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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）
●公共機関
・区役所 中原区役所５Ｆなかはらっぱ 中原区小杉町3-245 Tel.044-744-3113
・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28-41 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
・郵便局 川崎井田郵便局 中原区井田中ノ町25-1 Tel.044-766-9724
 川崎ブレーメン通郵便局 中原区木月1-31-5 Tel.044-455-1800
 川崎木月郵便局 中原区木月住吉町11-12 Tel.044-411-9800        
●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 MUI（旧 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
・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

後援：
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
公益財団法人 川崎市国際交流協会
人形劇団ひとみ座
個人カフェ.com

URL http://ontomo.jp/
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●Motosumiyoshi●Music●Mate●Meet●Memories

写真は、ジャズピアニスト、オスカーピーターソン
（1925 - 2007）が生まれ育った、カナダ、ケベック州モ
ントリオール。5歳より父からピアノとトランペットを習
い始める。しかし7歳の時結核にかかり、ピアノに専念
するようになる。アート・テイタムやナット・キング・コー
ル等の影響を受けたと言われている。モントリオール
はセントローレンス川沿いに位置し、アメリカ合衆国と
の国境や、カナダのオンタリオ州との州境に近い。

レコード喫茶JA ZZ CAFE
●9月4日（日）13：00～15：00
オズ通り「オレンジブルー」
●9月18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
●9月26日（月）14：00～14：45
井田小前「イダカフェ」

・出演：フルート四重奏　宵待小町（よいまちこまち）
・演奏：齋藤 寛（さいとうかん）/上原 麻衣（うえはらまい）/
 杉原 夏海（すぎはらなつみ）/佐藤 梢（さとうこずえ）
・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
・TEL：044-733-5811

9月15日(木) 12:00開場 12:10開演(12:40終了予定)
会場：川崎市生涯学習プラザ１階ロビー

宵待小町は2013年結成
し、着物を演奏の正装とし
ています。日本の土壌で

育った日本のフルートを、日本人の自分たちで
しか出来ない表現で演奏して行くことを念頭
に活動しているフルート四重奏団です。2015
年7月にファーストアルバム「月下美人」をリ
リースし、ますます息の合ったアンサンブルを
聴かせています。レパートリーは幅広くクラ
シック楽曲はもとより、演歌・歌謡曲の編曲、楽曲創作、現代音楽、ゲーム音楽
に至るまで、フルートアンサンブルの新しい響きを追求しています。

鉄板焼き  ゆうき亭

　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。

ヴァイオリニストの
田島華乃です。

音の家
http://otonoya.jimdo.com
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とあるママの声

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート
9月26日（月）「イダカフェ」

AD

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.044-799-7127

イダカフェ

井田小学校正門前 各種教室のご利用に、
貸切もできます。

井田中ノ町 井田小学校正門前
イダカフェ
2016,9,26 mon.

参加費

開場：13:30
コンサート：14:00～14:45

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

ブレーメン通り（横浜銀行、曲がる）

　私の親子向けコンサート活動も
２年目となり赤ちゃんにも、ママに
も、スピーカーをとおさない生の
弦楽器の響きを体感してほしい！と

モトスミJazz Night＠ゆうき亭
９月３０日(金)１９：００～２１：００
出演：西海絢乃(Vo)、伊勢賢治(Sax)、傅田修弘(Gt)

モトスミJazz Night委員会　TEL：050-5275-5740
https://www.facebook.com/jazznight.motosumi/

Kawasaki International Center

　米・ボストンにあるバークレー音楽大学を卒業した４名
の多国籍メンバーで構成されたジャズバンドです。
福本純也 （Ｐ）と東野恵祐（Ｂ）、エカ・キム（Ｄｒ/韓国）、ルー
タウラス・ヤヌシャイティス（Ｔ.Ｓａｘ/リトアニア）。全員が高
い作曲・編曲能力を有し、世界各地で演奏活動をおこなっ
ています。才能豊かな彼らの演奏をお楽しみください。

