M
MAGAZINE

Ｍマガジン・サポーター（店舗情報の詳細は「音楽好きな友の会」公式ウェブサイトにてご確認下さい）

開場：13:30
コンサート：14:00〜14:45

参加費

田島綾乃＆中山瞳
デュオリサイタル

ヴァイオリンレッスンについて
ママのおひざで聴くヴァイオリ
ンコンサートの後に、希望者（ママ
でもお子さんでも可）
に30分の体
験レッスンの時間を設けています。
マンツーマンでしか伝えられない、
一歩ふみこんだ本格的なヴァイオ
リンの構え方、弓の持ち方、音の出
し方などをレクチャーします。
レッスン用の楽器は、事前に身
長を伺いジャストサイズをレンタ
ルします。

イオリンコンサートの中で『キラキ
ラ星』
を披露して、沢山の拍手をい
ただき、
ママも本人もとっても嬉し
そうな笑顔でした。

7月30日（土）14:00開場 14:30開演
場所：仙川フィックスホール
調布市仙川町1-25-2
仙川アヴェニュー北プラザ２階

一般 2,500円、学生 2,000円
世界でトップクラスといわれている、
ウィーン国立大学・大学院に通う二人による
一時帰国コンサート
本格クラシックを本場から持ち帰った、
渾身の生演奏を是非。※未就学児は入場不可
お申し込み：kano.otonoya@gmail.com

コミュニティーカフェ イダカフェ
中原区井田中ノ町33-9
Tel.

●7月3日

13：00〜15：00
（日）

●7月17日（日）13：00〜16：00
井田小前
「イダカフェ」

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート
●7月25日（月）14：00〜14：45
井田小前
「イダカフェ」

新井光子＆D.

イダナカ「夕市」
ミニコンサート
●7月23日（土）18：00〜19：30
井田小前
「イダカフェ」

チェロ（ヴィオロンチェロ、セ
ロとも）は、西洋音楽で使わ
れるヴァイオリン属の弦楽器
の一種である。弦の数は4本。

International Friendly Event
インターナショナルフレンドリーイベント
【多文化ショーステージ】
会場：川崎市国際交流センター 談話ロビー

７月７日(木)

044-799-7127

７月9 日(土)

午前 10 時開演〜 11 時

午後 1時 30 分〜 2 時 30 分

台湾の「宜蘭(ぎらん)青少年
国楽団」が昨年に続き来日！ 台
湾 民 謡 やポップソング など多
彩なジャンルの音楽をミックス
し、台 湾 の 多 元 性 音 楽 を 台 湾
の民族楽器で表現します。
もちろん今年も7月3日のイ
ンターナショナルフェスティバ
ルにも出演します。

神奈川県国際交流員でエジ
プト出身のネーマ・モハッメド・
ヨスリ・オスマンさん が 、エジ
プトの 文 化やイスラーム社 会
を紹介します。滞在で感じたこ
とや 観 光 で 訪 れるムスリム の
方 の ためにどん なことが でき
るか など の お 話 も 。観 光 の ま
ち・かわさきをめざそう！

（七夕短冊交流含）

第46回

ランチタイムロビーコンサート７月12 日(火) たポップ スからアニメソングま

会場：川崎市生涯学習プラザ１階ロビー

でと幅広い。近年ではリアレンジ
12:00 開場
した名曲や、
メンバーのオリジナ
12:10 開演
ル作品を演奏することにも取り
12:40 終了予定
組んでいる。

★ 演奏曲目：

1.私のかわいい子（セヴラック）
2.エレジー（マスネ）
3.黄金の涙（フォーレ）
4.不運な男（サンサーンス）
5.しりとりうた（鈴木雅子）
6.白いトロイカ（鈴木雅子）
7.そして、夜が明ける（鼓 緒太）
8.相聞（千原英喜）

ブレーメン通り（横浜銀行、曲がる） 鉄板焼き
音の家 http://otonoya.jimdo.com

各種教室のご利用に、
貸切もできます。

AD

CAFE

オズ通り
「オレンジブルー」

アマチュアのヴォーカル・デュオ。メンバーの演
奏歴は20 年を超えており、演奏経験、活動回数と
もに多い。演奏ジャンルは古典、ロマン派のみなら
ず、スペインや南米などのラテン系クラシック、ま

