
音友レコード倶楽部

秋山幸男（秋山ゆきお）サツクス奏者。１９６４年
５月２１日生まれ。１８才の時にギターを始めて、
以後音楽三昧の生活が始まる。２０才の時、「中
部ヤングミュージックフェスティバル」の決勝に
出場その後上京、ＮＨＫヤングミュージックフェ
スティバルで審査員特別賞受賞、講談社主催
のヤングミュージックフェスティバル全国大会
出場２０才後半でサックスに目覚め独学で勉強
し今に至る。今のバンド「ジャジャ」では年間２５
０本以上のライブ・イベントではお世話こなし
ています。曲はほとんど私が書いています。
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そして音楽の旅は続く ジャズボーカリスト
星乃けい

※「非通知設定」には対応不可。
●レコード倶楽部コンサートの問い合わせ

2005年12月14日、ジャズシンガーとして待望の
リーダーアルバム｢NEARNESS OF YOU/星乃けい｣、
2006年12月20日｢IN A SENTIMENTAL MOOD/
星乃けい｣をリリース。ジャズファン、ジャズメン、オーデ
ィオファンから高く評価支持される

Kei Hoshino

「音友レコード倶楽部」会場移転のお知らせ
軽音楽ファンの集い「Light Music」＆ジャズファンの集い「Jazz Date」は暫くの間月１回開催。
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officialwebsite

https://www.hoshinokei.com

　合歓の郷から上京する日は雲一
つない晴天で、山の緑と海の蒼が目
に染みました。思い出として英虞湾
で採れた真珠が欲しかったし、一度
くらい伊勢神宮参拝をして「赤福」を
食べたかったけど、所持金が僅かな
ので諦めるしかありませんでした。名
古屋から東京駅、そして渋谷に到着
すると都会の空気にめまいがしそう
でした。「親も故郷も捨てて来た！」み
たいな強い決別の意志は無いけど、
とにかく前へ前へといった気持ちが
止まらない。たびたび上京していた
高校生の時とはまったく違う感覚で
した。
　私のこれからのベースとなる制作
室は渋谷のエピキュラスなので、家
の準備が整うまでは渋谷のホテルで
暮らす段取りになっていました。今で
こそ素晴らしいホテルの建ち並ぶ渋
谷ですが、当時はまともなホテルっ
て公園通りの一軒だけ。地方出身者
の多いポプコン出場者はこのホテル
をよく利用していました。このホテル
暮らしの間、誰かアーティストが
チェックインすると夜になってから部
屋を訪ねたりして、お国自慢や情報

交換で息抜きをしたり刺激的な時間
を過ごしました。「アーティスト」って
いうとカッコイイのですが同じような
境遇同志、狭いシングルルームでの
他愛もないお喋りで気持ちが救われ
ることもありました。何故なら、ポプ
コンからは毎年新鮮で才能溢れる
アーティストが続々とデビューしてく
るからです。彗星の如く現れて消え
たくない、自分を見失わずにヤマハ
で音楽活動を継続したい。そんな私
の夢を吐き出せる機会は大切でし
た。
　昼間は毎日ホテルから制作室に
通いました。途中の道にはできたば
かりのPARCO、西武と東急のデ
パート、フルーツパーラーなどなど。
ショウウィンドウに自分を写して身な
りを整えても、私には手の届かない
お店ばかり。合歓の郷ではほとんど
お金を使う事がありませんでしたが、
東京に来てからは食費が必要でし
た。専属契約料をたくさんもらえる人
もいれば、私のようにそうではない
人もいます。あっと言う間に所持金
も底をついてしまい、ホテルは朝食
付きだったので食事は1日に1回だ

け。夏物の洋服しかないのに季節は
冬になってしまい、水道水でお腹を
満たす毎日でした。せめて暖かい
ジャケットが欲しかったなぁ。専属契
約をしているので他の仕事はできな
い、あの時代にはシフト自由っていう
バイトもない、そもそも私は音楽以
外の仕事はしない、親にも頼らない
と決めていた。ホテル暮らしって優
雅な響きだけど極貧を味わっていま
した。でも不思議なことに辛いとか
苦しいとか悲観することは一度もな
かった。今でもあの頃を思い出して
は「よく生きてたな～」って笑ってしま
います。

