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音友レコード倶楽部
新型コロナウィルスの
感染拡大予防として
1月の集いは
中止となりました。

●お問い合わせ
（公財）川崎市生涯学習財団
総務室 総務係
ロビーコンサート担当
TEL 044-733-5560
E-mail:concert@kpal.or.jp
川崎市中原区今井南町28－41 

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」はレセプションルームで開催。
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。

連載16
officialwebsite

https://www.hoshinokei.com

　あけましておめでとうございます！
今年もよろしくお願いいたします。
　今年こそ、部屋の片隅に置いてあ
る懐かしい宝物のギターを弾いてみ
たいとは思いますが、スチール弦は
指先が痛いから無理かな。どうせ
コードをかき鳴らすくらいしか弾けな
いんだし。19歳でデビューして全国
キャンペーンをしてた頃も、そんなお
恥ずかしい腕前でした。そこでディレ
クターは私の最低のギター演奏のサ
ポートのために、上手なギタリストを
連れてきてくれました。ギタリストは
伊藤薫さんという方で、当時はゆっ
たりとした身体にオーバーオール、
ロングヘアに愛くるしい笑顔、でも腕
前は最高！お人柄も温かくて大好き
でした。ここぞというコンサートで私
がとてつもない大失敗をしでかして
も、薫さんは優しかった。最高のサ
ポートしてくれました。ヤマハを辞め
てからはお会いする機会も無くなり
残念でしたが、それから数年後に
「LOVE IS OVER」の作詞作曲者と
して大ブレイク！ヤッター！ってガッツ
ポーズをしたくらい嬉しかったです。
それからのご活躍は皆様ご存知の
通りです。薫さんは元々シンガーソ
ングライターなので、昔から心に沁

みる詞と曲を書いていて、私は今も
忘れられない曲があります。きっとそ
れは彼の心に深い優しさや繊細さが
あって、それを表現することができる
からなんだろうな。薫先生に乾杯～！

　さて、キャンペーンには生演奏の
ない時もあり、そんな時は新聞や雑
誌のインタビューを受けるとかラジ
オで喋るとか、デンスケというラジカ
セを担いでインタビューを取りに
いったりしました。ラジオで大石吾郎
さんのアシスタントをさせてもらった
経験を生かすことができました。ある
時はNHKのベテランアナウンサー
の方から、歌う時にも参考になるの
ではと鼻濁音の使い方を教えて貰
いました。参考どころか今では宝物
です。日本語の歌を歌う時には今も
気を付けるように心掛けています。
いろんな経験が増え、いろんな人と
の交流もさらに広がり、この頃は加
速度的に世界が広がりました。私の
デビューには東京６大学の広告研究

会というサークルがバックアップに
ついてくれたので各大学の学園祭
でコンサートをしたり、大学生が広告
を手掛けてくれたりしました。プロダ
クションが間に入るので直接お会い
するのはコンサート会場だけだった
けど、なんだか楽しかったなぁ。ただ
15歳からオトナ達が動かす世界に
いたので、同世代だらけの中に入る
と不思議な気分でもありました。大
学生がキャンパスライフを楽しんで
るのに、私って生活のために唄って
た？それとも元々ずっとこの若い世
代の中にいたの？と錯覚してしまい
そうでした。学生生活を謳歌する大
学生たちと、私の選んだ生き方は違
うのかなぁとしんみりと考えたことも
ありました。どっちも青春よね～(笑)

デビューには大学の学園祭。

月２回開催しているレコードコンサート“ 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“軽音
楽とジャズを聴くプログラム”に変更して開催
しています。デジタルには刻まれていない優し
い音をレコードのアナロクサウンドで探して見

ませんか。SP、LP、EPはもちろんCDなどを皆
さんと一緒に持ち寄り“懐かしいあの頃のレ
コードを聴く音楽の集い”に参加して音楽談義
やオーディオ談義を楽しんでいます。ぜひ皆さ
んも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。）

●お問い合わせ
川崎市国際交流センター
TEL 044-435-7000
FAX 044-435-7010
E-mail:kiankawasaki@kian.or.jp
川崎市中原区木月祇園町2-2
元住吉駅から徒歩10分

川崎市国際交流センター

かわさき国際交流民間団体 ミニ交流コンサート
和太鼓グループ「和太鼓祭音」と「平間わんぱく少年団」による演奏と活動紹介。
和太鼓の体験コーナーも。
和太鼓グループはスペイン、 ドイツ、中国、台湾など
10ヵ国で海外公演を行ってきました。
演奏の合間に海外 公演の報告もいたします。
お楽しみに！

