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11月13日(日)平塚市北山整形ロビーコンサート しろくま楽団ｊａｚｚコンサート 木﨑、三浦、長谷川、高橋 6年目です

平塚市の郊外にある病院でのロビーコンサートは2011年から毎年継続して6年目になりました。患者さんや地域の方をお迎え
してのアットホームな雰囲気で楽しい演奏会です。休憩のティータイムはお楽しみの一つです。

11月23日（水）伊那市ジャズフェスティバル出演 しろくま楽団＋沢田千果vo 2008年から毎年参加しています！
伊那市のジャズフェスティバルは2008年に始まって今年は10年目になり

ます。当初は蓼科高校等のバンドとのジョイントが中心でしたがその後現在
のような地元中心のステージに変わりました。
しろくま楽団と地元のビッグバンドとの交流は2011年に始まりました。夏

の終わりからビッグバンドの練習に立ち会い、最近は安定した演奏が出来
るまでになりました。私はこのフェスティバルに最初から関わってきましたが
地元の団体を中心にしたプログラムは地域の文化を牽引するすばらしい考
え方だと思います。そういう中にしろくま楽団を毎回呼んでくださっていてと
ても嬉しく思っています。今年の出演は伊那中学校吹奏楽部、信州大学ジ
ャズ研究会、伊那ウィンドジャズオーケストラ、そしてしろくま楽団です。
演奏中の写真がなくて残念ですが閉会後のビッグバンドの皆さんとの打

ち上げの様子を掲載しました。これがあるからがんばれる？

11月25日(金)～26日（土）しろくま楽団と行く信州りんご狩りの旅 泊まりは赤石荘 日本のチロル下栗の里にも行きました

りんご狩りは毎年の恒例です。リンゴの樹は南信州松川のそば中川村にあります。しろくま楽団だけのリンゴの樹です。蜜の
たっぷり入ったふじです。宿泊は南アルプスのふもと、大鹿村小渋温泉赤石荘です。温泉もすばらしいけれどなんといっても季
節の食材や鹿肉などのジビエ料理がごきげんです。今回はしろくま楽団4名と毎回参加される信者様4名そして運転手の松井さ
んです。私も少し運転させてもらいましたよ。夜は宿屋の大広間で温泉ライブ。楽しくすごして温泉を堪能しました。
2日目は大鹿村から南下して下栗の里を訪ねました。ここは上村というエリアで急峻な山の斜面に人が暮らしているとても美し

い村です。以前は日本のチロルと言われていましたがここのところはマチュピチュだそうです。雲の上の暮らしでアルプスのパノ
ラマが楽しめる天国のような場所です。ここのいっ福さんという素朴な食堂でお昼を頂きました。本当に素朴でよかったです。

2017年もりんご狩りや温泉の旅を企画します。ご一緒して音楽や美味しい食事を楽しみましょう！
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11月14日～ しろくま楽団秋の巡礼パート2 津和野・高知・徳島 久しぶりに3人で巡礼

今回はドラムレスのトリオでの移動です。初日14日の津和野ではダンシングおばさんとトランペットの
参加で盛り上がりました。お客様には山の向こうの六日市から渡部さん広島から中野さんもいらっし
ゃってびっくりやら感激やら。やんちゃ林でモツ鍋を囲んでの打ち上げも楽しかった。

15日は高知に向けての移動日。津和野から小一時間の木部谷温泉松乃湯へ。ここのカレンダーがほしくて立ち寄るのです。
温泉したあとは六日市インターちかくの山賊砦で昼食。山賊焼きと大きなおむすびが人気です。

16日安田町 福祉施設 16日北川村 柚子の郷 17日香南市 のいち東幼稚園 17日北川村 中岡慎太郎墓前祭

18日奈半利幼稚園 18日ヘルシーケアなはり 18日御在所山のふもと香美市土佐山田町限界集落ライブ

19日北川村 モネの庭 モネの睡蓮を模した庭がすてきです 19日安田町ラポール 土佐高校有志の集い

20日奈半利町
【藤村製糸記念館】にて

かつては四国中の繭を集
めて質のよい生糸を生産
していた工場跡です。壁
面にたくさんある写真は従
業員たちを撮影したもの
でとても興味深いです。



一週間お世話になった宿舎で打
ち上げ。高知での演奏はこどもたち
や高齢者、そして限界集落のよう
な場所での演奏が中心です。まさ
に音楽の巡礼をしているわけです
がそういう私たちに宿舎を提供して
くださっている東さんに心からお礼
申しあげます。

旅はまだ続きます。奈半利から室戸岬を回って徳島の花杏豆というギャラリーでライブをしました。

21日は徳島でライブ。徳島市在住のドラマー大崎弘
一さんの参加でとても楽しく演奏ができました。
21日は徳島に宿泊して22日大阪の道頓堀に寄ってた
こ焼きや金龍ラーメンを楽しんで信州に向かいました。

恒例の旅、楽しいことも多いですが反省点も多々あ
ります。今回も終盤で体調を崩し結局風邪になってし
まい1ヶ月も不調でした。スケジュールや体調管理は旅
の重要なポイントです。自覚が足りないのかな。

ＪＷＳ月例セッション 263回（11月27日）264回（12月23日） 平塚市紅谷町 音楽スペースパルにて

12月18日（日）ジャズイン小田原 クリスマスライブ 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、髙橋康廣sx/fl/oca、森下純子vo
次回は2月12日（日）バレンタインコンサート：中屋啓之dr、鈴木正晃tpが出演します