せめて暖かいジャケットが欲しかったなぁ。

音友レコード倶楽部
レコードコンサート開催。
Light Musc
「軽音楽ファン」
Jazz Date
「ジャズファン」
合同開催！！

8月9日（日）
13：00開場、13：15開演
参加費：￥1,500
川崎市国際交流センター
レセプションルーム
★マスクをご持参ください。
入場前に、手のアルコール
消毒をお願いします。

★軽音楽とジャズを聴く鑑賞プログラム内容★
「Light Music」（軽音楽ファンの集い）
ポップシンガーのスタンダード・ナンバー特集

「軽音楽ファンの集い」、「ジャズファンの集い」は、暫くの間月一回。
日時：8月9日（日）13：00 開場／13：15 開演／17：00 閉会
場所：川崎市国際交流センター・レセプションルーム

▲Soul Meeting/
   Ray Charles & Milt Jackson

▲What's New/Linda Ronstadt &
   The Nelson Riddle Orchestra

「Jazz Date」（ジャズファンの集い）
ミルト・ジャクソンのソウルフルな世界

You tube 現代人形劇センターチャンネルで「からくり人形コレクション」を。
現代人形劇センターは、長年にわたり日本各地に今も生きるからくり
人形の調査、 復元を行い、展覧会を開催してきてきました。このたび、
その所蔵品を「からくり人形コレクション」として初めて動画でご紹介
いたします。全25点。種類もお座敷の高級玩具から、祭礼のからくり、
見世物からくり、芝居のからくりと多様です。人形解説も掲載していま
す。どうぞあわせてお愉しみください。
江戸時代のすぐれたテクノロジーとともに、それを遊びに生かした文
化の豊かさも感じていただければ幸いです。
●You tube 現代人形劇センターチャンネル:
https://www.youtube.com/channel/
UCqaO09V4Etvn81hbwhWwb7A

★なお、この展覧会はご要望に応じて開催できます。
どうぞお問い合わせください。
オフィサル・サイト：http://www.puppet.or.jp
公財）現代人形劇センター
Tel 044-777-2228 ／Fax 044-777-3570

ジェットストリームの様な軽音楽好き、またジャ
ズレコードコレクターなどジャズファン好きが
開催している月2回のレコードコンサートを、
暫くの間、軽音楽とジャズを聴くプログラムに
変更して開催します。SP、LP、EPやCDなどを

持ち寄り、集いに参加して懐かしいあの頃のレ
コードを聞きながら音楽談義を楽しみません
か。ぜひ一度参加してみてください。（※SP盤
持参の場合は事前にご連絡ください。）

・日時：8月9日（日）13：00 開場／13：15 開演／17：00 閉会
・場所：川崎市国際交流センター・レセプションルーム
・住所：川崎市中原区木月祗園町2－2　電話044-435-7000

1950年代以降、ロックンロールから派生したポピュラー音楽をポップミュージック、あ
るいはポップスと表現し、それらを歌う多くのポップシンガーがおりました。彼らが歌う
曲の多くは若者向けのヒットチャート狙いで、日本人シンガーもよくカバーしたもので
す。一方、ポップシンガーといえどもアメリカの伝統であるスタンダード・ナンバーのア
ルバムを作りたくなるシンガーが結構おりました。ジャズシンガーではない、彼らの
ちょっとジャジーなアルバムを特集します。誰のどんなアルバムかは当日のお楽しみ！

ヴィブラフォンの巨匠、ミルト・ジャクソン。今回はＭＪＱ以外のアルバムにスポットを当て、
彼のリーダー作のみならずサイドマンとしての参加盤も含めた作品の中から選りすぐりの
６枚を特集します。クインテット演奏からビッグ・バンドまで、そしてライブ盤、ジョン・コルト
レーンやレイ・チャールスとのコラボ盤等、バラエティーに富んだ色々な年代のアルバム
を揃えました。それらの中から聴き応えたっぷりの１曲ずつを紹介していきます。ミルト・
ジャクソンと共に皆さんでソウルフルな４５分間のＪａｚｚＴｉｍｅをじっくり楽しみましょう。



と伝えたからでしょうか。「今日は一か
所刺します…あ、一か所って一本だ
けってわけじゃないから」「正面から鎖
骨あたりを狙うと怖いと思うので、後
ろから深めに刺します」など、先生が気
を遣って話してくれる内容が逆に怖い
今日この頃です。