川崎市生涯学習プラザ  １階ロビー
第96回 ランチタイム・ロビーコンサート
●日時：1月14日（木） 12：00開場／12：10開演／12：40終演予定
●場所：川崎市生涯学習プラザ　１階ロビー　●料金：無料
●出演： 児玉彩霞(ヴァイオリン)、多羅尾睦恵(ピアノ)

●曲目：
愛の挨拶／エルガー
早春賦／中田章
春の歌／メンデルスゾーン
カノン／パッヘルベル
タイスの瞑想曲／マスネ
ヴァイオリンソナタ第5番≪春≫／
ベートーヴェン

［プロフィール］ 
●児玉 彩霞（こだま あやか）／ヴァイオリン／国立音楽大学、東
京学芸大学大学院を経て、Conservatoire de Strasbourg（フ
ランス）を修了。海外でも活躍。
●多羅尾 睦恵（たらお むつえ）／ピアノ／名古屋市立菊里高等
学校音楽科を経て、武蔵野音楽大学器楽科ピアノ専攻卒業、大
学特修科修了。群馬オペラ協会会員。藤原歌劇団団員。

【来場の注意点】
マスク着用、
連絡先記入、検温、
入場制限がございます。

音楽好きな友の会 ご挨拶
　2021年。私たち音楽好きな友の会（音友会）が東急東横
線「元住吉駅」を中心に、音楽を通して地域活性化活動を始
めおかげさまで7年目になりました。
　新型コロナ感染で昨年開催のはずだった第２回元住吉
ミュージック・フェスティバルが延期となり、本年の4月の開
催となりました。感染拡大が収まる事を祈るばかりです。
　音友会は、モットンクラブの牧野くみ、永瀬晋、牧野ケン
ト、音響の石原真理、記録の安田芳弘、広報の神山昇と共に
今年も様々な形で地域活性化活動をして行く所存です。
　本年もどうぞ、よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　      音楽好きな友の会 会長 塚田親一

2021年1～6月のレコードコンサートは中止の場合があります。
詳細は音友会ＨＰ、Ｍマガジン、担当まで確認を願います。
●音友レコード倶楽部コンサートのお問い合わせ
090-9398-2889（担当：塚田）
※「非通知設定」には対応不可。

田島華乃（たじまかの）：ヴァイオリスト。3歳からヴァ
イオリンを始める。桐朋学園大学附属音楽高校を経
て、桐朋学園大学を卒業。アルゲリッチ国際音楽祭、
ザルツブルク音楽祭参加、ファイナルコンサートに出
演。全日本芸術コンクール第二位。菊地成孔ペペ・ト
ルメント・アスカラール、中島みゆきコンサート『一
会』、東京宝塚歌劇団、ディズニー・オン・クラシック
など、様々な公演にて演奏。親子向けコンサート企
画・音の家（otonoya ）代表として都内の親子カ
フェやホールで0歳から参加可能な親子コンサート、
東急東横線「元住吉駅」近くのライブハウスでは『マ
マのおひざで聴くヴァイオリンコンサート』を実施。

●日時：1月9日（土） 午後1時30分～午後3時30分
●参加費：無料（先着100名）
●申込：電話、メール、HP、来館
● 問い合わせ先：川崎市国際交流協会 電話435-7000
●メール kiankawasaki@kian.or.jp

2021年1月から6月の間、レコードコンサートは
中止する場合が有ります。
詳細は音友会ＨＰ、Ｍマガジン、担当まで確認を願います。



　30年くらい前に冬のパリを訪ねた
ことがあります。カルチェラタン周辺
の安宿街に滞在し、冷たい雨に雪が
混じる寒空の下、パリの街を歩き回り
ました。カフェに座り通りを眺めると、
人々はコートの襟を立て、ひっそりと
静かに歩いていたのを覚えています。
ただ、誰もがオリジナリティーに溢れ
たオシャレをしているのが印象的でし
た。今回はそんなパリを拠点に活躍し
ていて（イタリア生まれですが）、この
街の印象と同じように静かな中にも情
熱を秘め、強力な個性を持ったピアニ
スト、ジョバンニ・ミラバッシをご紹介
します。
　まず1枚目は1998年録音、ピアノト
リオ作品の「ARCHITECTURES」
（写真①）です。彼の演奏は、叙情的で
品の良いヨーロッパのピアノトリオに
ありがちな演奏にとどまらず、幻想的
な美しさの中にも、どこか挑戦的で攻
撃的なものを感じました。全曲オリジ
ナルってのも好感がもてますよね。お
勧めはまず1曲目”Un Dimanche 
De Pluie”。この曲はまるで緊張感の
ある抽象画を見ているようです。わか
りやすいテーマがあるわけではありま
せんが、潮の満ち引きのように小さな
うねりがやがて大きなうねりへと変化
していき、その途中には美しい旋律が
散りばめられている。息を止めて音に
集中しているうちに5分弱の曲が終
わってしまいます。続いて8曲目”La 
Fin De Quelque Chose”。悲しい
ストーリーの白黒映画のエンディング
に流れそうなスローで儚い曲で、ピア
ノの単音があまりに美しく、悲しみに
よって心が浄化されるような曲です。
しっかり深くピアノトリオを聴きたい方
にお勧めのアルバムです。

