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しろくま楽団の巡礼活動 7月13日～16日 高知県奈半利町・香美市・北川村

7月の巡礼は高知
県東部の奈半利町
を中心に行ってきま
した。天候にも恵ま
れ地域の皆さんとの
交流を深めることが
できました。

巡礼の初日7月13日土曜日は
高知県奈半利町の子ども食堂
におじゃましました。子ども食
堂は地域の皆さんと高知市内
の大学のボランティアグルー
プで運営されている「あったか
塾」の一環の活動です。この
日は普段の学習活動などに加
えてしろくま楽団の演奏を楽し
んでいただきました。演奏終了
後は参加者全員でお昼ごはん
をいただきました。

13日奈半利愛光園にて 13日奈半利レストラントンノにて 14日奈半利町民会館ファミリーコンサート

（左）15日北川村柚子の郷にて 毎年おじゃましています
（下中）15日香美市香北町香美市役所香北支所ホールにて 毎年
おじゃましている限界集落シリーズの番外編です。とても大勢の方に
楽しんでいただけました。有名なアンパンマンミュージアムのすぐそ
ばです。会場のそばにはアンパンマン図書館もありました！
（下右）16日奈半利町ヘルシーケアなはりにて 毎度おなじみの施
設です。みなさん元気で明るい！
＊旅の楽しみは何と言っても食事です！安芸市漁港の中にあるしら
す食堂のしらす丼と北川村のらーめんいごっそはお勧めです。
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第295回7月21日、296回8月25日 ＪＷＳアマチュアセッション 平塚市音楽スペース パル

ＪＷＳアマチュアセッションは今年の12月で300回目を迎えま
す。休まず毎月やって来ましたので25年ですね。当初はジャズ
の演奏だけでしたが、後半は幅広い音楽に加え読み語りやト
ークなどの表現活動も含めるようになりました。人前で何か表
現するのは勇気がいりますが慣れてくると楽しくなり向上心も
生まれてきます。このような活動が日々の生活に潤いや活力
を生むことは確かなようです。是非ご一緒に楽しみましょう。月
例で平塚音楽スペースパルで開催しています。

上記以外の月例活動をご紹介します 八幡山の洋館ピアノコンサート・アゼリアの歌声カフェ

八幡山の洋館は平塚市役所そばにある文化財的な建物です。ここの広間で月例でピアノコンサートをひらいています。主にリク
エストにお応えするかたちの演奏会です。歌声カフェは伊勢原市のレストランで開催。幅広いジャンルの曲を歌っています。



恒例の信州ライブ レストラン森の音楽家サマーライブ 20年目 8/3～17

デイサービスにも訪問演奏しました 8月15日茅野市 こちらは11年目！

蓼科横谷温泉旅館ロビーコンサート 8月1日2日茅野市 12年目です！

横谷温泉のロビーコンサートは毎日やっ
ていて、はや4900回を越えたそうです。お
客様へのサービスですがすごいですね。
次回のしろくま楽団としての出演は12月30
日31日で恒例です。その間は個人的にソ
ロ演奏を毎月やっています。9月は5日6
日、10月は8日9日の予定です。お仕事で
はなく湯治ライブです。同様に群馬の万座
温泉でもソロを継続中です。10月は16日17
日、11月は27日28日です。こちらも湯治！
正月2日と3日はしろくま楽団です。

田中の花市野外ジャズライブ 8月12日東御市 18年目です！
このイベントに関
わってもう18年目
になりました。東
御市になる前から
のお付き合いで
す。演奏前のうな
丼が美味で私たち
は8月12日の花市
をうなぎの日と呼
んでいるほどで
す。

おすすめライブです 是非お出かけください ！
9月23日（月・秋分の日） JAZZ in 小田原 木﨑トリオ＋ほんごさとこvo：ボーカルを愉しもう 19時 3000円
申込：六耀社090-4526-4629 ワインほかドリンクはフリー 飲食持ち込み自由（お好きなものをどうぞ）
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、ほんごさとこvo（ジャズボーカル大賞新人賞受賞の実力派です）
会場：澤地自動車ショールーム（小田原市東町1-2-27 0465-30-1555） 広々とした素敵なサロンです。

楽しい時間を皆様とご一緒に過ごしましょう。フリードリンクはワイン、コーヒー、ジャスミン茶です。

10月4日(金)足柄山・万葉うどん しろくま楽団ライブ 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca 19時～3000円
南足柄市矢倉沢地蔵堂前 演奏終了後に名物のうどんを食べていただきます 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月２８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 FaceBookは木崎二朗で検索
９月

29(日)ＪＷＳ297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） 問い合わせ 090-8175-5016木﨑
ホストバンド木﨑二朗pf、宮崎正秀bs、修行潔ds 飲み物やお菓子なども用意してあります
参加費は演奏やパフォーマンスをされる方は1500円。（学生は1000円） その他聞くだけなら1000円です。月例です。
１０月

3(木)しろくまの洋館サロンコンサート 14時～ 平塚市八幡山の洋館 第一会議室 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。しろくまのピアノソロでリクエスト中心のいろいろな音楽を楽しんでいただきます。月例です。

3(木)小田原ライブラウンジ 「スパッツ」 小林新作bs、木﨑二朗pf、柳川達夫dr 19:30～ チャージ800円 食事もお酒も！
0465-20-2421 小田原市栄町2-4-3 小田原ターミナルホテルB1F 小田原駅[東口]から徒歩約2分

