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「ママのおひざで聴くヴァイオリンコンサート」
「かののかい」ありがとうございました。
また皆さんと楽しめるような企画を打出すために少しお休みします。
そこで2018年5月からの始まったライブを振り返ります。

12月4日（火） 12:00開場／12:10開演／12：40終演予定／料金：無料
どなたでも気軽に音楽を楽しめるアットホームなコンサート

出演:古渡智江先生と「楽らく歌の教室」の皆さん
古渡智江先生によるコンサートと、生涯学習プラザの歌の
教室受講生による合唱です。クリスマス気分をお楽しみください。

［曲目予定］
世界は二人のために
てんとう虫のサンバ
気球に乗ってどこまでも
クリスマスソング　
他

１～３回 共演者 ピアニスト片山裕子さん
　１～３回 共演者 ピアニスト 片山
裕子さん彼女とは、桐朋学園の音楽
高校・大学からのお付き合いで、在
学中から伴奏をお願いしたりする仲
でした。そんな訳で、呼吸がピッタリと
合うアンサンブルをお届け出来たと
思います。絵本にも素敵なアイデア
をたくさん出してくれて、３作品とも全
然違う世界観になりました。クラシッ
ク曲を中心に、王道の曲から、自分
達も初めて弾く曲に取り組みました。
「ママのおひざで聴くヴァイオリンコン
サート」での共演も沢山させてもらい
ました。本格クラシックやリトミックの
童謡など、親子に楽しく生演奏にふ
れてもらう機会になったとおもいま
す。大型絵本のはらぺこあおむし、ス
イミー、おおきなかぶも大好評でした。
絵本は、つみきのいえ、
ないた赤おに、歌がみえる きこえるよ、の３作品

４回目 共演者ヴァイオリニスト 田島綾乃さん
　言わずもがな、妹です。６歳はなれ
ていますが、フィーリングとギャグセン
スが似ている結構仲の良い家族で
す。ヨーロッパで研鑽を積んでいる
妹のソロや、姉妹デュオならではの
アンサンブルをお届け出来たかな、

と思います。トークの中で、妹が考えている事や大事にし
ている事なんかも知り、感心。この回は、ピアノ伴奏を久々
にしました。
絵本は、スイミー

５回目 共演者 ギター ヴォーカル 古川麦さん
　かれこれ10年以上のお付き合い
です。麦さんの声は、まるで楽器みた
いと思っているのですが、そんな魅
力たっぷりにお届けした回でした。ク
ラシックの曲たちも、変幻自在に寄り
添って下さり、ギターの音にのせたカ
ノンはとても優しくなるし、特にハンガリー舞曲やチャル
ダッシュなどは曲の雰囲気がより良くなるなあ！と感激しま
した。
絵本は、武満徹 大竹伸　SONGS

６回目 共演者 ファゴット 河崎聡さん
　横浜ゾリステンというオーケストラ
で共演したのがきっかけで、かれこれ
10年は経ちますが、デュオという最
小のアンサンブルをしたのは今回が
初めてです。きっと音色がいい感じに
なるだろうなぁ、という予想がバッチリ
で、拡がりのあるアンサンブルをお届け出来たと思いま
す。マニアックなファゴットソロの難曲やプーランクやベー
トーヴェンが作曲した、クラリネットとファゴットの為の作品
たちを演奏しました。
絵本は、かいじゅうたちのいるところ