　2枚目は2001年録音、ピアノソロ
のアルバム「AVANTI !」（写真②）で
す。この作品は彼の意欲作であり、名
を世に知らしめた1枚で、内容は革命
歌、反戦歌、民衆の歌などをコレクショ
ンしたものです。ここは是非、BGMと
して聴き流してしまうのでは無く、しっ
かり腰を据えて聴いて欲しいです。
CDに立派なブックレットが付いてい
て曲ごとにその革命、運動などの説明
と兵士、民衆、リーダーなどの写真が
載っています。このアルバムではそれ
らの人々の祈り、怒り、勇気、孤独、悲
しみ、歓喜、希望などをソロピアノで代
弁しているのです。美しくシンプルな
旋律に乗せた魂の叫びを聴いてくだ
さい。まず1曲目“El Pueblo Unido 
Jamas Sera Vencido”。静かで切
ないピアノの1音1音に心を締め付け
られるようです。革命の時、人々はそ
の人生の大切な時をこの曲を歌いな
がら過ごしたのでしょう。2曲目以降も
美しく悲しい、また歓喜に満ちた曲が
続きます。14曲目はジョン・レノンの
”Imagine”です。彼が銃弾に倒れてか
ら40年が経ちました。しかし、この曲は
今後もずっと演奏し続けられるので
しょうね。ここでは7分を超えるアドリブ
に満ちた演奏になっています。紛争や
革命の当事者では無い我々も争いや
差別の無い世界を想像してみましょう。
そんな7分間を与えてくれる１曲です。
　最後にご紹介するのは2001年秋、
パリでのライブ録音「DAL VIVO !」
（写真③）。1枚目、2枚目からの曲を中
心としたピアノトリオでのライブ録音
です。緊張感のある美しいメロディー
は相変わらずで、お気に入りは4曲目
“Des Jours Meilleurs”。物悲しい
テーマが印象的なワルツです。まるで

映画音楽のように、この曲を聴いてい
ると様々な場面が眼に浮かびます。嬉
しい時はうれしい場面を、悲しい時は
悲しい場面を想い出すことでしょう。
まるで心の鏡のような1曲です。8曲目
は2枚目の1曲目でご紹介したのと同
じ曲のトリオバージョンです。ピアノソ
ロのバージョンよりシンプルな印象
で、なにも革命の事は考えなくてもた
だ美しい1曲として楽しめます。ソロの
演奏が辛口過ぎると感じる場合はこ
ちらのバージョンをお勧めします。
　アメリカの黒人達のソウルフルでス
ウィンギーなジャズとは全く違う音楽
がここにはあります。ジャズと言う音
楽はふり幅が大きいですね。私はどっ
ちも好きですが、6対4くらいの割合で
こっちが多いかな？
　冬のパリを良く思い出します。今は
違った意味でひっそりとしているで
しょうね。早く世界が普通の日常を取
り戻すことを願うばかりです。

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！！

４ビートに首ったけ
パリの旋律、
愛と悲しみの調べをどうぞ。 長谷部　徹

団塊じじいのジャケ買い遍歴

スウィープピッキングに挑戦 その3

良薬は口に甘し

　「良薬は口に苦し」という諺を鵜呑
みにしていた。目の前に楽な道と苦な
道があったら、可能な限り後者を選ぼ
うと思ってきた。成長に痛みはつきも
のだ。苦しい状況をもがいた先に、か
けがえのない喜びがある。僕は、そん
な狭い世界で、自分の価値観に取り
憑かれながら生きていたのだと思う。
人間の身体に最も良い薬は、どんな
科学の最先端でもなく、「笑うこと」だ
と言う。簡単なようで難しい。大人に
なると、いつからか愛想笑いが増え
た。話の落としどころを考え、共感を
探し、何となく笑うことで場を凌ぐ術
を覚えた。とは言え、それも決して悪
いことではない。皆、当たり前のよう
にそうして人と接し、社会を形成して
いる。それでも、透き通る冬の夜空の
向こうを眺めながら「あの頃」を思い
出すのは、何のためだろう。我を忘れ
るくらい、腹を抱えて最後に笑ったの

