万葉うどん しろくま楽団コンサート
平塚市八幡山の洋館 初出演！ 久々の全員集合！ 3000円(うどん付)
13時スタート ２０００円茶菓付 木﨑、三浦、長谷川明彦dr、髙橋
シロクマワールド！出演：木﨑二朗pf、 会場は「万葉うどん」南足柄市矢倉沢
三浦哲男bs、髙橋康廣sx/fl/oca 3000円（終了後に名物のおうどんを皆
申込090-4526-4629ろくよう 様とご一緒にいただきます） 19時～

申込：六耀社090-4526-4629



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 9/8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

９月 特記なしは２０時スタート
3（土）茅ヶ崎ハスキーズ16:00開演 山田拓児as)阿部大輔g)津川久里子b)二本松義史ds)前売￥3000 予約0467-88-1811

１０(土)最乗寺JAZZ しろくま楽団コンサート 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、鈴木正晃tp 2500円 17時～
南足柄市大雄山最乗寺境内での野外ジャズコンサートです 雨天時は屋内になります 駐車場あります
僧侶の声明とコラボする予定もあります。深山の幽玄なサウンドが楽しめます。是非この機会に！

１８（日)ＪＷＳ261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

第19回小津安二郎記念 蓼科高原映画祭プレイベント しろくま楽団ジャズライブ（ドラムは長野出身の橋詰大智さん）

23（金）茅野市ピアノマン 18時30分開場 19時開演 2000円1ドリンク付き 本格的なライブハウスです
ピアノマン：茅野駅前ベルビア1F 茅野市ちの3502-1 申込0266-78-6922ピアノマン

第19回小津安二郎記念 蓼科高原映画祭 しろくま楽団映画音楽コンサート（ドラムは長野出身の橋詰大智さん）

24（土）茅野市新星劇場 13時30分開演 800円前売 1000円当日 前売りの申込は0266-67-4150ピラタス
新星劇場：茅野駅甲府側踏切脇前 茅野市仲町9-15 0266-72-2310

２４（土）上田市 じねんや糸川 18時開場 19時開演 2500円 飲食の持ち込み自由！ (コーヒーの注文は300円)
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。以前は丸子町でした。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。
ドラムは信州期待の橋詰大智さんです。 オカリナの音もすてきですよ！危険なシロクマのトークもいいかも。
申込：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

29(木)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 090-4526-4629ろくよう
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（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！
１０月 特記なしは２０時スタート

１（土）津田佳世子ﾊｰﾓﾆｶコンサート 厚木市文化会館小ホール 14時開演 前売り2500円 当日2800円
ゲスト：オジョイメイトリオ（大矢博文、吉田俊輔） 木﨑二朗pf 申込090-8948-6333津田

2（日）茅ヶ崎ハスキーズ15:30～吉本ひとみvo)二村希一pf)河原秀夫b)田鹿雅裕(ds)￥3000予約090-2314-8690イシイ企画
９（日）湘南ひらつか囲碁まつり・ジャック天野率いるデキシーランドジャズバンドの演奏が楽しめます。
９（日）しろくま楽団・国士舘大学でレクチャーコンサート（教員養成課程の学生が対象です。ぴったしな企画です）
１０（月休)ＪＷＳ262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

しろくま楽団中国・九州巡礼10月15日～22日（現地での活動予定日です） 九州No1ドラマー中村健さん参加です
ドラムの中村健さんが参加することになりました。ライオンキングなどでの活躍もある名実ともにすばらしい方です。

15日(土)山口県下松市「ギャラリー華のうつわ」にてヴォーカル教室発表会（昼間）
16日（日）下松市阿部クリニックにて院内コンサート 19日（水）都城市ドルシー 20日（木）鹿児島市カフェ茫洋
22日（土）鹿児島県肝付町：地域の行事に出演（昼間）

２５(火)しろくま楽団 ＪＷＳ国際音楽の日 洋館サロンコンサート 平塚市八幡山の洋館 13時スタート ２０００円茶菓付
シロクマワールド！ 出演：木﨑二朗pf、三浦哲男bs、髙橋康廣sx/fl/oca 申込090-4526-4629ろくよう

２８(金)足柄山万葉うどん しろくま楽団コンサート 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca
万葉うどん 南足柄市矢倉沢 3000円（終了後に名物のおうどんを皆様とご一緒にいただきます） 19時～
１１月 特記なしは２０時スタート

13（日）しろくま楽団 北山整形ロビーコンサート 木﨑・三浦・長谷川・高橋 14:00～問い合わせ0463-32-6020午前中
14日～21日 しろくま楽団四国巡礼 ピアノ・ベース・サックスのトリオで巡礼 （現地での活動予定日です）
17日中岡慎太郎墓前祭 藤村製糸コンサート 21日徳島市ギャラリー花杏豆

23（水祝日）伊那市ジャズフェスティバル 伊那市いなっせ 14時開演 しろくま楽団 ほか地域のグループ
大人1000円 高校生以下500円 チケットは伊那市生涯学習センター事務室（いなっせビル5階）TEL．0265-78-5801

27（日)ＪＷＳ263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

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