長い間、ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう！　田島華乃

第72回 ランチタイム・ロビーコンサート

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
・会館
・会館
・会館
・郵便局
・郵便局
・郵便局
・郵便局
・放送局
●元住吉西口（ブレーメン通り／井田中ノ町商店街通り）
・音楽教室
・花屋
・鉄板焼
・ヘアサロン
・カフェ
・果物
・パン
・コーヒー専門
・イタリア料理
・カイロ、整体
・音楽教室
・コインランドリー
・理容室
・接骨院
・ヘアサロン
・デザイン制作
・カフェ
・時計・貴金属
●元住吉東口（オズ商店街通り）
・サンドウィッチ
・介護センター
・お茶
・鍼灸院
・介護センター
・古本・ＣＤ
・調剤薬局
・飲み喰い処
・イタリア料理
・STEAK
・カフェ
・Gステーション
●元住吉近郊
・喫茶室
●武蔵小杉近郊
・喫茶店
・喫茶店
・紅茶専門店
●東横線沿線
・調剤薬局
・写真
・レストラン＆バー
・調剤薬局
・カフェレストラン
・ジャズ喫茶
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※上記サポーター記載は無料です。 

中原区役所５Ｆなかはらっぱ 中原区小杉町3-245 Tel.044-744-3113
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
川崎市生涯学習プラザ 中原区今井南町28-41 Tel.044-733-5560
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
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
川崎木月大町郵便局 川崎木月大町郵便局中原区木月大町11-17 Tel.044-722-3617
かわさきFM 中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイスTel.044-712-1791

SouleaveMusic School 中原区木月伊勢町10-1三起ビル302 Tel.044-750-8992
Bianca 中原区木月1-26-19 Tel.044-422-7015
ゆうき亭 中原区木月1-28-16 Tel.044-434-6999
キャメルヘアーデザイン 中原区木月1-32-10 中嶋ビル1F Tel.044-872-7375
水谷珈琲 中原区木月1-32-16 1F Tel.044-577-4288
フルッチョ 中原区木月1-35-1 Tel.044-433- 3338
リップル 中原区木月3-10-20 Tel.044-863-6554
MUI （旧もとえ珈琲）中原区木月3-13-2 Tel.044-767-1368
オステリア ボッカーノ 中原区木月3-17-16 新井ビルB1F Tel.044-411-1003
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
島倉 学ミュージックスクール 中原区木月3-35-1ART FLATS B1F Tel.044-567-5490
マンマチャオ元住吉店 中原区井田中ノ町4-1 メゾンアッシュTel.0120-027-217
Hair Salon Airs 中原区井田中ノ町5-3 関根ビル1F Tel.044-755-0273
井田名倉堂・栗山接骨院 中原区井田中ノ町6-27 Tel.044-766-0850
波照間 中原区井田中ノ町8-1 Tel.044-797-5692
アルケファクトリー 中原区井田中ノ町8-43  Tel.090-4362-5413
フォレストコーヒー 中原区井田中ノ町33-1 Tel.044-754-1156
つだとけいてん 中原区井田中ノ町33-2 Tel.044-766-6022

ベトナムウィッチThao' 中原区木月2-1-1 Tel.044-982-3299
みずたま介護ステーション元住吉 中原区木月2-2-3 メゾンミール元住吉 Tel.044-430-6963
金子園 中原区木月2-2-36 Tel.044-411-5877
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
ツクイ 中原区木月2-8-5MKビル1-B Tel.044-431-0027
凸っと凹っと 中原区木月2-10-3
綱島街道薬局 中原区木月2-16-10 Tel.044-750-0374
粋い仙ん 中原区木月2-20-47 Tel.044-411-8980
自在屋 中原区木月4-10-6 Tel.044-433-5644
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
cafe OrangeBlue 中原区木月住吉町7-48-101
ENEOSダイヤ商事 中原区木月住吉町21-1 Tel.044-411-5863

シンフォニー 川崎市幸区矢上11-1 Tel.044-599-3499

Cafe TEMO（テモ） 中原区上小田中6-1-5 Tel.044-755-8234
Coffee Spot Life（ライフ） 中原区上小田中6-22-13 Tel.044-722-0024
Tea House ローズマリー 中原区小杉町3-70-4 ホーユウパレス1F Tel.044-733-1076