イダカフェ

URL http://ontomo.jp/

レコード喫茶JAZZ

・出演：アンサンブル・トゥッティ
（うた/ピアノ）
・料金：無料
・問合せ：
（公財）川崎市生涯学習財団 総務室企
画広報係 ロビーコンサート担当
・電話：044-733-5811

ヴァイオリンが弾ける！というの
は、一生の宝物になります。
体験レッスンで、その少しのお手
伝いが出来るといいな、と思って
います。

井田小学校正門前

月号

●Motosumiyoshi●Music●Mate●Meet●Memories

アンサンブル・トゥッティ

このレッスンを通して、実際に
ヴァイオリンレッスンを始めてみよ
うかな、
というきっかけとなり、今で
は毎日ヴァイオリンを弾くのが習
慣で、
とても上手に楽器を弾くよう
になった３歳の男の子がいます。先
日、彼は、ママのおひざで聴くヴァ

7
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イダカフェ
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044 7- 97 2- 430

連載

個人カフェ.com

7-︵株︶アルケファクトリー内 TEL

ヴァイオリニストの
田島華乃です。

公益財団法人 川崎市国際交流協会
人形劇団ひとみ座

33

井田中ノ町 井田小学校正門前

「イダカフェ」
7月25日（月）

後援：

「音楽のまち・かわさき」推進協議会

〒211 0- 034 川崎市中原区井田中ノ町

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート

発行人 塚田親一 発行 音楽好きな友の会

●公共機関
中原区役所５Ｆなかはらっぱ 中原区小杉町3-245 Tel.044-744-3113
・区役所
・会館
川崎市国際交流センター 中原区木月祗園町2-2 Tel.044-435-7000
・会館
川崎市生涯学習プラザ 中原区今井南町514-1 Tel.044-733-5560
・会館
かわさき市民活動センター 中原区新丸子東3-1100-12 Tel.044-430-5566
●元住吉西口（ブレーメン通り／井田中ノ町商店街通り）
・果物
フルッチョ 中原区木月1-35-1 Tel.044-433- 3338
・介護センター みずたま介護ステーション元住吉 中原区木月1-35-7元住吉ＧＳビル2F Tel.044-430-6963
・カフェ
水谷珈琲 中原区木月1-32-16 1F Tel.044-577-4288
・花屋
Bianca 中原区木月1-26-19 Tel.044-422-7015
・クリーニング クリーニング イトウ 中原区木月1-24-6 Tel.044-411-3353
・鉄板焼
ゆうき亭 中原区木月1-28-16 Tel.044-434-6999
・パン
リップル 中原区木月3-10-20 Tel.044-863-6554
・カイロ、整体 ABCカイロプラクティック 中原区木月3-20-16 柳沢ビル 1F Tel.044-434-4342
・コーヒー専門 もとえ珈琲 中原区木月3-13-2 Tel.044-767-1368
・カフェ
フォレストコーヒー 中原区井田中ノ町33-1 Tel.044-754-1156
・接骨院
井田名倉堂・栗山接骨院 中原区井田中ノ町6-27 Tel.044-766-0850
・コミュニティカフェ イダカフェ 中原区井田中ノ町33-9 Tel.044-799-7127
・時計・貴金属 つだとけいてん 中原区井田中ノ町33-2 Tel.044-766-6022
・広告制作
アルケファクトリー 中原区井田中ノ町33-7 Tel.044-797-2430
・ヘアサロン 波照間 中原区井田中ノ町8-1 Tel.044-797-5692
・理容室
Hair Salon Airs 中原区井田中ノ町8-2 Tel.044-755-0273
●元住吉東口（オズ商店街通り）
・介護センター ツクイ川崎中原 中原区木月2-8-5 Tel.044-431-0027
・調剤薬局
綱島街道薬局 中原区木月2-16-10 Tel.044-750-0374
・飲み喰い処 粋い仙ん 中原区木月2-20-47 Tel.044-411-8980
・カフェ
cafe OrangeBlue 中原区木月住吉町7-48-101
・古本・ＣＤ 凸っと凹っと 中原区木月2-10-3
・STEAK
ステーキグラム元住吉店 中原区木月住吉町7-7 Tel.044-433-4129
・お茶
金子園 中原区木月2-2-36 Tel.044-411-5877
・Sステーション ENEOSダイヤ商事 中原区木月住吉町21-1 Tel.044-411-5863
・サンドウィッチ ベトナムウィッチThao's 中原区木月2-1-1 Tel.044-982-3299
・鍼灸院
和式整体＆整心の『響氣』中原区木月2-3-35 住吉名店センター401 Tel.044-433-2880
●元住吉近郊
・喫茶室
シンフォニー 川崎市幸区矢上11-1 Tel.044-588-9688
●武蔵小杉近郊
・珈琲店
和田珈琲店 中原区市ノ坪66-5 Tel.044-711-5996
・喫茶店
Coﬀee Spot Life（ライフ）中原区上小田中6-22-13 Tel.044-722-0024
・カフェ
COSUGI CAFE 中原区小杉町１-403-53 COSUGI VILLAGE1F Tel.044-543-9151
・紅茶専門店 Tea House ローズマリー 中原区小杉町70-4 Tel.044-733-1076
・カフェ
フォレストコーヒー 小杉サライ通り店 中原区今井南町428-9 Tel.044-819-8822
●東横線沿線
・調剤薬局
オレンジ薬局川和町店 横浜市都筑区川和町1218-1F Tel.045-929-1005
・調剤薬局
駒沢通り薬局 東京都目黒区中央町2-40-8 Tel.03-6412-7318
・親子サロン スイートルーム代官山 東京都渋谷区猿楽町30-8 Tel.03-6416-0443
・写真
PHOTO SHOP 銀嶺 東京都港区六本木7-8-4 Tel.03-3408-5406
・カフェレストラン カンファー・ツリー 横浜市中区海岸通1-1横浜貿易協会ビル Tel.045-211-2200

