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まだまだ先の見えないコロナ禍の日々ですが巡礼を再開します！

11月８（日）～15（日）しろくま楽団 西日本巡礼 高知・広島・山口・島根・徳島
11月8日（日）湘南発 高知県奈半利町へ 四国巡礼の原点は奈半利（なはり）です
9（月）安芸市メリーガーデン ガーデンライブ 昼頃 0887-32-0650 無料・雨天中止

奈半利町ホームコンサート 関係者のみのお座敷ライブ
10（火）休養日 ＊ラーメンいごっそやシラス丼でリフレッシュ

11（水）広島県芸北町 ぞうさんカフェ 投げ銭&飲食オーダー 18:30スタート 投げ銭お願いします 20人限定
申込・問合せは080-6328-3582原田まで 初めての会場です。スキー場もあるので寒そうですが演奏はホットに！

12（木）（昼）広島電鉄草津駅近く、ハワイアンカフェ マアナ 1２時～ランチ1ﾄﾞﾘﾝｸ付1000円＋投げ銭 8人限定
ランチの後演奏になります。14:30には終了します。 申込・問合せは080-6328-3582原田まで

（夜）山口県光市 ジャズカフェ トリビュート 20:00スタート 2500円軽食付 0833-72-0098トリビュート
2012年4月以来8年ぶりです。しろくま楽団の楽しい演奏とアフターアワーズはセッションを予定しています。

13（金）島根県津和野町 田舎もん 19:00スタート 3200円サンドイッチ・ドリンク 20人限定 08567-2-0246田舎もん
津和野には春と秋に行っていますが恒例のデイサービスでの演奏はコロナで出来ないのが残念です。

14（土）徳島県徳島市 花杏豆 19:00スタート 1ﾄﾞﾘﾝｸ付1000円 ０８８-６６８-６４６５花杏豆
こちらも春と秋に寄り道させていただいています。徳島はジャズが盛んですがしろくま楽団は生演奏の魅力を伝道。

15（日）徳島から湘南へ 道頓堀に寄るか悩むところです 金龍ラーメンとタコ焼きは捨てがたい！

11月21（土）～23（月）しろくま楽団 長野巡礼 このツアーにはトランペットの鈴木正晃tpさんも参加します。

21（土）長野県長和町レストラン森の音楽家にてリハーサルセッション

２２（日）14th伊那ジャズフェスティバル 伊那市いなっせ６階ホールにて 小学6年生になったドラムの大翔くんも参加します
今回はコロナ対応で地域の吹奏楽・ビッグバンド・学生バンドの出演はありません。
13:30開場 14:00開演 一般1000円・大学生以下500円 0265-78-5801伊那市生涯学習センター

２３（月）上田市 じねんや糸川 上田市生田茂沢75-9 080-8117-6400 14時～ 2000円持込自由 お座敷ライブです
「日本のロケット開発の父」と呼ばれた糸川英夫博士（1922～1999）が. 晩年を過ごした旧丸子町（現上田市）
生田の糸川邸が喫茶店として糸川先生の命日にあたる平成25年2月21日にオープンしました。

11月30（月）～12月1（火）しろくま楽団と楽しむ信州りんご狩りと温泉ライブ ＪＷＳ恒例の親睦バスツアーです 参加費22000円
南信州松川でリンゴ狩りをします 今年は諏訪大社等の観光をして蓼科横谷温泉旅館に泊まります しろくま楽団ライブも！

12月30（水）31（木）蓼科横谷温泉旅館 しろくま楽団年越しロビーコンサート 20時～ 無料 0266-67-2080

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。東北から九州ま
で、保育園・幼稚園やデイサービス、スクールコンサートなどの依頼を受けています。お気軽にご相談下さい。

2020年
11月12月号



ＪＷＳアマチュアセッション 第308回（9月20日）～309回（10月18日） 平塚市 音楽スペース”パル”

9月20日はレギュラードラムを担当して下さっている修
行潔さんの誕生日でした。なので都まんじゅうをケー
キの代わりに！ 修行さんは神奈川大学平塚キャン
パスの学生時代からJWSのセッションやひらつかジャ
ズフェスティバルで活躍していただきました。これから
もよろしくお願いいたします。

平塚 八幡山の洋館 しろくまのピアノサロン
平塚八幡山の洋館での月例音楽会です。

映画音楽や懐かしい歌謡曲、ラテンやポップス
など皆さんのご要望に応えて演奏しています。
歌の仲間も参加して素敵な歌を歌って下さい
ます。主にグランドピアノのあるこちらの部屋で
開催しますがテーブルのある小さな部屋もあり
ます。12月15日（火）はささやかにクリスマスパ
ーティの感じでやりたいと思います。

伊勢原 レストラン アゼリアの歌声カフェ 月例で楽しい歌を中心に！



9月25日 しろくま楽団万葉うどんライブ

神奈川県箱根に近い足柄山山麓の万葉うどんでのライブです。長らく毎年秋に開催しています。演奏の後に皆さんでいただくうど
んがとても美味しいです。雨の多い季節なので心配しましたが今年は雨も無く会場を全面開放してコロナ対策も万全でした。