4(金)足柄山・万葉うどん しろくま楽団ライブ 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca 19時～ 3000円
南足柄市矢倉沢地蔵堂前 終了後名物のうどんを頂きます 申込：六耀社090-4526-4629

８（火）９（水）蓼科横谷温泉旅館 しろくまソロピアノ ロビーコンサート 20時～21時 無料 0266-67-2080
13（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 13時マーチング、15時演奏
16(水)と17(木)万座温泉日進館 しろくまソロピアノ ロビーコンサート 20時～ ０２７９－９７－３１３１
変更！20(日)ＪＷＳ298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
24(木)伊勢原レストラン「アゼリア」 しろくまの歌声カフェ 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いただ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東海大学病院のすぐ下にあります。伊勢原市民文化会館の北側国道246号線沿いマクドナルドのならびで
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。月例です。

25(金)・26(土)車山プチホテル「花南」にて しろくまソロ＋齋藤和代vo 1泊2食付き 11000円～ 問合せ 0266-68-2077
１１月

1(金)しろくまの洋館サロンコンサート 14時～ 平塚市八幡山の洋館 第一会議室 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。しろくまのピアノソロでリクエスト中心のいろいろな音楽を楽しんでいただきます。月例です。

4（月・休日）宮崎たか子・宮崎眞行 with しろくま４ 収穫祭コンサート 横浜伊勢佐木町・梟の唄にて
６（水）７（木）蓼科横谷温泉旅館 しろくまソロピアノ ロビーコンサート 20時～21時 無料 0266-67-2080
8（金）～19（火）しろくま楽団巡礼 四国・中国・方面を予定しています 木﨑、三浦、長谷川、髙橋
10（日）高松市廣瀬医院：健康感謝祭 夜：高知でパーティ 11（月）高知県こども園なはり・ヘルシーケアなはり
12（火）広島市可部 かしわや入江 13（水）津和野 レストラン田舎もん １４（木）津和野希翔会・シルバーリーフつわの
15(金)福山六方学園 16（土）下松 阿部クリニック １７（日）米子和鋼博物館内 １８（月）徳島ギャラリー花杏豆

20(水)伊勢原レストラン「アゼリア」 しろくまの歌声カフェ 14時～16時 会場：0463-93-9818 1500円
22(金)上田市じねんや糸川 しろくま楽団ライブ 木﨑pf、三浦bs、長谷川dr、髙橋sx/fl/oca 19時～ 2500円
上田市生田茂沢75 信州国際音楽村近く 080-8117-6400 申込：じねんや or 木﨑０９０-８１７５-５０１６

23（土）伊那市ジャズフェスティバル しろくま楽団・伊那ビッグバンド・信州大・伊那中学校 伊那市いなっせにて1000円
24(日)ＪＷＳ299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
26(火)小田原ライブラウンジ 「スパッツ」 木﨑二朗pf、小林新作bs、柳川達夫dr 19:30～ チャージ800円 食事もお酒も！

0465-20-2421 小田原市栄町2-4-3 小田原ターミナルホテルB1F 小田原駅[東口]から徒歩約2分

27(水)と28(木)万座温泉日進館 しろくまソロピアノ ロビーコンサート 20時～ ０２７９－９７－３１３１
１２月

1（日）～2（月）恒例のしろくま楽団と行く「リンゴ狩りとライブを楽しむ」ツアー リンゴは南信州中川村のフジです
宿泊は久しぶりに大鹿村の赤石荘です！ しろくま楽団の宴会風お座敷ライブも楽しめます
参加費：22000円（交通費と1泊二食） どなたでも参加できます 申込・問合せは090-8175-5016 木﨑まで

8（日） JAZZ in 小田原 しろくま楽団クリスマスライブ with 森下純子vo 19時 3000円
申込：六耀社090-4526-4629 ワインほかドリンクはフリー 飲食持ち込み自由（お好きなものをどうぞ）
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
会場：澤地自動車ショールーム（小田原市東町1-2-27 0465-30-1555） 広々とした素敵なサロンです。

楽しい時間を皆様とご一緒に過ごしましょう。フリードリンクはワイン、コーヒー、ジャスミン茶です。

16(月)万座温泉日進館 しろくまソロピアノ ロビーコンサート 20時～ ０２７９－９７－３１３１



19（木）津田佳世子ハーモニカソロコンサート 13時開演 厚木市文化会館集会室 予約2500円
出演:津田佳世子harm、木﨑二朗pf 問：090-8948-6333津田

21（土）平塚ウィンドオーケストラ34回クリスマスコンサート 平塚市中央公民館大ホールにて 700円 指揮：木﨑二朗
22(日)ＪＷＳ300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
３０（月）３１（火）年末恒例蓼科横谷温泉旅館 しろくま楽団ロビーコンサート 20時～21時 無料0266-67-2080
31(火）しろくま楽団のカウントダウンライブ 未定

1月

１（水）長野：レストラン森の音楽家ニューイヤーライブ しろくま楽団 19時30分～500円 0268-69-2971森の音楽家
２（木）～3(金）群馬：万座温泉日進館ロビーコンサート しろくま楽団 20時～ 無料 ０２７９－９７－３１３１

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

しろくま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

しろくま楽団は生の音楽の楽しさやすばらしさをあらゆる年齢層・あらゆる地域の皆さんに楽しんでいただきたいとの願いを込
めて活動しています。ポップスやジャズは言うまでもなく童謡や懐かしい唱歌・歌謡曲などもお客様の要望で演奏しています。
平塚市内を始め岩手から鹿児島へ、こども園やデイサービス、スクールコンサートなどから依頼を受けています。

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


