
ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 11月1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
１１月

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

9（土）～19（火）しろくま楽団巡礼 四国・中国方面 木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca
9（土）朝9時伊勢原駅に集合して出発 19時ころ高松に到着
10（日）午前：高松市廣瀬医院：健康感謝祭11:20無料です 夜：高知なはり駅イタリアンレストラン”トンノ”で 関係者のみ
11（月）午前：高知県”こども園なはり”恒例のしろくま楽団ライブ、午後：デイサービス”ヘルシーケアなはり”訪問演奏
12（火）広島市安佐北区可部”かしわや入江”19時 2500円1ﾄﾞﾘﾝｸ付 082-812-2028
13（水）津和野レストラン”田舎もん”19時3200円サンドイッチ＋1ﾄﾞﾘﾝｸ（追加ｱﾙｺｰﾙは100円！）0856-72-0246
14（木）午前：デーサービス”津和野希翔会”、午後：デイサービス”シルバーリーフつわの”無料で観覧できます・お声かけ下さい
15（金）午前：福山”六方学園”関係者 障がい者の生活しておられる施設に毎年春と秋に訪問しています
16（土）14時：下松”阿部クリニック ホスピスホール”14時 無料 0833-47-0001
17（日）昼間：”松江キャスパル”フードコートにて11時30分・14時30分 無料

夜：米子市”和鋼博物館内グランパ”にてディナーライブ18時5000円 090-8248-3516河本
18（月）徳島市”ギャラリー花杏豆”1000円飲食別0886-68-6465花杏豆 19（火）徳島～湘南へ

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
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。

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
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、小林新作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。

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～ MC800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

＊中止です 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
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

５(木)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～MC800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

6(金)しろくまソロ 伊東市川奈 川奈リゾートハウスにて 13:30～15:30 会費1500円 問合せ090-9348-1757加藤
8（日） JAZZ in 小田原 ジャズクリスマス 木﨑二朗４ 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） 広々とした素敵な会場です。

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(火)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
13(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２会議室1500円茶菓付 090-4526-4629ろくよう

14（土）森秀樹さんの歌を楽しむ会 平塚駅北口レストランサンタナ 12時～15時 ランチ（フリードリンク付）＋ライブ
森秀樹vo、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr 会費５000円 申込090-3479-4289森秀樹

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コンサート with 木﨑二朗pf 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
12月30日～1月3日 しろくま楽団：木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca 恒例、越年の旅
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

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
１３(月・祝)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１会議室1500円茶菓付 090-4526-4629ろくよう
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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 小田原市 澤地自動車ショールーム
ほんごさとこvo、木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds

ほんごさんは前回が2010年1月でしたから9年ぶりですね。すばらしい歌と大勢のお客様に囲まれての楽しいステージでした。
Jazz in 小田原、次回は12月8日（日） ジャズクリスマス 木﨑・三浦・坂田＋髙橋康廣sx/fl/oca＋森下純子voです！

10月4日(金) 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 足柄山・万葉うどん

足柄山の万葉うどんライブは毎年この時期に開催しています。古民家での演奏も風情があってすばらしいですが、ここでの楽し
みは何と言っても演奏後の手打ちうどんです。コントラバスに興味を持っている小学生のお姉ちゃんが聴きに来てくれました。最
近楽器と弓を入手し練習に明け暮れているというお話を聞きました。嬉しいことですね。

2019年
11月12月号



しろくま楽団スクールコンサート 10月8日 平塚市の小学校で
木﨑二朗pf、三浦哲男bs、坂田稔ds、髙橋康廣sx/fl/oca、鈴木正晃tp

低学年約300名、高学年約300名の児童の皆さんにライブを楽しんでいただきました。録音されたものでは味わえない生の演奏の
面白さが子どもたちにも伝わったと思います。当日はリトアニアからのお客様も参加されてとても盛り上がりました。
参考資料として記録音源がありますので開催の検討や興味のある方は木﨑までご連絡ください。記録ＣＤをお送りします。

ＪＷＳアマチュアセッション 第297回9月29日、298回10月20日 平塚市音楽スペース”パル”

月例で25年にわたって開催してきたこのセッション、当初はジャズ演奏に特化して行ってきましたが10年くらい前からジャンルを問
わず幅広いパフォーマンスを楽しむ会になってきました。とはいえ歌唱や演奏が中心で本格的なジャズに取り組んでいる方の参
加もあります。生演奏の伴奏で歌ったり演奏することは日常では味わえない刺激的なものがあります。今後もこのような活動を続
けていきたいと思っています。来る12月22日は300回目の記念となる回なのでこの会が目指していたジャズの演奏を含め記念
になるような一日としたいと思っています。



しろくま（木﨑二朗pf）のソロ活動
一人だけの演奏活動は健康や気持ちの向上に繋がりますので積極的にやっています。
ピアノのソロですが演奏会場にピアノが無い場所や調律ができていない場合も多いので、
電子ピアノを携行して、どこでも問題なく演奏できるようにしています。
ソロの場合は自身のレパートリイを自由に演奏できるところが楽しいです。バンドではその
ようには行かないのが普通です。
現在ピアノ演奏をしている場所は、平塚市八幡山の洋館での音楽会、長野県蓼科の横谷温
泉旅館ロビーコンサート、群馬県万座温泉日進館のロビーコンサートなどで月例です。このほ
かホームコンサートでの演奏依頼も多いです。12月は伊豆の伊東市でソロライブをします。ご
要望があればどこへでも伺います。右の写真は10月25日26日の長野県車山高原”プチホ
テル花南”での様子です。ピアノソロとボーカルのステージでした。

平塚市八幡山の洋館（月例） 蓼科横谷温泉旅館（月例） 万座日進館（月例）

このほかピアノ＋ハーモニカで12月19日ハーモニカの津田佳世子さんと厚木市文化会
館でジョイントします。毎年継続してやっています。クラシックから演歌まで、おしゃべり
も楽しい佳世ちゃんとのライブです。
また小田原駅前のスパッツでピアノトリオ（木﨑二朗、
小林新作bs、柳川達夫dr）もほぼ月例です。このメンバ
ーはしろくま楽団の三浦哲男bs・坂田稔dsさんに継ぐ
長いお付き合いで気心知れた仲間の楽しい演奏を心
がけています。スパッツは食事もお酒も楽しめる明る
いパブです。ミュージックチャージも800円ですので気
楽に来店していただけます。

おすすめライブ 問合せ申込は090-8175-5016 木﨑までお願いします
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 糸川英夫さんが愛した古民家でのライブです
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 しろくま楽団がずっと関わっている音楽祭
12月1（日）長野県下伊那郡大鹿村”赤石荘”でしろくま楽団のお座敷ライブをします 無料です ご希望の方はご一報下さい 温泉がすばらしいです ぜひ！
12月５(木)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～MC800円 食事もお酒も！お気楽に参加していただけます 駅のそば
12月6(金)しろくまソロ 伊東市川奈 川奈リゾートハウスにて 13:30～15:30 会費1500円 問合せ090-9348-1757加藤 リクエスト歓迎の楽しい会です
12月8（日） JAZZ in 小田原 ジャズクリスマス 木﨑二朗４ with 森下純子vo 19時 3000円 髙橋康廣さんのテナーサックスがとっても素敵です

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