10月5日6日 しろくまのソロピアノ 蓼科横谷温泉旅館ロビーコンサート
コロナでずっと休止中だったロビーコ

ンサートが10月から再開されました。席
の間隔を広めにとってステージと席との
間にアクリルのパーテーションが置かれ
てありました。慣れていないせいもありま
すがとても違和感がありました。
しろくま楽団のバンド演奏は11月30日

と年末の30日と大晦日に恒例の年越し
演奏があります。バンドでの出演は久し
ぶりなのでとても楽しみです。

11月1日 ハロウィンコンサート 横浜伊勢佐木町 ふくろうの歌にて
横浜のご夫婦のコンサート

支援を2014年からやっていま
す。奥様はボーカルと作曲
を、旦那様はハーモニカとギ
ター、そして楽譜作成を担
当。バンドは木﨑二朗pf、宮
崎正秀bs、今関和彦drs、髙
橋康廣sx/flです。
コロナ対応をしっかりやって
楽しく演奏しました。

10月30日にリハーサルをしました。11月1日の本番は、ビニールのカーテンで仕切られていて、いつもと違う雰囲気になりました。

湘南ふじさわジャズミーティングvol.1 14th伊那ジャズフェスティバル 今年はしろくま楽団だけ！
11月7日（土）藤沢駅サンパール広場にて
しろくま楽団は11時10分から
ゲストの小野リサさんは19時15分から



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 11月５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木﨑

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

現在コロナ禍による中止や変更などで予定が変化しますので、
コンサートやライブ等に参加される場合は電話等でのご確認をお願いいたします。
ＪＷＳのホームページは右のQRコードでアクセスして下さい。

１１月
1(日)宮崎たか子 ハロウィンコンサート 横浜伊勢佐木町にて 宮崎たか子vo眞行harm with 木崎バンド

7(土)湘南藤沢ジャズミーティング しろくま楽団（木﨑pf、三浦bs、長谷川dr、髙橋sx/fl/oca）＋平田やす子vo
藤沢駅前サンパール広場にて開催 11:10～11:40 しろくま楽団を皮切りに19:15～19:55小野リサまで無料です

7（土）SPATS NIGHT in 報徳の杜（奉納ジャズライブ） 木﨑二朗pf・小林新作bs・柳川達夫dr 要予約 ＨＰから
17時開場18時開演 6000円２ドリンク・ｆｏｏｄ付き 小田原城址公園 報徳二宮神社内 TEL：0465-23-3246

８（日）～15（日）しろくま楽団 西日本巡礼 高知・広島・山口・島根・徳島 詳細は記事を参照して下さい
11月8日（日）湘南発 高知県奈半利町へ
9（月）安芸市メリーガーデン 昼頃ガーデンライブ 、 夜は奈半利町ホームコンサート（関係者） 10（火）奈半利町
11（水）広島県北広島町 演奏会場が「民宿かみおか」に変更になりました。問合せは080-6328-3582原田まで 18時開始
12（木）（昼）広島電鉄草津駅近く、ハワイアンカフェ マアナ 1２時～ランチ1ﾄﾞﾘﾝｸ付1000円＋投げ銭 8人限定

（夜）山口県光市 ジャズカフェ トリビュート 20:00スタート 2500円軽食付 0833-72-0098トリビュート
13（金）島根県津和野町 田舎もん 19:00スタート 3200円サンドイッチ・ドリンク 20人限定 08567-2-0246田舎もん
14（土）徳島県徳島市 花杏豆 19:00スタート 1ﾄﾞﾘﾝｸ付1000円 ０８８－６６８－６４６５花杏豆 15（日）湘南へ
17(火)しろくまのスクールコンサート（中学校）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

18(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 アゼリア：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(日)伊那市ジャズフェス しろくま楽団コンサート 伊那市いなっせにて 今年度は一般団体の出演はありません
14時から 一般1000円 大学生以下500円 レギュラーのメンバーに加えて鈴木正晃tpさんと小６ヒロ君も参加

23（月）上田市生田 じねんや糸川にて 14時～ 木﨑pf、三浦bs、長谷川dr、髙橋康廣sx､＋鈴木正晃tp 2000円
日本ロケットの開祖糸川英夫さんの住んでいた古民家でのライブです。14時開演に変更しました。080-8117-6400

25(水)しろくまの洋館サロン 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
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。

29(日)ＪＷＳ310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。

３０（月）蓼科横谷温泉旅館 しろくま楽団 ロビーコンサート 20時～ 無料 0266-67-2080

30（月）～12月1（火）しろくま楽団と楽しむ信州りんご狩りと温泉ライブ ＪＷＳ恒例の親睦バスツアーです 15人くらい募集します
リンゴ狩りは南信州松川でリンゴはフジです 今年は諏訪大社等の観光をして蓼科横谷温泉旅館に泊まります ２２０００円

１２月
15(火)しろくまの洋館サロン 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
23(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 アゼリア：0463-93-9818 1500円

27（日）14時～ 塩川ゆう子vo・木﨑二朗pf 茅ヶ崎アフタヌーンライブ 予約￥3,000（飲物付）
申込０４６７－８８－１８１１茅ヶ崎ハスキーズギャラリー ２０人限定 満席になりました。次回をお楽しみに！

30（水）31（木）蓼科横谷温泉旅館 しろくま楽団年越しロビーコンサート 20時～ 無料 0266-67-2080
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

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