　さて、この春から初夏にかけて、皆
さんはどのように過ごされましたで
しょうか？キツイ日々を送られた方も
多いと思います。お疲れ様です。不慣
れな生活を送る中で、世界の在りよう
がガラリと変化していくのを感じまし
た。世界を見てみると、日本の感染者
が少なかったのは不思議でしたが、私
達一人一人が持つ真面目で思慮深
く、謙虚な心が大いに関係しているの
ではないでしょうか？日本人として生
まれた事が、すなわち幸運の切符を手
に入れた事と同じなのだな、と思いま
した。
　私のお店も約1か月休業いたしまし
た。その間、部屋の整理をしていたら、
ギターが出てきました。中学3年の時、
お茶の水の石橋楽器で買った、グレコ
のEGシリーズ、いわゆるレスポールタ
イプの黒です。このギター、性能が良
すぎるとの事で本家のギブソンから訴
えられたらしいですよ。日本の技術っ
て凄いですね。約45年前のギターで
すが、今でも美しい。楽器って存在そ
のものが綺麗ですよね。以前、デュエ
イン・オールマンに憧れて、ボトルネッ
クを練習してみたのですが、弾いてい
る自分が気持ち悪くなってしまいまし
た。まぁ、今後ギターはインテリアとし
て活躍してもらうことにしましょう。
やっぱり聴いているのが性に合ってい
るようです。では、早速聴きましょうか。
今回はくぐもった音と端正なプレイが
特徴のジム・ホール（ｇ）です。
　この人は1950年代後半にリー
ダー作を出しているのですが、その後
あまり目立った活動は無く、70年代に
入ってから良いアルバムをたくさん出
しています。今回ご紹介する1枚目は
1975年4月録音“アランフェス協奏
曲”（写真①）。これはCTIレーベル最
大のベストセラーなので耳にした方も

多いと思います。19分に及ぶ表題曲
である“アランフェス協奏曲”はもちろ
ん素晴らしいのですが、実は1曲目、2
曲目が好きな人が多いのではないか
な？まずは1曲目“You’d Be So 
Nice To Come Home To”。この曲
はまるでメンバー紹介のように全員が
順繰りにソロを取るのですが、そのど
れもが素晴らしい。軽快なスティーブ・
ガット(ds)のハイハットに乗せていき
なりジム・ホールのギターがテーマを
奏でます。繊細で透明感のあるプレイ
に続き、ポール・デスモンド(as)のソロ
へ。まるで自分のアルバムのように落
ち着いたプレイはチェット・ベーカー
（tp）へとバトンタッチ。後半は自由奔
放に盛り上り、ここでスティーブ・ガッ
ト(ds)が張り切ります。趣味の良い
ローランド・ハナ(p)のソロから粘っこ
いロン・カーター（ｂ）へ。テーマに戻っ
て終わるまで7分あるのですがあっと
言う間ですよ。特に全体を通して冴え
わたるスティーブ・ガットのドラムを聴
いて欲しいです。続く2曲目”The 
Answer Is Yes”はドラマの主題歌
のようカッコ良いテーマの曲です。作
者はジェーン・ホールとなっているの
で奥さんかな？とても肯定的な題名で
素敵ですね。ギターはもちろんピアノ
とトランペットをじっくり楽しめる良い
曲です。
　2枚目は翌年の作“哀愁のマタドー

ル”（写真②）。これもジムの優しさに
満ちたアルバムに仕上がっています。
サイドマンのアート・ファーマー(fh)、ト
ミー・フラナガン(p)が素晴らしいサ
ポートをしています。私が大好きなの
は6曲目”When I Fall In Love”。プ
ロの歌手ではない奥さんが一生懸命
に歌い、ジムが優しくサポートしていま
す。聴いていると心が暖かくなります
よ。7曲目”My One And Only 
Love”もお気に入りです。ジムとト
ミーのデュオですが、地味な二人が息
を合わせて心を込めると、原曲の美し
さが鮮やかに浮かび上がってきます
ね。私はこの曲が大好きなのですが、
これがベストテイクです。その他にも
ギターとドラムのデュオがあったり、ジ
ムによるエレクトリックとアコース
ティックギターの2重録りがあったりと
バラエティーに富んだ内容です。しか
も聴いていて疲れない。1音1音を追
うように真剣に聴く必要が無いんです
ね。ボーっと聴いていれば自然に良さ
が伝わってくる。そんなアルバムです。
寛ぎタイムにお勧めです。
　さて、これからの世界に何が待ち受
けていようと、音楽、映画、美術、文学
などは必要ですね。なぜなら、それらは
心をほぐし、柔軟にし、そして強くする
からです。そんなことを思った数か月
でした。