は、いつのことだろうか。
心の底から笑うことは、全く苦しいこ
とではない。むしろ、それこそが人生
の一番の幸せと言えるだろう。幸せ
が最大の良薬となる。決して苦くはな
いのだ。そう考えると、人間のつくり
も決して悪くないと思える。
　町に笑顔が戻ったのも束の間。季
節は移り変わり、今年もまた厳しい冬
がやってきた。ステージに立てる喜び
は感じられたもの
の、世の中の状況は
依然として芳しくな
い。良薬は口に苦く
なくとも、変化は苦
痛を伴うものだ。新
しい生活様式がで
き、新しい音楽スタ
イルができ、世の中
は着実に変化して
いる。ただ、それが

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

牧野憲人「くじら座」日記連載52

連載49連載09

連載33 Course: Addicted to Guitar

永瀬 晋
　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「Am3本弦型スウィープ
ピッキングのポジション紹介」を進め
ていきたいと思います。
　まずは一個目CAGEDのE型です
ね　Emの形でルートを5F に持って

きていただくとイメージしやすいと思
います。
　そして二個目はCAGEDのA 型で
す。これはローコードのAのコードそ
のままイメージしていただくといいで
すね。
　最後三個目はCAGEDのD型です
　これはローコードのDmを7Fルー
トに持ってきていただくとイメージし
やすいと思います。

　このような感じで形でおぼえつつ
も、インターバルを関連付けていくと
非常に頭に入りやすく、アドリブにも
混ぜやすいと思います。
　是非チェックしてみてくださいま
せ。
　実際に演奏に混ぜていくことも考
えると非常に覚えることが多いです
が、かなり使えるネタですので是非ご
利用ください！

良い方向に変化しているかどうかは、
蓋を開けてみなければわからない。悲
観的に言っているのではなく、ここか
ら自分がどう足掻くかを楽しみたいと
ころだ。
　笑うことが最大の良薬。一挙手一
投足を楽しみ、変化を味方につけて、
ステージから一石を投じたいと思っ
ている。

　かつてレコード全盛の時代、いつ
頃からか「ジャケ買い」という購入の
仕方があった。 
　その言葉のとおり、内容は別にして
ジャケットの印象が気に入ったり、自
分好みで買う ことを指す。ジャケ買
いのひとつの動機として「美女ジャ
ケ」がある。美女の写真を配したデザ
インは、それだけで購買意欲が沸くと
いうものだ。
　1950～60年代のレコードジャ
ケットは手の込んだものが多く、特に
ジャズ、ヴォーカル、イージーリスニン
グ、ムードミュージックといったジャン
ルのアルバムジャケットには 美女
ジャケが数多く存在する。インスト・ア
ルバムの美女ジャケはモデルを起用
するが、女性ヴォーカルのジャケット
はヴォーカリスト本人が飾るものが多
く、あらためて見てみると美形の
ヴォーカリストのなんと多いことか。
聴覚としての女性ヴォーカル、そして
視覚としての美女ジャケであり、聴
覚・視覚から刺激を受けることは長生
きの秘訣でもあるそうだ。
　ジャズ雑誌でも時々美女ジャケ特
集があるが、ある評論家は「美女ジャ
ケのジャケットと中身の音楽内容は
別物である。要は２度美味しい思いを
させてもらえる」と言われている。
2000～3000円で「一粒で２度美味
しい」的楽しみ方ができるのであれ
ば、こんな良いことはない。
　本稿では筆者の手持ちのレコード
より、特に好きな美女ジャケを数枚ご
紹介したい。
　なお「美女」の基準はあくまで筆者
目線であるのであしからず。