駒沢通り薬局 東京都目黒区中央町2-40-8 Tel.03-6412-7318
PHOTO SHOP 銀嶺 東京都港区六本木7-8-4 Tel.03-3408-5406
Public House ぴあにしも 川崎区小川町16-15ヒロサワビル103号Tel. 044-201-1668
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
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
マシュマロ 横浜市中区山下町214 巴里堂ビル2F Tel.090-2202-3294

12 月号
December

2018 

12月  2日（日）13：30～
12月16日（日）13：30～
音友レコード倶楽部
フルッチョ２Ｆ 音友ハウス

12月4日（火）12:10～
ランチタイム・ロビーコンサート
川崎市生涯学習プラザ

 サンタクロースは、クリスマス・イブに良い子のもと
へプレゼントを持って訪れる人物。4世紀頃の東
ローマ帝国・小アジアのミラの司教（主教）、教父
聖ニコラオスの伝説が起源である。
　以下のような伝説がある。「ある時ニコラウスは、
貧しさのあまり三人の娘を身売りしなければならなく
なる家族の存在を知った。ニコラウスは真夜中にそ
の家を訪れ、窓から金貨を投げ入れた。このとき暖
炉には靴下が下げられていており、金貨はその靴
下の中に入ったという。この金貨のおかげで家族は
娘の身売りを避けられた」という逸話が残されてい
る。この逸話が由来となり、「夜中に家に入って、靴
下の中にプレゼントを入れる」という、今日における
サンタクロースの伝承が生まれている。また、ニコラ
ウスの遺骸はイタリア南部の都市であるバーリに移
されたとも言われている。（ウィキペディアより）

●12月 2日 13時30分～「軽音楽(Light Music)」
クリスマスソングををメインにオールデーズ、Ｊ-POP、演奏曲など皆さんの持ち寄りと
ディスクジョッキーで鑑賞をします。もちろんクリスマスに聴いてイブの想い出になった曲など
皆さんの心に残るあの曲この曲などを持ち寄って「ゆっくり、じっくり鑑賞」しませんか。

●12月16日 13時30分～「Jazz Date」（ジャズファンの集い）
こちらもオール持ち寄りタイムで、皆さんがディスクジョッキーです！
３時間全てを クリスマスに因んだジャズをメインに、またいつものジャズの持ち寄りとして
皆さん各人でご紹介していただきます。ＬＰ、ＣＤなどジャズ版クリスマス作品のお宝、思い出の曲、
心を癒してくれる曲、そしてクリスマス・ジャズソングなどお待ちしています。
※ＳＰ盤を持参の方は事前にご連絡ください。

record & cd carry-on音友レコード倶楽部
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した平原の中を淡 と々走るようなイメージですが、ここでは
ヨペックの声が加わり、中央アジアからヨーロッパへ抜け
るような、そんな味わいが出てきています。メセニーのシン
セサイザーギターも哀愁を帯びているように感じられます。
他の曲も素晴らしく、全体的に水準の高いアルバムだな
～と思います。
　2枚目はキューバ出身のピアニスト、ゴンサロ・ルバルカ
バとの共演。2017年録音「MINIONE」（写真②）です。
「過ぎ去った」と言う意味のこのアルバムは戦前にポーラ
ンドで人気のあったタンゴを集めたものです。このアルバ
ムの驚くところは、1枚目のパット・メセニーとの共演と違っ
て、融合していない。まるで永遠に平行な線をいろいろな
角度から見ているようです。ある時は全く交わらず、またあ
る時は重なり合って1本に見えたり・・・。例えばヨペックが
歌っていますよね。そこにルバルカバは伴奏をするのでは
なく、歌のすぐ隣にもう一つ別の美しい世界を創ろうとす
る。あまりにも官能的で美しいので、歌を忘れてそっちに耳
が行ってしまう。でも、ヨペックはそれに引きずられる事な
く、自分の世界を創っていく。ふと、ヨペックの歌に戻って
いく。アルバムを通して、そのような演奏が続けられます。
音楽と言う共通の言葉を通して、違う国、違う環境で育っ
たふたりが高い次元で深い想いをやり取りしているよう
な、そんな感じがします。スペースが無くなってしまったの
で、各曲の感想は省きますが、お勧めは1、3、4、8、9曲目
です。ポーランド語なのかな？題名を書いても、読めません
ので、省略しますね。
　アンナ・マリア・ヨペック！どうです、興味を持っていただ
けましたでしょうか？どちらのアルバムもできればじっくりと
聴いて欲しいです。それぞれ、全く違うアプローチですが、
聴けば聴くほどじわじわきて、聴くたびに新しい発見があり
ます。尚、新譜はブランフォード・マルサリスとの共演だそう
です。これも期待できそうですね！