モトスミJazz Night＠ゆうき亭

ゆうき亭

7月29日(金)19:00〜21:00

出演者：西海絢乃(vo)、伊勢賢治(sax, ﬂ)、傳田修弘(g)
お店自慢のステーキやハンバーグを始めとするフード、モト
スミ・ブレーメンビアを楽しみながら何処かで耳にした事のあ
るジャズやポップス、懐かしき日本の名曲の生演奏をお楽しみ
下さい。お席の御予約は
「ゆうき亭」
まで出演者情報につきまし
ては
「ゆうき亭ＨＰ」又は下記からご確認下さい。
モトスミJazz Night委員会 TEL：050-5275-5740
https://www.facebook.com/jazznight.motosumi/

ランチタイム：11:30〜15:00
ディナータイム：17:00〜22:30(LO 22:00)
休：火曜日
元住吉駅より徒歩３分
ブレーメン通り/横浜銀行の角を曲がり２０ｍ
中原区木月1-28-16
TEL.044-434-6999／FAX:044-712-6610

日本の「ジャズ・オーケストラ」
〜渋谷毅オーケストラ〜

7月のハイライト

松波陽介

新井光子 ＆D.

第一線で活躍するジャズ
メンがメンバーであり、渋

イダナカ「夕市」
ミニコンサート

谷氏と考えを同じとしたメ
ンバーが集まっている、
と

7月23日（土）18：00〜19：30

いうことが影響していると
考えらえる。
これを裏付け

井田小前
「イダカフェ」入場無料

るものとして渋谷毅オー
ケ スト ラ の ア ル バ ム
『TAMASA』のライナー

ドリンク：コーヒーorビール
200円

ノーツで、彼はこのような
コメントを残している。
「ア
渋谷毅（しぶやたけし）氏は、1939年東京生まれの

メリカ人とかヨーロッパ人とか西洋の人の方が"自分

ジャズピアニストで、東京藝術大学在学中より様々な

は"って意識が強いよね。だから深さはともかくとして

グループで活動を始め、
ジャズピアニスト奏者と並行

持ち寄るものの量は大きいんだ。大したことやってな

して1960年代前半より作曲家、編曲家として歌謡曲、

い人でも"オレの表現は"って主張するもんね。それに

CM、映画など、数多くの作品を手掛けた。近年では、

比べ僕が一緒にもらっている人たちは、
日本のジャズ

映画「嫌われ松子の一生」
や「告白」などにも楽曲を提

の世界では一流って言われてる人たちなんだけど、あ

供したことが記憶に新しい。さらに1980年代より作

まり自己表現なんて言わない。時々はもう少し考えて

曲家として、NHKの「おかあさんといっしょ」などの子

音を出したら、
って思うこともあるけど、僕は"オレの、

ども番組に多くの作品を提供している。

オレの"って言い過ぎるのもあんまり好きじゃないし、

そして今回紹介する渋谷毅オーケストラは1986年

自己表現なんて言われると、なんだよ大袈裟なこと

に結成され、従来の典型的なビッグバンドスタイルと

言って何て思っちゃう方だから、いいんだこれで。だっ

は異なるジャズオーケストラである。