INTERNATIONAL FRIENDLY CONCERT
●WORLD JAZZ BAND
“ Boylston Jazz”コンサート
9月24日（土）１２：００／（場所＊談話ロビー）

川崎市生涯学習プラザ　第47回ランチタイムロビーコンサート
9月15日(木) 12:00開場 12:10開演(12:40終了予定)
会場：川崎市生涯学習プラザ１階ロビー

今日は、とあるママからの声をご
紹介します。
　『実は、前回来た時はこのコのイ
ヤイヤ期まっさかりで、私もこのコ
もとても疲れていて暗い気もちの
時期だったのですが、かの先生の
コンサートで久しぶりに笑顔が見
れて、そこから親子の関係もどん
どん良くなったんです。感謝してい
ます』とお話をしてくれました。
　私もその時の事をよく覚えてい

　フラ＆タヒチアン・ハワ
イアンリトミックのサーク
ルが、ハワイアンミュー
ジックに合わせて癒しの
ひとときをお届けします。
名称の「Kaupili＝カウピリ」とは、ハワイ語で「無償の
愛・愛情・絆」を意味します。いろいろなことに対して、
愛する気持ち・感謝する気持ちを忘れずにをモットー
にどなたでも年齢を問わず、楽しんでいただけるフラ
です。

INTERNATIONAL FRIENDLY EVENT
ハワイアン・ミュージックに合わせて
楽しく踊りましょう！
9月10日（土）13：30／（場所＊談話ロビー）

公益財団法人川崎市国際交流協会
川崎市中原区木月祗園町2-2
TEL：044-435-7000 FAX：044-435-7010
e-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

お問い合わせ

川崎市国際交流センターのご案内 http://www.kian.or.jp/

いう想いが、曲やお話や、ちびヴァ
イオリン体験を通して伝わってい
るように感じて、とても嬉しく思っ
ています。

て、最初は静かにお弁当を食べて
いて他の子がちびヴァイオリン体
験をするのを横目でみている、お
となしい子だなぁと思っていたの
ですが、お弁当を食べ終わりその
コのヴァイオリン体験の時に、一緒
に（二人羽織のように）童謡を弾い
たらパーッ とカワイイ笑顔になっ
たのです。
　その様子を見ていたママもとっ
ても嬉しそうで何だかほっこりとし

た気持ちになったのでした。　当
時は、その親子がそんな大変な時
期とは知らず私としてはいつも通
りにやっていたのですが親子に
とって、とてもいいきっかけになれ
たのは、音楽の力・生音の力だなぁ
と思います。



■穐吉敏子(トシコ・アキヨシ)1929年生まれ。85才で
現役。今年の三月に音楽生活70周年を記念してNHK 
BS-1で特集番組が放送され、改めて彼女の並外れた
精神力と努力に心を打たれました。さて、話は17、8年
前のことですが、その穐吉さんが、あるコンサートの
プログラムのトリで出演し
たときのこと。聴衆の拍手
に迎えられ、にこやかに挨
拶をしてピアノの椅子の
高さを補う大きなクッショ
ンに腰を下ろしたが、どう
も落ち着かない様子。再
び立ち上がりマイクロ
フォンに向かい電話帳2冊
を要求。オープニング・ナ
ンバーはフワフワのクッションに腰掛けてプレイ。2曲
目からは電話帳に腰を落ち着け熱演を展開。聴衆は
Toshiko Torioの演奏に満足し、最後は盛大なスタ
ンディング・オベーション！！！　ステージから降りてき
た穐吉さんに「お疲れ様でした！」と声を掛けると、何
事もなかったように笑顔で「アリガトウ・・・」と。
　最近、ヨーロッパ・ツアーでのエロール・ガーナーの
演奏映像を観たが、なんとお尻の下に電話帳が！ ピア
ニストは椅子の高さ不足の補いに電話帳を使うのか！ 
成程・ナルホド。
■1963年5月、初来日のカウント・ベイシー・オーケ
ストラを新宿・厚生年金大ホールで聴いた。プログラ
ムの中でソニー・ペイン(ds)のフィーチュアリング・ナ
ンバー「Old Man River(Ol’Man River)」が演奏さ
れ、テーマ・コーラス後バンドのメンバーが全て引っ
込んでしまい、ソニー１人がスポットライトを浴びてロ
ングソロを熱演。そのショウ・アップぶりは見事！ その
とき、客席から「ニッポンイチーッ！」と大きな声援が。
とたんに爆笑まじりの拍手が巻き起こった。ソニー・ペ
インはさぞご満悦だったろ
うと思ったが・・・。はたして
プロモーター側から「ニッ
ポンイチーッ！」の声援をソ
ニーに説明したかどうか？
　未だに確認できず。(ソ
ニー・ペインはYouTube
で観られますヨ)