♪ Dinah, yes indeed!/Dinah 
Shore(1959)
　1959年、ダイナ・ショアがキャピト
ル・レコードに移籍して、最初のアル
バム。ショアはキャピトルの専属アレ
ンジャーだったネルソン・リドルと仕事
がしたくて移籍したといわれている。
で、念願とおり本アルバムでリドルと
の共演が実現した。
　6枚あるキャピトルでのアルバムの
中で、最高の出来と筆者が思うのがこ
の1枚である。美女ジャケを語る時あ
まりこのアルバムは取り上げられない
のだが、でも取り上げたい。オレンジの
背景にショアの写真とタイトルのみ。
これ以上のシンプルさはあるまい。ち
なみにこの時、彼女は43歳。（写真①）

♪Dream Girl/Ray Anthony 
and his orch.(1958)
　グレン・ミラー楽団出身のトラン
ぺット奏者、レイ・アンソニー楽団の
アルバム。
　アンソニー楽団は第二次大戦後に
結成されたスイング系のビッグバンド
であるが、本作はダンスバンドとして
の演奏で、イージーリスニングのアル
バムである。“ニアネス・オブ・ユー”
“マイ・フーリッシュ・ハート”などおな
じみのスタンダードナンバーが並ん
でおり、アンソニーの オリジナル曲
である“ドリーム・ガール”がアルバム
タイトルにもなっている。複数のカッ
プルでピクニックに出かけた場面で、
ジャケットの女性が“ドリーム・ガー
ル”ということか。
　「ピクニック」系のジャケットは割と
あり、そこには男女のカップル、ラン
チを詰めたバスケット、敷物の上で戯
れる…といった情景が展開する。通
常、美女ジャケは肉感的なモデルが
多いが、このアルバムのモデルは清
楚系。（写真②）

♪M u s i c  f o r  t h e  L o v e  
Hours/Jackie Gleason(1957)
　ジャッキー・グリーソンは俳優、コメ
ディアン、テレビタレントの走りでもあ
り、自身のテレビ番組やブロードウェ
イショーで人気を博した。一方、
1950年代より自身の名を冠した楽
団によるムード音楽のアルバムも制
作し、1970年代までに50枚以上の
アルバムをキャピトルよりリリースし、
現在でも高い評価を得ている。
　グリーソンのアルバムジャケットは
アルバムのイメージに合わせた上
で、キャピトルのセンスの良さと相
まって豪華な作りのものが多く、見て
いるだけでも楽しめる。グリーソンの
飲み友達でもあったサルバドール・ダ
リ作のジャケットもあり、それだけで
芸術作品である。当然ながら美女
ジャケものも少なくない。
　本アルバムは、グリーソン定番の
スローなストリングスにボビー・ハ
ケットのトランペットが絡む。
　ネグリジェ姿の美女が煙草に火を
点けてもらおうとしているなんて、い
やが上にもこの後の展開を妄想して
しまう。（写真③）

♪Imagination/King Sisters
(1958)
　1940～60年代に活躍した実姉
妹のコーラスグループで、女版
フォー・フレッシュメンなどと言われ
た。彼女らは実は8人兄弟(女子6人、
男子2人)で、子供の頃は一家でファ
ミリーオーケストラを編成し活動して
いたが、最終的に残ったのが4人の姉
妹であった。アルバムのアーティスト
自身がこれだけ美女でそれも4人も
揃うとなれば、それだけで美女ジャケ
の資格は充分。これもキャピトルから
のリリース。
　同レーベルからのアルバムは4枚ほ
どあるが、内容、ジャケットともに本ア
ルバムが最高の出来。背丈の順に並
んでいるが実際の4人は写真ほどの
背の違いはなく、この構図もセンスを
感じる。なお4人とも綺麗なブロンドだ
が、もともとはブルネットだ。（写真④）

♪Sophisticated Sixties/Larry 
Elgart and his orch.(1960)
　はじめてこのアルバムを手にした
時、あまりにもストレートな美女ジャケ
にハッとした記憶がある。
　ラリー・エルガートはサックス奏者
で、兄のトランペット奏者、レス・エル
ガートと双頭のビッグバンドを結成
後、独立し自身のバンドを持った。ア
ルバムはRCAから数枚リリースした
後、MGMに移籍し最初のアルバムが
本作。ピアノレスで、モダンなサウンド
は私好み。キャロル・スローンが駆け
出しの頃、バンドシンガーとして在籍
していたことでも知られる。
　ジャケットは見ての通り何の工夫も
ないジャケットだが、美女ジャケであ
ることには違いない。ジャケットのモデ
ルはカルラ・マルリエというフランス
の女優。厚い唇が印象的だ。（写真⑤）