このバンドの1つ

てジャズなんて。たかだか一日をどう楽しく過ごせる

目の特徴は楽器編成にある。従来のビッグバンドの編

かってことくらいのことでしょ。」

成とは異なり、
ピアノ、ギター、
ドラムス、ベースのリズ

また他にも、
1999年に放映された
「FACTORY8」
と

ム隊を基本としながら２アルトサックス
（ソプラノサッ

いう古澤良治郎氏のドキュメンタリー番組で、渋谷氏

クス兼任）、
テナーサックス、バリトンサックス
（フルー

がインタビューを受けているシーンがあり、
そこでこの

ト、アルトサックス、バスクラリネット兼任）
トロンボー

ようなこともコメントしている。
「音楽なんてただやって

ン、
という変則的な9人編成である。

ればいいんだよね。
音楽なんて、
どうってことないから、

２つ目の特徴としては、演奏される楽曲が渋谷氏の

ただ楽しい楽しいってやってればいいんだよね」

作曲によるものがほとんどなく、ほとんどがメンバー

この二つのコメントは、非常に投げやりなようで、無

のオリジナル曲（多くは、バンドのギタリスト、石渡明

責任にも取れるものでもあるが、
しかし、渋谷氏はメ

廣 氏 作 曲 の 楽 曲 ）や 、C a r l a B l e y（ p ）、J a c o

ンバーを非常に信頼していて、
メンバーそれぞれが互

Pastorius（b）、Duke Ellington（p）作曲のナンバー

いのやっていることに常に目を向けていて、演奏にお

を演奏し、時にはファンキーに、時にはフリーキーにこ

いて楽しいこと、面白いことを追求しているという姿

れらの曲目を演奏し、観客を圧倒するパフォーマンス

勢の表れではないか、
と私は考える。

で楽しませてくれる。

日本人ならではの「調和」
という考えと、音楽の楽し

そして、
このバンドの最大の特徴は演奏の自由度が

さ、面白さを常に探求する姿勢を併せ持った、渋谷毅

非常に高いといったところであろう。普通のジャズ

オーケストラの今後の活躍にも期待していきたい。

オーケストラ、
ビッグバンドは細かなリーダーの指示、

参考）Wikipedia渋谷穀

入念に練られたホーンのアレンジメント、によって成
り立っているものが定石であるが、
このバンドのアレ
ンジメントは、非常にシンプルで重厚なハーモニーを
響かせつつ、本来であればバンドのリズムの中心を支
えているドラムスやベース
が自由に動き回れる空間
が行なわれている、
という

元住吉の気軽な音楽会〜Record Concert〜

ような印象を受ける。また
曲の進行に関しても演奏
毎で異なり、ライブに足を
運ぶ度に非常にスリリング
な 演 奏 が 行 わ れる。これ
は、日本のジャズシーンの

レコードコンサートやライブイベン
音楽が好きな方、
ト等、地元「元住吉」周辺での企画
一緒に楽しみませんか？
や運営を一緒に楽しみませんか？
ボランティアスタッフ募集中！（年齢・性別・国籍問わず）。ただし、
あくまでもボランティア精神で。
川崎音楽の街を推進しましょう！
？