　前回の投稿でジャズと知り合ったきっかけを書い
ていましたが、それ以前にジャズと"ニアミス"してい
たことを失念していましたので、～私とジャズ・前夜～
と称して今回投稿していきたいと思います。
　私がサックスに出会ったのは中学生の時分で、少し
体格が大きかったことから（当時は今のぽっちゃりと
は違い、スラっとした体型でありました-笑-）少し大き
いサックスだよと、テナーサックスを担当。本当はア
ルトサックスを担当したかったのですが・・・やるから
にはモノにしてやろうと意気込み、熱心に練習を重ね
ていました。当時の吹奏楽部の顧問の先生が、元バン
ドマンで、ピンクレディーなどのバックバンドをしてい
たり、またジャズが好きで、「Take Five」のPaul 
Desmondやアーティストは失念んしましたが、「In a 

sentimental 
mood」などを
よく聞かせて
もらっていま
した。その時は
こんな音楽も
あるんだなあ、
という程度に
しか思ってお
らず、特に興味
を示しません

カフェ・オレンジブルー
オズ通り商店街（綱島街道渡る）

フォレスト・コーヒー
イダナカ商店街（井田中ノ町）

水谷珈琲
ブレーメン通り商店街（元住吉駅側） AD ADAD

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］

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）

井田中ノ町商店街

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。
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。
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

9月18日（日）13：00～16：00
イダナカ商店街「イダカフェ」

参加費￥500、飲み物￥500（クッキー付）

9月4日（日）13：00～15：00
オズ通り「カフェ・オレンジブルー」

参加費￥1,000（１ドリンク付）

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。

鎌倉在住の
「slow hunch」
焼菓子あります。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

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。]

9月1日(木)１９：００～２１：00
出演：西海絢乃(Vo)、楠直孝(Pf)、鈴木大輔(Gt)

9月１0日(土)２０：００～２２：００／サライ通り店
出演：穂積翔太(Gt)、日向克典(B)

9月18日(日)１９：００～２１：００
出演：瀬口寛美(Vo)、高橋佑成(Pf)、小澤基良(B)

URL http://ontomo.jp/

090-9398-2889（担当：塚田）
ontomo.jp音楽が好きな方、

一緒に楽しみませんか？
ボランティアスタッフ募集中！
急募! JAZZ CAFE
キッチン＆受付のボランティア 

レコードコンサートやライブイベン
ト等、地元「元住吉」周辺での企画
や運営を一緒に楽しみませんか？
（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！