４ビートに首ったけ
地味目なギターですが飽きないですよ。

長谷部　徹神山 曻
団塊じじいのジャケ買い遍歴

特別寄稿

ギャロッピング奏法に挑戦3

はじめての鍼治療

　4月5月と完全に引きこもりだった
水産系シンガーソングライター牧野く
みです。最近は少しずつではあります
が、ライブ活動や外食、人との交流も
増えてきて喜ばしい限りです。
　読書や料理などが好きなのでインド
アでもそこそこ楽しく過ごせる私は、
自粛生活自体はそこまで苦ではなく、
料理動画をYouTubeにアップするな
どマイペースに過ごしていましたが、
ある日起きたら首がめちゃめちゃ痛
い。それにその前から不眠に悩まされ
ていました。予定がないのでずるずる
と寝坊して、夜眠くならないのでパソ
コンやスマホを飽きるまで触っている
という昼夜逆転の悪循環な生活に
なっていました。これは社会がまた動
き出す前に治さねば…と危機感を感
じたので、色々と調べた結果鍼灸院に
行ってみることに決めました。注射や

歯医者が苦手な私にとっては一大決
心です。
　骨格や筋肉についての説明を聞き
ながら治療を受けていると、音楽活動
にもよい効果がありそうです。「ピアノ
を弾く時の姿勢に気を付けてみよう」
「ここの筋肉の凝りが取れて柔らかく
なれば、横隔膜が広がりやすくなって
息をたくさん吸える」など音楽活動に
も活かせる気付きがたくさんありま
す。また、不眠の原因である自律神経
の不調に関する筋肉も改善するよう
施術してもらっているので、気持ちが
前向きになる効果もあったように思い
ます。先が見えず思うようにいかない
状況の中、マイペースに過ごしていた
つもりでも焦りや不安が知らず知らず
のうちに蓄積されていたのかもしれま
せん。
　それにしても、予め注射などが苦手

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

牧野くみ
「くじら座」日記連載47

連載44連載05

連載28 Course: Addicted to Guitar 永瀬 晋

https://mottonclub.com/ 

地域の、全国のミュージシャン、そして
音楽活動に関わるあらゆる人をネットワークしたい。
演奏の場を創り、ライブと楽曲の発信を
積極的に活動していくことが目的です。
元住吉から発信して行きます。アーチスト・メンバー募集中！！

「軽音楽ファンの集い」、「ジャズファンの集い」は、暫くの間月一回。
8月9日（日）13：00 開場/13：15 開演/17：00 閉会
川崎市国際交流センター・レセプションルームお知らせ

音友レコード倶楽部
Ligt Music & Jazz Date

　インドネシアのジャカルタ（当時は
オランダの植民地でヴァタビアと呼ば
れていた）生まれのジャワ人で、写真
で見ると日本人と見紛われる容貌な
ので親しみを感じる。
　4歳でオランダに留学し、10歳
（1929年）のとき英バーロフォンが発
売したルイ・アームストロング・アンド・
ヒズ・ホット・ファイブの“ウエスト・エ
ンド・ブルース”（1928年Okeh録音）
を聴いてジャズに打ちのめされ、その
魅力にすっかり取り付かれてしまっ
た。（ハリー・リムの回想）

　1936年に帰国後、1939年から
ニューヨークに移住。キーノート・レー
ベルのオーナー、エリック・バーネイ
（ユダヤ系アメリカ人）にジャズレコー
ドのプロデュースをさせて欲しいと折
衝し、ハウス・プロデューサーとしての
契約を取付け、1941年よりレコー
ディングをスタート。
　しかし、キーノートがジャズ・シリー
ズ第一弾として世に送ったレコード
は、このレーベルの典型的な作品では
なく、1949年の初頭ハリー・リムは
ニューオーリンズに赴き、若き白人演