　秋も深まってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょう
か？こんな時期にピッタリ！心に響く歌声の女性ボーカルを
ご紹介させていただきます。ポーランド出身のアンナ・マリ
ア・ヨペックです。あまり馴染みのない方も多いと思います
ので、この機会に是非、聴いてみて下さい。素晴らしい体
験になる事でしょう。私も今年の2月頃、友人に誘われて、
ブルーノート東京で初めて彼女の音楽を聴いたのですが、
あまりに素晴らしく、あっという間にファンになってしまいま
した。それ以来CDを買い漁って、毎日のように聴いていま
した。彼女は例えば“フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン”を歌う
ようないわゆるジャズシンガーではありません。自分の世界
観をしっかり持って、独自の音楽を創っています。ポーラン
ドの歴史や風土と彼女自身のパーソナリティーがミックス
されて出来上がったものなのでしょう。国民的人気歌手
だった彼女は2000年から国際的な活動をスタートし、多く
の一流ミュージシャンとも共演を重ねてきたようです。そん
な中から、今回はジャズのトップミュージシャンとの共演盤
を2枚ご紹介したいと思います。
　まず1枚目はパット・メセニーとの共演で2002年ワル
シャワ録音「UPOJENIE」（写真①）です。ポーランド語な
ので読めませんが「虜」と言う意味らしいです。このアルバ
ムの素晴らしさは、何と言っても二人の「融合」だと思いま
す。ヨペックのエキゾチックで繊細な声とメセニーのスペー
シーで幻想的なギターが融け合って、完全にひとつの音
楽として生み出されている。どっちにも寄っていないんです
ね。二人の穏やかな優しさすら感じる程です。1曲目”
Cichy Zapada Zmrok”（←全く読めない）ではパット・メ
セニーの奏でるピカソギターが素晴らしいです。どこか東
洋的な、シルクロードを連想するような音とヨペックのハス
キーな歌声がピッタリです。5曲目はパット・メセニーの名
曲”Are You Going With Me?”。メセニーファンはここで
興奮しますよね。オリジナルではアメリカ内陸部の荒涼と

キンスに対し長い間理解されなかったレスターですが、白
人フランキー・トランバウアーのC メロディーSAXの音を
テナーSAXで出そうとしたとの解説を聞き、自分の味・個
性を発揮できる音色を探し求め奮闘していたことを知りま
した。この音色がズート・シムズ、ビル・パーキンス、スタン・
ゲッツなどに多大な影響を与えたのですね。選曲の中で
ホーキンス系のハーシャル・エバンス、バディ・テイトとレス
ターとの聴き比べをと語っていましたがやはりレスターが良
かったです。ビリー・ホリデイとはお互いを「プレス」「レディ」
と呼び合う関係でしたが、彼女が自伝『奇妙な果実』の中
で『レスターが唄のうしろで美しいソロを吹いてくれるのを
私はこの上なく好んだ』と記しているように、「The Lester 
Young Story」（写真④)の２曲目、お馴染みの”ジス・イ
ヤーズ・キス”は最高でした。レスターの絶頂期にさしか
かった1930年代後半の演奏を堪能することができました
が、次回に引き続がれる後半のプログラムが楽しみです。
（K.Tanagawa 記）