このショールームにはランドローバーやミニなど4台が常時展示してありますがライブの日はミニを1台残して演奏会場に早変
わり。ダンススペースもあってそれぞれが楽しんでいただけるようになっています。



2017年 酉年 今年も『しろくま楽団』をよろしくお願いいたします
2016年も皆様に大変お世話になりました。心から御礼申しあげます。

2017年も地域の皆様に生の演奏を身近に手軽に楽しんでいただける活動を積極的に展開しますのでどうぞ
よろしくお願いいたします。
2016年末時点で予定もしくは決定されているしろくま楽団・しろくま個人が関わる大きな行事などをお知らせ

します。青色は決定している事業です。巡礼は当該地域の皆さんの要望で決定しますので未定部分はこれ
からの相談で決まります。

3月8日 津田佳世子harmコンサート 厚木市文化会館
4月14日前後に鹿児島・九州巡礼
4月下旬から連休にかけて中国・四国巡礼
5月14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
6月3日・4日 軽井沢や椿山荘にて創業祭の記念演奏
6月24日 平塚ウィンドオーケストラ33回定期演奏会 伊勢原市民文化会館
6月25日 JAZZ fot KIDS（仮称） 平塚市中央公民館
7月1日 伊那市 童謡の日コンサート
7月22日～23日 平塚ウィンドオーケストラ信州演奏会
7月29日～8月13日 信州森の音楽家サマーコンサート
8月6日 小松原舞踊団 フラメンコの集い（仮称） 平塚市中央公民館
9月下旬 蓼科高原映画祭賛助出演（予定）
9月下旬 紅玉リンゴ・赤そばバスツアー
10月1日 国際音楽の日記念コンサート
10月8日 湘南ひらつか囲碁まつり
10月28日前後に中国・四国巡礼
11月上旬 九州方面巡礼（時期はもっと早いかもしれません）
11月23日 伊那ジャズフェスティバル
11月下旬 りんご狩り
12月17日 平塚ウィンドオーケストラクリスマスコンサート 伊勢原市民文化会館

2018年2月24日 藤野ひろ子 オールディズコンサート（仮称）平塚市中央公民館

このほか月例のアマチュアセッション・歌声カフェ・洋館ソロコンサートは継続していきます。
しろくま楽団等の出演依頼は、六耀社090-4526-4629または090-8175-5016 木﨑までご連絡ください。

いろいろなところで演奏しました いつもしろくま楽団をご指名くださってありがとうございます！

12月2日 保育の日前夜祭・横浜 12月5日 企業の忘年会・海老名 12月16日 八幡山の洋館コンサート

12月6日 真っ昼間のジャズライブ ボーカルも参加して楽しく・平塚あねらカフェ 八幡山の洋館・冬のバラも可愛いです

左：12月10日 森秀樹voさんのワンマンライブ 大勢の親しい皆さん方が集ってくだ
さいました・平塚 中：伊勢原アゼリアの歌声カフェ 森秀樹voさんが歌のアシストを
してくれています。 右：横浜の宮崎たか子さんはアマチュアながら自作曲を含めた
発表会コンサートを毎年開催しています。一年かけて練習準備します。しろくまおよびしろくま楽団がアシストしています。



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 12月23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

１２月

30（金）～31(土）しろくま楽団（木﨑二朗pf、三浦哲男bs、髙橋康廣sx/fl/oca）蓼科横谷温泉ロビーコンサート
20時からロビーで行います 宿泊以外の方も自由に参加して頂けます 無料です！

１月

元旦(日)しろくま楽団 信州レストラン森の音楽家ニューイヤーライブ 19：30頃～ 0268-60-0135レストラン
13(金)しろくまの洋館サロンコンサート 14時～16時 平塚市八幡山の洋館

1500円茶菓付 申し込み・問い合わせ：090-4526-4629ろくよう
平塚市の歴史的文化財の洋館です。平塚駅北口から徒歩12分くらい。市役所の手前に

ある八幡神社の西隣です。グランドピアノのあるサロンが会場です。
しろくまのピアノソロやリクエスト、みんなで歌おうコーナーなど楽しいですよ

22（日)ＪＷＳ265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

27（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円茶菓付
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！
レストランアゼリアは伊勢原市東海大学病
院の入り口にあります。文化会館の北側国
道246号線沿いです。伊勢原駅からは徒歩
12分くらいです。チェーンレストランではな
いアットホームな雰囲気です。もちろん会の前後にお食事もできます。
２月

12（日）JAZZ in 小田原 バレンタインライブ 森下純子vo 19時から 3000円
ワインほかドリンクはフリー 飲食持ち込み自由 申込：六耀社090-4526-4629

木﨑二朗pf、三浦哲男bs、中屋啓之dr、鈴木正晃tp
会場：澤地自動車（小田原市東町1-2-27 0465-30-1555）

ショールームですがグランドピアノもあるすてきなサロンです。
フリードリンクはワイン、コーヒー、ジャスミン茶です。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。

14(火)しろくまの洋館サロンコンサート 14時～16時 平塚市八幡山の洋館 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

24（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！

26（日)ＪＷＳ266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
３月

８（水）津田佳世子ハーモニカコンサート with 木﨑二朗pf 厚木市文化会館集会室 13時開演
予約・前売り2000円 当日2500円 定員になり次第申込を終了します。申し込みはお早めにどうぞ。
申し込み・問い合わせ：090-8948-6333（津田音楽事務所）

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

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