イダナカ商店街（井田中ノ町）

AD

フォレスト・コーヒー

モトスミJazz Night＠Forest Coﬀee
7月7日(木)19:00〜21:00

井田中ノ町店

7月9日(土)20:00〜22:00

武蔵小杉サライ通り店

出演者：瀬口寛美(Vo)、大野めぐみ(Vo)、寺屋ナオ(Gt)、矢藤健一郎(Dr)
出演者：瀬口寛美(Vo)、井村達也(Gt) ユニット名「Blue-Green」

7月17日(日)19:00〜21:00

平成5年東京芸術大学附属音楽高等学校を経て同大
学入学。平成９年同大学卒業。三木敬之氏、黒川正三
氏、林 俊昭氏の各師に師事。在学中にローム財団の
助成を受け、スイスなどで行われた音楽セミナーに
参加し研鑚をつむ。現在はオーケストラ、室内楽など
Mitsuko Arai

今春、
「音友会」主催、喝采を浴びた
「菅野邦彦ピアノコンサート」。
あの時のチェロ奏者が、再び
深みのある美しい旋律を
じっくり聴かせてくれます！

ontomo.jp

５月１５日、約１０名様が参加。各々が持ち寄ったレ
コード、
ＣＤを時間の許す限り聴きました。
今回は、
「生録サウンドを聴く」
と題して〜北村英治
クインテット＆弘田三枝子〜の作品を、
テープ録音（２
T/38cm）をＣＤに落とし音源で再生、音質の良さを
紹介してくれました。
伸びやかでキレの あるヴォーカルに絡むクラリ
ネットが非常に印象的でした。
他は、ライブレコーディング特集。様々なジャズ
フェスティバルの様子をＬＰで紹介、
まるで会場にいる
かのような臨場感で楽しませてくれました。特に最後
に再 生された、キース・ジャレットの『ケルン・コン
サート』は、梅雨に向かうジメジメした空気の中に、ふ
わりと吹き抜ける爽やかな風を感じました。
他にも、ニューヨークのライブハウスでのセッショ
ンを録音した、コンボジャズのＣＤを持参された方
や、
ジャズドラムの神様、
アートブレイキー率いるジャ
ズメッセンジャーズ のＬＰで、
トランペットをフィー
チャーした曲目をプレイされたり、先にも紹介した弘
田三枝子が、変わったアレンジメントで歌唱している
「マイ・ファニー・バレンタイン」
を再生されたりしまし
た。いつものジャズとは違う雰囲気の物も聴くことが
できました。
普段、家で１人きりで聞いているＬＰ・ＣＤも誰か
と、いつもと違う空 間で、ちょっぴり大きな音で聴
いてみると、新たな発見があるかもしれませんね。
ぜひ、お気に入りのＬＰを持っているけど再 生する
ことができない、誰かとこの音楽の良さを一緒に
体験したい、
と思われている方、ぜひ「レコード喫茶〜
ジャズカフェ〜」
に足をお運びください。もちろんＣＤ
も構いません。
（松波陽介・記）

