
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
7月の集いは
中止となりました。

▲上記、サポーター記載は無料です。
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音楽好きな友の会（音友会） ●お問い合わせ
音楽好きな友の会事務局
TEL 090-9398-2889
E-mail:info@ontomo.jp

川崎市国際交流センター

●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
川崎市中原区木月祗園町2-2
元住吉駅から徒歩10分

「音友レコード倶楽部」とは？を動画に！

　　「音友レコード倶楽部」は、元住吉駅
を中心とした地域コミュニケーション
の活性化を願い、柔らかく聴きやすい
アナログサウンドのレコード再生、そし
て若い方達には新鮮なサウンドとして
味わっていただこうと活動をはじめ、今

年で７年目となりました。
　好きなレコードなのに近隣を気遣い
音量を高くして聴く事ができない、レ
コードは有るがプレーヤーを処分して
しまった・・・等、そんな軽音楽やジャズ
ファンがたくさんいます。
　私たちはそう言った方々とＳＰ盤や
ＬＰ盤のレコード、あるいはＣＤを持ち
寄って、テーマを決めレジメを作り、音
楽談義、オーディオ談義も・・・。　そんな
音楽を楽しむ場づくりをしています。
　時にはプロ、アマの演奏者も参加し、
演奏のテクニックや録音技術が解るよ
うな音質の良い音源を持ち寄り開催し
ています。特に音友会主催のライブで
は、楽器本来の『生音をメインに』とＰＡ
システムを最小限に抑え、あえてアナ
ログサウンドの音響環境づくりに心が
けています。
　残念なことに、今年もコロナ感染拡
大が止まりません。私たちも中止せざ

川崎市生涯学習プラザ

川崎市国際交流センター

プロフィール：
岡部 綾子（おかべあやこ）/ヴァイオリン
桐朋学園大学院大学を修了。桐朋学園オーケスト
ラアカデミー研修生修了。子供向け演奏会の他、室
内楽での演奏活動を行う傍ら後進の指導にあたる。
坂下 夏淑（さかしたかよい）/ヴァイオリン
桐朋学園大学、同大学院を卒業後、渡独。ドイツ国
立ヴュルツブルク音楽大学を卒業。Diplomを取
得。東京藝術大学履修証明プログラムDOOR修
了。現在オーケストラ等の演奏活動をお行いながら
後進の指導を行う。

曲目： 
モーツァルト おいらは鳥さし オペラ 魔笛より
モーツァルト 夜の女王のアリア オペラ魔笛より
ルクレール 二台ヴァイオリンの為のソナタ 第5番 ホ短調
ドヴォルジャーク ユモレスク
ロッシーニ ウイリアムテル序曲

●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 

●日時：7月1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　●料金：無料
●出演：坂下夏淑・岡部綾子/ヴァイオリン

【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。

第102回 ランチタイム・ロビーコンサート
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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
・郵便局 川崎ブレーメン通郵便局 中原区木月1-31-5　Tel.044-455-1800
・郵便局 川崎木月郵便局 中原区木月住吉町11-12　Tel.044-411-9800
・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
・放送局 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 
●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 SouleaveMusic School 中原区木月伊勢町10-1三起ビル302　Tel.044-750-8992
・ワインバー 24 Wine&Coffee Stand 中原区今井南町37-13-101　Tel.044-573-3437
・カラオケスナック ROCOCO 中原区今井南町37-13-102 　Tel.044-733-7777
・花屋 Bianca 中原区木月1-26-19　Tel.044-422-7015
・鉄板焼 ゆうき亭 中原区木月1-28-16　Tel.044-434-6999
・ヘアサロン 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
・カフェ 水谷珈琲 中原区木月1-32-16 1F　Tel.044-577-4288
・果物 フルッチョ 中原区木月1-35-1　Tel.044-433- 3338
・パン リップル 中原区木月3-10-20　Tel.044-863-6554
・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
・イタリア料理 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
・音楽教室 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
・音楽教室 有隣堂日吉センター 中原区木月4-31-7　Tel.044-411-5701
・コインランドリー 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
・理容室 Hair Salon Airs  中原区井田中ノ町5-3 関根ビル1F　Tel.044-755-0273
・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
・ヘアサロン 波照間 中原区井田中ノ町8-1　Tel.044-797-5692
・デザイン制作 アルケファクトリー 中原区井田中ノ町8-43　Tel.090-4362-5413
・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
・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
・不動産 福街不動産 中原区木月祗園町12-1　Tel.044-750-0409 
●元住吉東口（オズ商店街通り） 
・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2-2-3 メゾンミール元住吉　Tel.044-430-6963
・お茶 金子園 中原区木月2-2-36　Tel.044-411-5877
・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
・Cafe+Cake Baloo(バルー) 中原区木月2-7-8健庄ビル1F　Tel.044-789-9625
・介護センター ツクイ 中原区木月2-8-5MKビル1-B　Tel.044-431-0027
・古本・ＣＤ 凸っと凹っと 中原区木月2-10-3
・整骨院 オズ整骨院 中原区木月2-11-12 　Tel.044-740-9100
・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
・イタリア料理 自在屋 中原区木月4-10-6　Tel.044-433-5644
・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
・G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 

