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音楽に親しむ秋になりましたね！
しろくまや、しろくま楽団の生演奏をお楽しみください

9月28日水曜日 「20年ありがとう アサヒビール園神奈川・足柄店」感謝イベント
18時30分オープン 焼肉食べ放題・アルコール飲み放題
しろくま楽団のＢＧＭ演奏で楽しく食べて飲んでください
会場：アサヒビール園 神奈川・足柄店 50名ほどの貸し切り営業になります
会費：大人6000円 小人3000円 幼児1000円 飲食代＋送迎バス代 送迎は大雄山駅からの運行です
主催：南足柄市観光協会 協力：アサヒビール神奈川工場
申込：9月20日(火)午前9時から 観光協会事務局 0465-73-8031
しろくま楽団の演奏は19時～20時30分 ほかに抽選会などのイベントがあります
演奏者は木﨑二朗pf、三浦哲男bs、長谷川明彦dr、髙橋康廣sx/fl/oca しろくま楽団レギュラーメンバーです

10月7日金曜日 足柄山麓 万葉うどん しろくま楽団ライブ（毎年秋に開催しています）
18時開場 しろくま楽団の演奏は19時～20時30分 演奏後に皆様と美味しい手打ちうどんを頂きます
会費：3000円 演奏後のうどん代を含みます(おかわり自由) 演奏前の飲食は実費でお願いします
申込：ろくよう社090-4526-4629 万葉うどん0465-73-0511
万葉うどん：神奈川県南足柄市矢倉沢2393 金太郎ラインの開通で箱根仙石原とのアクセスが良くなりました
風通しの良い古民家でのライブです。目の前で展開される生の演奏をお楽しみ頂けます。リクエストもＯＫ。

10月30日日曜日 横浜ハロウィンコンサート 14時～ 10年以上続けているご夫婦のコンサートです
会場：横浜吉田町 無料ですが申込が必要です 090-8175-5016 木﨑まで申し込んで下さい
演奏は木﨑二朗pf、髙橋康廣sx/fl/oca、鈴木敏幸bs、今関和彦drsがお二人のサポートをします

11月5日土曜日 湘南ふじさわジャズミーティングVol.3 JR藤沢駅北口サンパール広場 10時～20時
今年はキャロル山崎vo＆しろくま楽団で参加します。観覧無料です。
しろくま楽団の出演は13時20分～13時40分です。キャロル山崎voさんのボーカルをお楽しみください。
メインゲストは日野皓正tpさんです。藤沢スウィングジャズソサエティの皆さんとの共演です。19時10分～
出演者やタイムテーブル詳細はネットでご確認ください。 https://sfjm.info/

11月12日土曜日 平塚江南高校吹奏楽部創立70周年記念コンサート ひらしん平塚文化芸術ホール
主催は吹奏楽部OB・OG会です。ＯＢ会長はしろくま楽団の木﨑二朗が15年務めています。
現役高校生や卒業生の出演する行事ですが、第2部では卒業生によるジャズセッションを行います。

11月23日水曜日（祝日） 第16回伊那ジャズフェスティバル 伊那市ニシザワいなっせホール
しろくま楽団が深く関わっているコンサートです。地域のアマチュアジャズグループによる演奏としろくま楽団
他ゲストによる演奏も楽しめます。しろくま楽団はレギュラーの4名に昨年も好演して頂いた鈴木正晃tpさんが
加わります。さらに長野県長和町在住の中学生ドラマー高沢大翔drsさんや伊那市に関わりがあるMIHO＆
MANAの大学生双子ドラマーも参加します。
チケット：1000円（大学生以下500円） 伊那市生涯学習センター事務室（いなっせ5階）0265-78-5801

12月17日土曜日 平塚ウィンドオーケストラ第36回クリスマスコンサート 15時開演 無料
ひらしん平塚文化芸術ホールにて クリスマスフェスティバル、ディープパープルメドレー、
ララランド、真珠の首飾り、不思議の国のアリス ほか

上記の他、ほぼ月例で行っている音楽イベント

平塚市 八幡山の洋館 しろくまサロンコンサート 月例 14時～1500円 9月30(金)、10月18(火)、11月15(火)
伊勢原市 レストランアゼリア しろくまの歌声カフェ 月例 14時～2000円 9月14(水)、10月5(水)
平塚市 音楽スペースパル アマチュアセッション 月例 19時～1500円 9月25(日)、10月23(日)
群馬県万座温泉日進館ロビーコンサート しろくまソロピアノ 無料

10月24(月)25(火)、11月28(月)29(火)、12月5(月)6(火) しろくま楽団1月1(日)2(月)3(火)
長野県茅野市横谷温泉旅館 しろくまソロピアノ 無料

9月21(水)22(木)、10月10(月)11(火) しろくま楽団12月30(金)31(土)
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しろくま楽団ほか夏の信州演奏報告写真集2022