奏家達に注目し自費を投じて録音し
たものだった。
　キーノートの記念すべき本格デ
ビュー作は、1943年12月28日
ニューヨークで録音されたレスター・
ヤングの初リーダー・セッションで、正
に最高の出だしと言える。（レスター
は、これより先の1942年にナット・キ
ング・コール・トリオとノーマン・グラン
ツのレーベルに吹き込んでいるが
1948年まで発売されていなかった。）
　ハリー・リムが1947年までにプロ
デュースしたセッションは300回を越
す物だが、1948年に全てをマーキュ
リーに買収された。
　過去に日本フォノグラムからLPの
15枚シリーズ発売が二回。その後に
「The Complete KEYNOTE 
Collection 1941～1947」として
21枚のカートン・ボックス入りLPセッ
トが発売された。
　CD化は？ と調べたところ、2015
年現在Fresh Soundから「Keynote 
Jazz  Collection 1941～1947」
FSRCD815として発売されている事
が判った。

　ジャズの名曲とよもやま話が交差
する玉手箱のような音友レコード倶楽
部Jazz Dateを楽しみにしている参
加者の一人です。さて世の中には似
ている曲が星の数ほどあるようで、こ
の曲とこの曲は似てるよねと言って
も、「それがどうした」とジャズを良く
知っている人に軽くかわされてしまう
ことが多いのですが、自分では聴き分
けられなくて区別のつかなかった2曲
が全く別物だった、という冷や汗の出
る話をここに白状いたします。その2
曲というのは、ベニー・ゴルソン作曲
の“フェアー・ウェザー”と、サド・ジョー
ンズ作曲の“ミーン・ワット・ユー・セ
イ”です。身近にいるジャズの先達に
メロディラインが全く違うと指摘され、
慌てて作曲者を調べてみると、なんと
どちらも名曲で、折り紙付きの数々の
名盤に収録されていました。
例えば、“フェアー・ウェザー”は1958
年の「Modern Art/Art Farmer」
（写真①）では、アート・ファーマー(tp)
とベニー・ゴルソン(ts)自身の華麗な
２管のアンサンブルに、ビル・エバン
ズ(p)、アディソン・ファーマー(b)、デー
ブ・ベイリー(ds)が妙味を添えていま

す。一方の“ミーン・ワット・ユー・セイ”
は、サド・ジョーンズとメル・ルイスの
競演デビューアルバムとして名高い
1966年の「Mean What You Say 
/Thad Jones&Pepper Adams 
Quintet」写真②）では、サド・ジョーン
ズのフリューゲルホーンとペッパー・
アダムスのバリトンサックスの深みの
ある甘美なユニゾンが実に心地よく
響きます。クインテットのメンバーはメ
ル・ルイス(ds)、デューク・ピアソン
(p)、ロン・カーター(b)。さらに“フェ
アー・ウェザー”はケニー・ドーハム作
の同名異曲もあるよと先達が教えて
くれました！こちらは、映画『Round 
Midnight』の挿入曲で曲想がまるで
違いました。チェット・ベイカーが歌っ
て演奏しているアルバムなどあります

が、紛らわしいしいことにチェット・ベ
イカーは同名2曲の“フェアー・ウェ
ザー”を変幻自在に様々なアーチスト
と演奏しています。例えば、1959年
の「Chet Baker in New York」（写
真③）。メンバーはチェット・ベイカー
(tp)、ジョニー・グリフィン(ts)、アル・ヘ
イグ(p)、ポール・チェンバース(b)、フィ
リー・J・ジョーンズ(ds)。ベニー・ゴル
ソンの曲には私の好きな曲がいくつも
入っていて、中でも“ウィスパー・ノッ
ト”を改めて聴いてみると、またまた
“ミーン・ワット・ユー・セイ”との親和
性を感じました。暖かみのある柔らか
な管楽器の競演には理屈抜きで魅了
されますが、それぞれの曲の特徴がわ
かるといっそう聴き惚れてしまうので
した。

名プロデューサー、ハリー・リムの遺産。
KEYNOTE RECORDINGS

川﨑 成弘
音友レコード倶楽部・音楽談義

Music  Conversations

▲
10インチSP盤センターレーベル
Coleman Hawking Quartet
1944-2-17録音

▲
日本フォノグラム Mercury （Keynote）LP盤
Lester Young Quartet
1943-12-28録音

レコードコンサート
Jazz Date DJ担当

吉井 ちづ子レコードコンサート
Jazz Date DJ担当

　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。
　今回は前回に続きギャロッピング奏
法第3回のご紹介です。
　前回はベースラインと同時にメロ
ディーラインを乗せる練習でしたが、そ
の延長線上になる難易度のエクササ
イズ紹介をしていきたいと思います。
　前回と同じくベースラインは4̃6
弦、2弦1フレットの「ド」の音がメロ
ディーという扱いになります早速譜例
ですが、今回はメロディーが「拍の裏」