●元住吉近郊 
・喫茶室 シンフォニー 川崎市幸区矢上11-1　Tel.044-599-3499 
●武蔵小杉近郊 
・紅茶専門店・喫茶室 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
・蕎麦店 そばあさひや 中原区小杉御殿町2-42-7　Tel.044-722-1768
・珈琲店 Cafe TEMO（テモ） 中原区上小田中6-1-5　Tel.044-755-8234
・喫茶店 Coffee Spot Life（ライフ） 中原区上小田中6-22-13　Tel.044-722-0024
・喫茶店 ショップカフェハット 中原区新城1-16-12　Tel.044-788-0116 
●東横線沿線 
・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
・レストラン＆バー 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
・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
・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
・ジャズ喫茶 マシュマロ 横浜市中区山下町214 巴里堂ビル2F　Tel.090-2202-3294
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黒沼千比呂(くろぬまちひろ)：フルート奏者
武蔵野音楽大学卒業。現代のフルートのみならず、ルネサンス・フ
ルート、バロック・フルートなど、当時の楽器や奏法を積極的に取
り入れる古楽演奏でも活動しています。
フルートアンサンブルQuatuor acorde、コンソート・ペルティカ、
コルテ・デル・トラヴェルソのメンバー。フルート教室ポルテ主宰。
演奏会の企画、運営、チラシデザインなども多く担当しています。

そして音楽の旅は続く連載22 ジャズボーカリスト

星乃けい

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

誰もいない店頭で唄ったこともあったなぁ。
officialwebsite

https://www.hoshinokei.com

　音楽以外の仕事
はしないと決めて
上京し、手当たり次
第にスタジオで歌
を唄っていた頃は
さまざまなジャンル
の音楽を経験する
ことができました。
音程やリズムもも

ちろん大切ですが、ボサノバ調でと
か、演歌風で、アイドル風に、色っぽく
とかを唄い分けるのです。ただ、16
ビートの曲はとっても苦手でした。
ROCKは好きで多少は聴いたと思う
けれど、今でも唄うのはちょっと苦手
です。次に生まれ変わったら、エアロ
スミスのスティーヴン・タイラーに
なってシャウトしたい！
　ところが東芝EMIでの再デビュー
曲はその苦手な16ビートで、レコー
ディングにはとても時間がかかりまし
た。もう限界！ってとこまでやって「まぁ
まぁOKかな」をもらいました。この先
数か月（３～４か月おきに新曲をリ
リースする時代でした）は、ニコニコ
顔で苦手な16ビートを唄うのかと思
うとドッと疲れがこみあげてきました。
さらに私の売出しイメージは色っぽい
ものなので、スタイリストさんの持っ
てくる衣装は下着が見えそうなくらい
スリットの入ったスカートなどでした。
YAMAHAではギター抱えたジーン

いないならやめちゃえば、と思うかも
知れませんが、唄っていれば誰かが
気付いてくれるかもしれないのです。
それに、地元の営業が取ってきてくれ
た貴重なスケジュール！だから唄いま
す。今の時代の店頭演奏は、大型の
CDショップでインストアライブという
形で残っていますが、昔の環境や条
件の厳しい店頭演奏を経験したおか
げで、私はどこででも楽しく唄えちゃ
うよ！最悪の環境なら出来栄えは悪い
に決まってるけれど、一生懸命唄った
ら何か伝わる気がするんだよね～。そ
れは唄ったあとお客さんと握手した
手からジーンと感じるんです。