　クルト・ワイルの作品をとりあげているアーティストはとて
も多く、ピアノではビル・エヴァンス、ハービー・ハンコック、
チック・コリア、ウォルター・ビショップJr.、管楽器ではソ
ニー・ロリンズ、マイルス・デイビス、ヴォーカルではエラ・
フィッツジェラルド、サラ・ボーンなどそうそうたるメンバーが
います。しかし当日のプログラムはひと味違い、DJがよく持
ち寄られるジョン・バンチ、初めて聴いたジャッキー・グリー
スンや代表曲のひとつ”マイ・シップ” にはシダー・ウォルト
ン「Cedar!」（写真①）、同じく”スピーク・ロウ”にもポール・
クーン、そしてローリンド・アルメイダにサミー・デイヴィスJr
のヴォーカルなど、このDJらしさの選曲でした。ポール・
クーン・トリオの「The L.A Session」(写真②)には「ようや
く巡り会えた」と言われていましたが、ドイツ･ジャズ界を60
年以上にわたってリードしてきたまさに燻し銀の味でした。
「Sings & Plays」(写真③)のサミーのヴォーカルも心に
響きました。レコード倶楽部参加の女性で初DJとはいえ
知的でセンスの良さが伝わってきたプログラムでした。
　後半はレスター・ヤングの紹介でした。コールマン・ホー

どにも参加していました。 他のメンバーもマルチプレー
ヤーが多く、アルバムの中で主楽器以外の楽器（例えば
トランペット等）を演奏しています。このグループの演奏の
特徴はイーグルスやドゥービー・ブラザーズの様にソロ部
分でツイン・リードギター演奏を行ったり、メンバー全てが
ボーカル可である事、またメンバー全員が技術面で申し分
ない事などが挙げられ、現在もメンバーを変えながら活動
を継続している様です。 ちなみにジョン・ホール曰く「オー
リアンズ」が一番影響を受けたグループは次月紹介させて
いただくニール・ラーセンとバジー・フェイトンが 加入して
いた幻のグループ「フル・ムーン」だそうです。 当日、特集
以外ではヴァン・モリソン（写真②）、リー・リトナー（写真
③）、ビージー・アデール（写真④）、キャンディ・ダルファー
（写真⑤）などのアルバムから曲を鑑賞致しました。
（フレドリック・ジョーンズ記）

　学生時代にひょんな事からジャケット買いで、のめりこ
んでしまった「オーリアンズ」というロック・グループ。発売さ
れた1枚目と2枚目がカプリングされたＬＰアルバム
「Before The Dance」（写真①）の2枚目のＬＰ（このア
ルバムは何故か本国アメリカでは発売されず日本、欧州
のみ発売）を全曲を鑑賞しました。もしこのアルバムとの
出会いがなければ、このグループにのめりこむ事はなかっ
たと思われ、音楽というのはつくづく不思議なものだと感じ
ました。 まだ、“ダンス・ウイズ・ミー”（アル・クルー等がその
後カバー）がヒットする以前のアルバムですが、この中に
も“ダンス・ウイズ・ミー”のプロトタイプを始め素敵な曲がた
くさん入っています。 リーダーのジョン・ホールは後に合衆
国下院議員にもなるくらい政治活動熱心な人ですが、当
初はブルース・ギターリスト、 その後セッション・ギターリス
トとして活躍し、ボニーレイト、ホール＆オーツのアルバムな