になっています。
　音符を見ていただけると分かる通
りベースと同時にメロディーを弾く前
回と違い、今回はベースラインとベー
スラインの間にメロディーを割り込ま
せる感じになります。
　このタイミングを使った弾き方の曲
が、アメリカンミュージックに沢山あり

ますので、7覚えていただくとかなり今
後に役立つと思いますよ！
一気に難易度が上がってしまいました
が(苦笑)「ちょっと厳しいな」という方
は前回、前々回のエクササイズも
チェックしていただけると構造の理解
が早まると思います。
　というわけでまた次回！

　ホルスタイン牛のジャケットと言え
ば、ピンクフロイドの「原子心母」。A面
がチェロやブラス・バンド、コーラス、
そしてギターが入り交じったインストゥ
ルメンタル・ナンバーの大胆な構成。
イギリスの前衛音楽家、ロン・ギーシ
ンも参加したと言う。後で解ったので
すが創った本人は一番の駄作と言っ
ている。しかし、私はこれを聞くたびに
「泣けます」。八代亜紀の「舟唄」やち
あきなおみ「喝采」も泣けますが、学生
運動で除籍となり、折角金を出して
やったのに親不孝者と言われ家に帰

れなくなった頃でした。仲間達と蒲田
の廃工場で暮らす事になったんです。
丁度ベトナム戦争に破れたアメリカの
若者達に重なります。ニューヨークの
SOHOから始まりアートの拠点となっ
てロフトに繋がる流れで、私たちもそ
こでアート活動を始めたんです。私の
癖で何でも恰好から始めてしまうんで
す。ヒッピー文化にすっかり染まりまし
た。ところが仕事なんて全くない。無理
矢理近所のパチンコ屋さんから看板
の仕事をもらいアート？に仕上げたも
んだから「こんなの看板じゃねえ」と叱
られます。でも、ちゃっかりお金は頂き
ました。親父さんが良い人だったんで
す。即席ラーメンをふやかすだけふや
かして一人前を4人で分けて食べる
日々。今だから言えますが近所のパン
屋から配達されたばっかりの箱に入っ
たパンを盗んでは空腹を満たすこと
もありました。（ごめんなさい）
　そこで流れてくるピンクフロイドの
「原始心母」。アバンギャルドを感じな
がら哀愁あるメロディー。こんなバンド

が自分達にも出来たら良いな。なんて
妄想の毎日です。
　この頃は演劇の世界でも革命が起
きていました。唐十朗が主宰する劇団
「赤テント」、詩人、寺山修司の劇団「天
井桟敷」。いわゆるアングラ劇団の活
躍です。そんな中、無名の劇団から舞
台美術や宣伝広告の仕事が舞い込む
ようになりました。そういった仕事をこ
なしていたら、友人のお兄さんから何
を血間違ったか私たちにガソリンスタ
ンドのデザインを依頼して来たんで
す。本来は一級建築士が図面を引く様
な大仕事です。何の資格もないロン毛
の若者に依頼する人がおかしい。後に
AmPmというコンビニを日本に持ち
込んだ方ですが・・・。図面は建築士が
やるから、君たちはイメージコンセプト
を出せと。青きカメラマンと青きデザ
イナーのむさ苦しい若者が赤坂のど
でかいビルの応接間で伺ったお言葉
でした。やりましたよ。第三京浜上野毛
ピットイン、完成しました。死にものぐ
るいで頑張りました。（つづく）

ヒッピー生活からの脱却。

▲Atom Heart Mother／Pink Floyd
ジャケットデザインは、イギリスの
デザイン・アートグループ「ヒプノシス」

注）本稿は、ジャズ批評家ダン・モーガンスターンのレコード解説を参考にしました。　　　　　

ハリー・リム（Harry Lim）1919-2-13～1990-7-26（享年71歳）

聴き分けられなかった曲を調べてみたら・・・

▲①Modern Art/Art Farmer ▲②Mean What You Say /
Thad Jones & Pepper
Adams Quintet

▲③Chet Baker in New York

▲①Concierto/Jim Hall

▲②Commitment/Jim Hall