　世の中がCD中心になって、今では
ネットからのダウンロードでさらに手
軽に音楽を取り込めるようになった
のは良いことだが、かつてのように
ジャケットも楽しむ感覚が少なくなっ
て しまったのは残念である。幸いにし
て最近、レコード回帰の動きもあり、
ジャケットデザインにも再び目が向け
られれば、美女ジャケも復活するかも
しれない。
　さあ、今日も美女ジャケを眺めなが
らレコードを聴こう。

美女ジャケ あれこれ

▲①Dinah, yes indeed!/
Dinah Shore

②Avanti/
Giovanni Mirabassi▶

◀① Architectures/
Giovanni Mirabassi

◀③Dal Vivo/
Giovanni Mirabassi

近郊で企画、運営可能なスタッフメンバーを募集中です。
「モットンクラブ」の登録アーティストメンバーが演奏動画を配信しています。
また演奏者の方々で「モットンクラブ」から発信希望の演奏動画を募集しています。

特別寄稿 Music  Conversations音友レコード倶楽部・音楽談義

レコード倶楽部DJ担当大場アキヒロ

▲②Dream Girl/
Ray Anthony and his orch.

▲③Music for the Love Ho
-urs/Jackie Gleason

▲④Imagination/
King Sisters

▲⑤Sophisticated Sixties/
Larry Elgart and his orch.

▲McCartney／Paul Pccartney
ジャケットは、ドレンチェリーの写真で、
写真家であった妻リンダ・マッカートニーに
よるもの。

　1970年、このジャケットを元住吉
のレコード屋さん（今は無き、マツオカ
楽器店）で手にした時に、「ああ、ビー
トルズが解散する・・・」と思わず口に
出してしまい、店主に笑われた。そし
て、その予感は現実となった。
　1966年6月にビートルズが初来
日。同世代の女性が失神するといっ
た熱狂的なファンの動向がニュース
となっていた頃、私はローリング・ス
トーンズの“黒くぬれ！”、“レディ・

ジェーン”に夢中になっていた。そう、
アンチ・ビートルズだったのだ。嫉妬
かもしれない。気になっていた女子が
ビートルズが好きと言ったからかもし
れない。それから2年後に学園紛争の
バリケードの中で同志が聴かせてく
れた“サージェント・ペパーズ・ロン
リー・ハーツ・クラブ・バンド”。それに
出会わなければビートルズの偉大さ
に気付かなかったかもしれない。
　私は自分の容姿を顧みず、ビートル
ズと同じ世界で生きて行きたいと服
装を真似、髪型を真似、前衛的な音楽
を演奏し、映画作りもした。それは全
く箸にも棒にも掛らない稚拙だった。
要するに盲目的な信者のごとく振る
舞っていたのだ。
　そして解散となって、そのビートル
ズ・ロスを埋めるようにジョン・レノン、
ジョージ・ハリスンのソロアルバムを
むさぼり聴いて行くのだが、ジョン・レ
ノンが暗殺された1980年までそれ
は続いていた。
　そして、その「死」という現実感がよ
うやく私のビートルズの呪縛から解き
放したのだった。
　さて、この“マッカトニー”は、ポー

ル・マッカトニーがすでにジョン・レノ
ンが小野洋子とバンド活動をして
ポールに三行半を突きつけていた時
分の作品である。
　全ての楽器を自分一人でこなすマ
ルチプレーヤーとしての才能を遺憾
なく発揮してるとも言えるし、曲作り
があまりにも安直ではないかと〈う
がった〉意見もある。
　孤独感丸出しにも聞こえるこのア
ルバムは、当時私は彼がひとりぼっち
で部屋に閉じこもって創ったのだろう
と思えてならなかった。しかし、アルバ
ムの写真もそうだが妻のリンダがしっ
かり寄り添っていたのだろうし、本当
はこれで彼もビートルズの呪縛から
解き放たれたのではないだろうか。そ
う思えるまで数年を要した。
　同じ頃だったと思うが、私の尊敬す
る笠井叡と言う舞踏家がこの音楽を
バックに華麗に踊った舞台を今でも
鮮明に覚えている。
　私は下戸だが、もし酒に酔ってこの
曲を聴いたなら真似をして踊るかもし
れない。実は擦れ切れるぐらい聴いた
大好きなアルバムであった。
　　　　　　　　　　　　（つづく）

ビートルズの呪縛から解き放された。 神山 曻

「軽音楽ファンの集い」、「ジャズファンの集い」は、
新型コロナウィルスの影響により、中止の場合が有ります。
詳細は、ontomo.jpのホームページ、Ｍマガジンで確認をお願いします。お知らせ
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