モトスミJazz Night＠Forest Coffee

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/

松波陽介私とジャズ連載❷

でした。
　そして、時は流れ
て、中学３年生の時
に、ある映画が上映
されました。
　そのタイトルは
「スイングガールズ」
という映画でした。
観に行く前までは内
容よりも主演の子がかわいいなと思って観に行くぐ
らいの心持ちでした（主演の上野樹里さんは、最近結
婚されました。おめでとうございます！！）。
　内容としては、楽器に触れたこともない田舎の女子
高生達ががビッグバンドを結成して練習に励み、成長
し最後に大舞台に立つというものですが、この物語の
内容よりも、私は演奏される数珠つなぎのようなビッ
グバンドの楽曲に心を打たれました。「よし、いつかは
これを自分でもやるんだ」と意気込んだのですが、高
校に進学後は、気付いたら吹奏楽部に所属して、中学
生の頃と同じくテナーサックスを担当して、コンクー
ルや文化祭などの行事で日々を過ごしてしまい、日に
日にジャズのことなど忘れかけていた時に、先にも書
いた通り、ホームステイをきっかけにして、またジャズ
と再会し、いよいよジャズの道へと足を踏み入れるの
でした。

ジャズレコード聴き流し 柳下順幸

Jazz cafe元住吉の気軽な音楽会～Record Concert～Jazz cafe懐かしの
「レコード喫茶」を、
月に二度OPEN！
音楽を通してキサクに語り合える集い、それが「JAZZ CAFE」です。

▲TIME OUT/THE DAVE BRUBECK

　1953年11月、J.A.T.P来日。
　日劇でのコンサートで28才の巨漢オスカー・ピー
ターソンがピアノの椅子に腰を下ろすや、“メリメ
リっ！”と。これは有名な話。小生高校二年生のときで、
この年は12月にルイ・アームストロング・オール・ス
ターズも来日。ブラスバンドの同級生から「どちらか
のコンサートに行かないか」と誘われたが、あいにく
高いチケットを買うだけの小遣いが無く、残念ながら

諦めざるを得なかった。
　ピーターソンがピアノの
椅子をツブした話から、そ
の後たまたま出会ったジャ
ズ・コンサートでのハプニ
ングを思い出した。
■約20年前になるかナ～。
ある特別企画のコンサート
に友人二人と会場係のボ
ランティア・スタッフとして

参加。ミュージシャンの案内役で、ホールから控室、そ
してステージへと館内をせわしなく動き回り、ようやく
落ち着いたところでステージのソデでピアノ・トリオ
の演奏を聴いていた。すると、P.Aのアシスタントらし
き若者が、演奏中のステージの背面あたりをうろうろ
しながら何やら調整をしているような様子。なんとも
うっとおしい光景である。しかし、ベーシスト稲葉国光
はこれに気付かず入魂のソロを展開。ピーンと張りつ
めた音空間。その時、突如“キィーン”というハウリング
音が発生！　演奏が終わ
り、帰り支度の稲葉さんに
「ビックリされたでしょう、
気分を削がれたので
は・・・」と声をかけてみる
と、案の定「ウン、集中して
いたからね・・・」と、実に残
念そうな表情を。

▲SWING GIRLS

ジャズの散歩道
 b y  瑠井剛史

▲オスカーピーターソン

▲稲葉国光

▲秋吉敏子

▲ソニー・ペイン

こんなハプニングが! 

Mマガジン、おかげさまで1周年。現在、東急東横線「元住吉」を中心に41カ所以上に毎月、設置されています。　　　
基本的にスタッフはボランティアで多くの方に支えられています。広告協賛の受付を始めました。
上記広告1ワクで、1号につき￥5,000となります。
お申し込みは公式ウェブサイトサイトのお問い合わせメールからからお申し込みください。 URL http://ontomo.jp/