7月24日 平塚ウィンドオーケストラの夏合宿 35年お世話になっている森の音楽家で練習して、車山高原で野外演奏を行いました

7月30日31日 白樺湖ファミリーランドでしろくま楽団の野外演奏（いつものメンバーに鈴木正晃tpさんが参加）

8月1日 湘南から森秀樹voさんが録音のために山に上がってこられました。中2の高沢大翔drsさんも参戦。

食べてお風呂して演奏するの繰り返しに明け暮れました。 メンバーはほぼ固定で、鈴木正晃tpさんもほぼ皆勤！

湘南から関戸良一drsさんが参加。 合宿に来ている学生さんたちにも演奏をサービス。ヒロトくんも頑張りました。



8月12日 長和町マルシェ黒耀でストリート演奏。みなさん遠巻きに楽しんでいました。ローカルのボーカルさんも飛び入りで。

8月12日は東御市花市の野外ライブ。今年も中止でした。なので自主的にウナギとみつ豆を。市長ご夫妻と歓談。来年こそ！

森音16日目の朝。疲れは見えませんね。カレー屋で食欲全開。巨大なナンを！ 8月14日がラストライブ、お世話になりました。

バイオリンのお姉さん、三重県から情熱大陸で参戦。沢田千果voさんも毎年休まず参加。同窓の仲間と山を下りていきました。

平塚 八幡山の洋館 しろくまサロンコンサート 月例です 皆様のリクエストを中心に演奏します

しろくま楽団の出演依頼について：スクールコンサート・創業祭・ミニライブ・ホームパーティ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



ＪＷＳしろくま楽団ほかライブ・コンサートのご案内 2022年9月12日現在

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ご来場予定の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。

９月
21(水)22(木)長野県茅野市 横谷温泉旅館ロビーコンサート20時から しろくまのカクテルピアノ

25(日)ＪＷＳ332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、小田部宏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。

28(水)しろくま楽団(木﨑、三浦、長谷川、髙橋)アサヒビール園 足柄ライブ 17時～21時 しろくま楽団の演奏は19時～20時30分
焼肉食べ放題＋飲み放題＋バスの送迎（大雄山駅） 6000円 申し込みは、南足柄市商工会 ０４６５－７３－８０３０

30(金)しろくまの洋館サロンコンサート77th 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。

10月

5(水)伊勢原レストラン「アゼリア」 しろくまの歌声カフェ99th 14時～16時 アゼリア：0463-93-9818 ２０００円(９月から)
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。

7(金)足柄山・万葉うどん しろくま楽団ライブ 木﨑pf、三浦bs、長谷川dr、髙橋sx/fl/oca 18時開場 19時開演 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
開け放しの会場ですので換気の心配もありません。名物の夕日の滝もすぐそばです。0465-73-0511万葉うどん

9(日)湘南ひらつか囲碁まつり ジャック天野bnj率いるデキシーランドジャズグループの演奏が楽しめます 13:00入場マーチング 14:45ライブ
10(月祝)11(火)長野県茅野市 横谷温泉旅館ロビーコンサート20時から しろくまのカクテルピアノ

18(火)しろくまの洋館サロンコンサート78th 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(日)ＪＷＳ333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(月)25(火)万座温泉日進館ロビーコンサート しろくまのカクテルピアノ 20時～ 無料 0279-97-3131

30(日)宮崎たか子ﾎﾞｰｶﾙ＆眞行ﾊｰﾓﾆｶ ハロウィンコンサート 14時～16時 横浜伊勢佐木町 梟の歌にて 無料ですが要申込です
サポートは木﨑二朗pf、鈴木敏幸bs、今関和彦drs、髙橋康廣sx/fl/oca 申込は090-8175-5016 木﨑までお願いします
1１月

5(土)湘南藤沢ジャズミーティングvol.3 ＪＲ藤沢駅北口サンパール広場にて 鑑賞無料 14グループが出演します
10:00スタート 20:00まで しろくま楽団はキャロル山崎voさんとともに13:20～13:40出演します
松島啓之tp４は18:20～、日野皓正tp＆藤沢スウィングジャズソサエティは19:10～

15(火)しろくまの洋館サロンコンサート79th 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
23(水・祝)16ｔｈ伊那ジャズフェス しろくま楽団＋鈴木正晃tp、Miho☆Mana／ツインドラム、高沢大翔dr、伊那ビッグバンドほか
13:30開場 14:00開演 一般1000円、大学生以下500円 生涯学習センター事務室で販売 問合せ0265-78-5801
Miho☆Manaツインドラマー(双子の楽しいドラムバトルが聴けます)、中学2年生になった高沢大翔くんも参戦

28(月)29(火)万座温泉日進館ロビーコンサート しろくまのカクテルピアノ 20時～ 無料 0279-97-3131
1２月

5(月)6(火)万座温泉日進館ロビーコンサート しろくまのカクテルピアノ 20時～ 無料 0279-97-3131

11(日)平塚ウィンドオーケストラ 平塚市大神公民館クリスマスコンサート 午前中 無料 練習会場となっている公民館での地域交流音楽会
17(土)平塚ウィンドオーケストラ第36回クリスマスコンサート ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール 15:00開演 無料
30(金)31(土)しろくま楽団恒例の年末演奏 横谷温泉旅館ロビーコンサート 20時～ 無料 長野県茅野市横谷温泉旅館

1月
1(日)2(月)3(火)しろくま楽団恒例のニューイヤーライブ 万座温泉日進館ロビーコンサート 20時～ 無料 0279-97-3131
4(水)しろくま楽団恒例のニューイヤーライブ レストラン森の音楽家 19時～22時 0268-69-2971 長野県小県郡長門町姫木平

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

会報 ”じゃずわーくしょっぷ” をお送りします
ＪＷＳ（ジャズワークショップ湘南）やしろくま楽団、木﨑二朗ほかの活動案内・報告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・メッセージを記入の上、郵便振替にて下記まで会費を振り込んで下さい。

事務費として年単位で1000円（2年なら2000円）を送金して下さい。
郵便振替口座番号 ００２５０－７－６１１３８ ジャズワークショップ