東欧の歌姫
一流ミュージシャン達との共演が素晴らしい！

ディスク・ジョッキー（DJ）タイムは
クルト・ワイルとレスター・ヤング

地道に活動継続している
ロック・グループ「オーリアンズ」

クリスマスとカーペンターズの思い出

オルタネイトピッキング

８年も経っていしまいましたが…）ふと思い出したかのよう
にもう一度この映画を観る機会が巡ってきました。スクリー
ンで見ているのと全く違う印象で、今回は映像と音楽との
関係性が気になったのです。音楽の印象と映像が一見、
一聴するとちぐはぐな感じがしているのに何故かマッチし
ていて違和感がなく見れてしまうというシーンが散りばめら
れているということに気付きました。衝撃的なシーンなのに
めちゃくちゃポップな曲が挿入されていたり、とてもポップ
なシーンなのにシリアスなノイズミュージックが挿入されて
いたりと。なかなか記事で表現しきれないのでぜひ一度ご
覧になる事をお勧めいたします（笑）
　とそこで「美は乱調にあり」という言葉を思い出しまし
た。この言葉はもともと本のタイトルであるのですが、解釈
には諸説あり本当の美は均整の取れた美の中にあるの
ではなく、その均整の取れた美から少しずれた、外れたとこ
ろに本当は存在しているのだ、という哲学者フランシス・
ベイコンの言葉に由来するそうです。本当の美とは如何
なるものか。そんな事を考えながらのんびりとした秋の夜長
を過ごしている今日この頃であります

　いよいよ今年も残すところあと僅かになりましたね、平
成最後の夏が過ぎ、秋を終えて冬がやってきます。芸術の
秋、読書の秋、食欲の秋、秋の夜長、なんて秋というのは
1日は長いけれど、何となく時期的には短いなぁということ
を考えている今日この頃なのですが、私は食欲が止まらな
い（笑）重量的に重さが一番のピークに来る時期なので
すが今年は珍しく映画を貪るように見ています。劇場に足
を運ばなくても映画を鑑賞することが出来て本当に便利
な世の中になったなぁとつくづく痛感すると同時に、イン
ターネット社会の便利さを享受しているのですが、今回は
映画と音楽のことについての投稿です。（きっとみなさん
が想像しているような内容になるかはわからないのですが
…悪しからず）
　もう昔の作品になりますが、2010年に公開された『告
白』という映画をご存知でしょうか？余りの過激、衝撃ゆえ
にR15指定で評価も賛否両論あったこの作品ですが、実
は僕も公開当初劇場に足を運び鑑賞
しました。場面の構成や映像のカット割
りなど、独特の世界観に引き込まれつ
つも衝撃的なシーンや少し過激なシー
ンなどによって現実に引き込まれたりと、
あっという間に映画は終了してしまっ
た、という印象でした。その後数年（もう

本当の「美」とは。

▲①「Cedar!」/ Cedar Walton ▲②「The L.A. Session」/ 
　　Paul Kuhn

▲③「Sings & Plays」/ 
　　Sammy Davis Jr ＆Laurindo

▲④ 「The Lester Young Story」/
 　　Lester Young

▲②Alive in L.A. / 
Lee Ritenour

▲②「Minione」/ Anna Maria & Gonzaro Rubalcaba

▲①「UPOJENIE」/ Pat Metheny & Anna Maria Jopek

松波陽介私とジャズ連載27 ４ビートに首ったけ連載24 長谷部  徹 
地元マスターのジャズ談話

BIANCA店主

2018年10月音友会の報告音友会Report

「くじら座」日記Essay

Addicted to Guitar-8Essay 永瀬  晋

牧野くみ

12月2日の軽音楽

ソウリーヴ・ミュージック・スクール
SouleaveMusic School

http://souleave-music.com/
元住吉駅徒歩3分、武蔵小杉駅徒歩13分
チケット制 音楽教室 Tel 044-750-8992
AM8:00／PM22:00start