090-9398-2889（担当：塚田）

URL http://ontomo.jp/

活動する一方、音楽ジャンルを
問わずレコーディングやライ
ブなども幅広く行っている。

Percussion

出 村 克 明：
アーチスト、
詳細不明

Katsuaki Demura

五月晴れの中でオープン。 昭和のビッグバンド・リーダーが

懐かしの
「レコード喫茶」
を、
月に二度OPEN！

Jazz cafe

を作り出しより自由な演奏

Cello 新 井 光 子 ：

逝ってしまった．．．。

日本を代表する最高のビッグバンド・リーダー、
「ニューハード」の宮間利之さんが2016年5月24日
老衰のため亡くなられました（94歳-1921年千葉市
生まれ）。
私は、昔からピアノの方とは親しくお付き合いさせ
ていただいています。
ドラムが石川晶さん〜田畑貞
一さんの時代のサウンドは特に大好きでした。
山木幸三郎さん、高見弘さんによる編曲は宮間バ
ンド独特なサウンドの重厚さ、シャープさをかもしだ
し、とても素晴らしいオーケストラです。また山木幸
三郎さんの作品で「振袖は泣く」を聴いてみて下さ
い。変拍子の和のサウンドで奏でられる表現がとても
聞 き 物 で す 。さらに 仕 事 の 関 係 で 念 願 で あった
「ニューハード」のレコーディングミキサーも経験さ
せていただきました。
「ニューハード」をテーマにした
特集を随時聴いていただこうと思
います 。ご 期 待ください（ 塚 田 親
一・記）
●ニューハード・プロフィール
宮間利之は、
１９５１年現在のニューハードの母体となる
「ジャイブ・エー
セス」
を結成し米軍クラブ等に進出。
ピアニストはその後、宮間夫人。松
尾和子は専属歌手。
５８年、
「子羊の群＝ニューハード」
と改称し、
コンサー
ト活動・ラジオ・テレビ及びレコード界へと幅広く活躍し、
７０年代に日本
のトップバンドの地位を固める。サウンド指向は、編曲の山木幸三郎、高
見弘ら創設以来一貫してモダンジャズを守りながらも、時代の変化とと
もに、
コンテンポラリー・ジャズにも意欲的に挑戦し続けている。
７４年モ
ンタレー、
７５年ニーポート・ジャズ祭に出演、最高の栄誉賞を受賞。近
年、
テナーサックスの川村裕司を指揮
（コンサートマスター）
として起用、
新鋭陣との連携も図られる。
（ニューハード/リトルビートＨＰ引用）

7月7日（日）13：00〜15：00

オズ通り
「カフェ・オレンジブルー」

7月17日（日）13：00〜16：00

イダナカ商店街
「イダカフェ」

参加費￥1,000
（１ドリンク付）

ブレーメン通り商店街（元住吉駅側）

AD

水谷珈琲

参加費￥500、
飲み物￥500
（クッキー付）

オズ通り商店街（綱島街道渡る）

カフェ・オレンジブルー

夜まで挽きたて、淹れたての珈琲が楽しめる。
モトスミの夜カフェ屋です。

ブレーメン商店街をブレーメン郵便局の方へ曲がり、
郵便局の先にお店があります。
コーヒーは豆から焙煎、抽出まで、
日々独自に検証を重ね、
『柔らかい風味と余韻の綺麗なコーヒー』
をご提供しています。
フードやケーキは手作りにこだわり、
当店でしか味わえないメニューをご用意しております。
ゆったりとした店内で、ぜひご賞味ください

井田中ノ町店

こんな方募集中です。

ワークショップや写真、絵のギャラリー等をしてみたい方。

AD

鎌倉在住の
「slow hunch」
焼菓子あります。

お問い合わせ先：orangeblue214@gmail.com

4月14日から

木曜日限定のお昼ご飯はじまります。
「一汁三菜」
をテーマにお送りします。
お昼ご飯：11:30〜14:00 L.O13:30

お店の詳細はこちらから：
facebook.com/orangeblue214

出演者：西海絢乃(Vo)、中根賢隆(Gt)、井村達也(Gt)
出演者情報につきましては、
下記からご確認下さい。
モトスミJazz Night委員会 TEL：050-5275-5740
https://www.facebook.com/jazznight.motosumi/

井田中ノ町商店街

forestcoﬀee.jp
中原区井田中ノ町33-1 Tel.044-754-1156
営9：00〜20：00 LO 19：30［水曜定休］
レコード喫茶JAZZ CAFEは
「フォレストブレンド」豆を使用しています。

mizutanicoﬀee@gmail.com
中原区木月1-32-16 Tel/Fax：044-577-4288
月〜金 10:00〜20:00 土日祝 9:00〜21:00（不定休）

中原区木月住吉町7-48-メゾンFM101
[月〜土]13:00〜23:00 L.O23:00
[木]11:30〜14:00 17:00〜23:00 L.O23:00
[日.祝]13:00〜22:00 L.O22:00
休[たまにお休みさせていただきます。]

音楽好きな友の会の公式ウェブサイトが、オープンしました！
ont om o.j p みなさまのお越しをお待ちしています！