広告
受付中！

暑さにも負けず
「ジャズカフェ」はスタート！！
　いよいよ夏本番！というような気候のもと、暑さにも
負けず「ジャズカフェ」がスタート。スタートは「渡邉恭
一とザ・スインガーズ」のCDを持参し、ご本人もサッ
クスプレイヤー。先生のバンド演奏で、バンド名の通り
ノリノリでスウィング感満載のオリジナル曲を聞くこ
とができました。初参加の方は、グレン・ミラービッグ
バンドの歌モノ、チック・ウェブのビッグバンドのCDを
持参してくれました。我々スタッフも驚くような渋い
選曲で、新たにまた面白いCDを紹介してくれました。
今回の企画ものとしては、ライブ録音の魅力を伝える
ものとして「Jazz time USA」のLPを紹介。その中で
もスタンダードナンバーの『Out of Nowhrer』を聞
きました。ゆったりとしたバラードの中、テナーサック
ス、ギター、トロンボーンの甘い音色に酔いしれること
ができました。
　ニューハード特集として「チャイコフスキーの素敵
な世界」という前田憲男編曲で、クラッシック曲を演奏
したLPを紹介。ジャズにアレンジする手法に驚きつつ
も、スウィングしながクラッシック曲を聴くのも悪くな
いなと思いました。
　また、「今ジャズ」特集と題してジャズの現在の姿を

国内、国外のアーティストの
CDを通して紹介もしました。最
後に、7月に亡くなったアーティ
スト特集として、ジョン・コルト
レーンやビリー・ホリデイのLP
を聞きました。この大物２人が

同じ7月に亡くなったということが驚きでありつつ、改
めてこの２人の偉大さについて感慨深くなる内容でし
た。（８月号に詳しい記述あり）
　今回のハイライトとしては、マル・ウォロドロンの
「Left alone」を聞いている時のことでした。もともと
このアルバムのタイトルチューンは、先ほどの特集で
も挙げられたビリー・ホリデイに当てられて書かれた
曲（当て書きと言います）でした。しかし、レコーディン

グ前に彼女が亡くなり、
代わりにサックスの
ジャッキー・マクリーン
が演奏したというエピ
ソードがありました。こ
れを聞いている時に、な
んとなくサックスに寄り
添うようにしてビリー・
ホリデイの歌声がどこ

からか聞こえるような感覚に陥りました。
（松波陽介 記）

イダナカ「夕市」ミニコンサート
新井光子＆D.を堪能。
　元住吉駅西口から徒歩10分の地にあるイダナカ
商店街。この商店街が主催で夏のイベント、イダナカ
「夕市」が毎年行われている。
　そのイベントに、特別イブニング・コンサートとして
「音楽好きな友の会」が参加した。
　ボランティアで出演を快く引き受けてくれたのは、
今年の春、川崎市国際交流センターで「菅野邦彦ピア
ノ・コンサート」で共演。チェロの新井光子さんとパー
カッションの出村克明さん。
　このデュエットでの出演となった。
　チェロとパーカッションという組み合わせはあまり
聞かない。実験的なコンサートになるだろうと奏者自

身も期待していたとのこと。
　会場はコミュニケーションカフェ「イダカフェ」。入り
口から奥に向っての演奏である。民族楽器の笛の音
や、金属の風鈴にチェロが奏でる旋律が重なる滑らか
さ、そして徐々にチェロが主役となって行った。なじみ
のあるSmile (Charles Chaplin)になるとパーカッ
ションが小気味よく溶け込んむ。途中、客席からカズー
(KAZOO)による参加も加わりコンサートは盛り上が
りった。
　「思いのほか音が
よく響く空間。機会
があればまた、コン
サートを開きたい」
嬉しい感想をいた
だいた。

Doin' The Thing / 
The Horace Silver Quintet At The Village Gate
　真夏も過ぎたがファンキーの熱気でもと思い、上記
アルバムを聴いてみました。1961年アート・ブレイ
キーが初来日。あの「モーニン」でファンキー・ブーム
になった1年後、ファンクのプリーチャー(伝道師)、H. 
シルバーが来日した頃の絶頂期のクインテットを捉え
たアルバムは、むせかえる様な熱気と活力で迫り、吹

き出すマグマの様にフロン
トをプッシュするシルバー
とジーン・テイラー(b)の低
音はこのクインテットの頂
点を記録したものです。
　ライブレコーディングな
らではの熱気、ホレスの
MCに笑いながら爽快な午
後でありました。