12月16日の

軽音楽

▲①Before The Dance /
Orleans

▲③Avalon Sunset / 
Van Morrison

▲④My PianoRomance /
 Journy Beegie Adair

▲⑤Sax-A-Go-Go / 
Candy Dulfer

ズ確かにうまいよ…。少し冷
静になった私は様々な想い
が頭の中を巡りました。
　彼に何の曲を弾いたのか全く思い出せません。今考え
るとその程度の曲に対する思い入れなんて演奏がよくな
いのは当然だし、思い入れがない故いくら感情的になった
とはいえ楽譜を雑に扱ったことは本当に反省しています。
そこらへんに無造作に置かれてるリモコンでも投げつけれ
ばよかった。怒りと悔しさのエネルギーに反比例して楽譜
はあんまり飛んでいかなくて間抜けだったし。
　彼に弾いた曲は忘れたけれど、悔しい気持ちとカーペン
ターズはその年のクリスマス以来ずっと私の心に引っか
かっているのです。（写真はくじら座：左から牧野くみ、牧野ケント）

　毎年クリスマスの時期になると、思い出すことがあります。
　若かった頃、クリスマスの日に当時付き合っていた彼に
ピアノ演奏のサプライズを試みたことがありました。相手は
ミュージシャン。喜ぶどころか演奏の悪いところを指摘し、
「音楽とはこういうものだ」と完璧な表現力を持つカーペン
ターズのCDを流し始めたのです。怒った私はカーペン
ターズが流れる中彼に向かって楽譜を投げつけました。最
悪のクリスマス。楽譜ごめんなさい。
　私が下手くそなのが悪いのか、それともミュージシャン相
手にそんなことを試みた私の頭が悪いのか。いや、いくら
演奏が下手くそだったとはいえ、サプライズしたいという気
持ちに対する配慮をもうちょっとしてくれてもよくない！？い
やいや、それって私が純粋なサプライズじゃなくて見返りを
期待しているだけなんじゃないのか…。うん、カーペンター

はとにかく「速く弾く」際に便利なので、教室ではピッキング
のフィジカルトレーニングフレーズとしてお勧めしておりま
す。まずは1本弦で。
　音の粒を揃えるのがかなり大変ですが、ゆっくりから可
能な限り早く正確に弾いてみるといいと思います。
重要なのは「正確性」なので、じっくりやってみてくださいま
せ。毎日やるとフィジカルが化けますよ(笑)
　という訳でまた次回！

　お世話になっております
今月もまたギターを始めたばかり
の方にお勧めなギター小ネタを
ソウリーヴ・ミュージック・スクー
ル永瀬がお送りいたします。先
月の記事では涼しくなってきましたねと言っていた気がしま
すが、この記事を書いている時点ではまだ相変わらず気
温の高い日が続いております(苦笑)今年は暑い日が長い
ですね…。冬が嫌いなのでこのままでも大歓迎ですが(笑)
という訳で今月も先月同様エクササイズネタをご紹介した
いと思います。今月のネタは「オルタネイトピッキング」。ギ
ター持っている方はご存知の方も多いと思いますが、「ダ
ウン」「アップ」を繰り返すピッキング方法ですね。この方法

●12月16日 13時30分～「Jazz Date」（ジャズファンの集い）
こちらもオール持ち寄りタイムで、皆さんがディスクジョッキーです！
３時間全てを クリスマスに因んだジャズをメインに、またいつものジャズの持ち寄りとして
皆さん各人でご紹介していただきます。ＬＰ、ＣＤなどジャズ版クリスマス作品のお宝、思い出の曲、
心を癒してくれる曲、そしてクリスマス・ジャズソングなどお待ちしています。

●12月2日 13時30分～「軽音楽(Light Music)」
クリスマスソングををメインにオールデーズ、Ｊ-POP、演奏曲など皆さんの持ち寄りと
ディスクジョッキーで鑑賞をします。もちろんクリスマスに聴いてイブの想い出になった曲など
皆さんの心に残るあの曲この曲などを持ち寄って「ゆっくり、じっくり鑑賞」しませんか。

 