ズ姿、原付に乗ってスタジオからスタ
ジオへ飛び回る姿、からの大変身で
す。曲といい、商品イメージといい、
私なりに頑張りましたが難しかった
なぁ。もしスタッフ経験が無ければす
ぐに投げ出したと思います。　　　　
　さて、デビューが決まると日本全国
キャンペーンに行きます。YAMAHA
で一度経験済みですが再度、東芝
EMIのネットワークを使って廻ります。
あの頃は東芝EMIの支店が全国に
あって、各支店には地元に強い営業
マンがいました。私のマネージャーは
日本全国に持っている人脈をフルに
使って大枠のスケジュールを取り、そ
してもっと地元に密着する細かいス
ケジュールは支店の営業が取ってき
てくれます。例えば、昔はレコード屋さ
んがたくさんありましたが、店頭にラ
ジカセを置いてカラオケを流しながら
唄っている歌手を見かけたことはあ
りませんか？営業マンはレコード店主
と強い繋がりを持っていたので、こう
いった機会を作ってくれました。店頭
演奏をすると、握手やサイン、レコー
ドを買ってくれたりと間近に接するこ
とが出来るので私はあちこちの店頭
で唄いました。寒い時期の北海道、旭
川だったかな？誰もいない店頭で唄っ
たこともあったなぁ。ラジカセからは
北風まじりのイントロが始まり、苦手
な16ビートを熱唱します。誰も聴いて

コロナ禍で中止中の「音友レコード倶楽部」が企画制作。

▲左から塚田親一、牧野くみ、永瀬 晋。

▲「音友レコード倶楽部」受付ポスター

るを得ず残念で仕方がありません。
　そこで少しでもこの「音友レコード倶
楽部」を知って頂こうと、ギタリストの
永瀬晋さんとシンガーソングライター
の牧野くみさんの協力を得て「音友レ
コード倶楽部」の仕組みや内容のご紹
介などを動画にして配信することにし
ました。
　詳しくは、ontomo.jpまで。
　「音友レコード倶楽部」再開の際は皆
様のご参加を願っております。
        音楽好きな友の会　会長 塚田親一

災害時の外国人支援に多く用いられている「やさしい日本語」について学習します。
●日時：7月10日（土）13：00～15：00
●講師：高　偉 建（こう いけん）
   （国際交流基金日本語国際センター 専任講師）

●参加無料
●定員：50名（災害時外国人支援ボランティアに関心のある方）
●申込：HP申込フォーム
●締切：6月30日（水）

災害時ボランティア養成セミナー［Zoomによるオンライン講座］

▲Steven Tyler
ロックバンド「エアロス
ミス」のボーカリスト。

詳細はこちら



　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。
　今回も前回に続きファンク系テク
ニック「カッティング(ミュート)」のご紹
介。
　早速譜例の紹介になりますが、今回
のフレーズは単音と復音のコンビネー

　カッティングのテクニックを習得する
際はとにかくミュートが重要になります
が、ディストーションをかけたりしますと
更に難易度が上がります。
　カッティングを極めるにはまずは
「ミュート」を極めていくのが肝心です
ね。
　今回も結構大変なフレーズですが、
是非チャレンジしてみてくださいませ。
　ではまた次回！

ションフレーズになります。
　左手で押さえる指が増えるとミュート
がかなり大変になりますが、こういった
フレーズは左手親指が大活躍しますね。
　ミュートの担当範囲としては「低音弦
(6、5弦)が親指担当、高音弦側は親指
以外の空いている指で担当」という形
になり、コツのイメージは「指で弦にさわ
る(触れるだけで押さえない）」というの
が非常に重要になります。

　芸術文化において、「音楽の力」「演
劇の力」は無力なのか。いいえ、アーティ
スト自身の弱い精神こそが無力なので
す。真のアーティストは、音楽や演劇を
通して、自分の全てを他者に捧げること
が使命です。それを決して忘れてはなり
ません。
　人間が生きていく上で、絶対に欠か
せないものは「衣食住」ですが、芸術文
化とはそれを超越するのです。例えば、
どんな時かと申しますと人間が「生きる
意味」を失った時です。人は自分の寿命
を知らされると、目の前にどれだけ大金
があろうと「衣食住」は何の生きる支え
にもなりません。しかし、「音楽の力」「演
劇の力」とはその失った心に栄養を与え
る存在なのです。つまり、生きる希望と
勇気を与えることがその人の生きる活
力となる。
　これから時代の進歩と共に、芸術文
化はどんどん衰退していきます。なぜな
ら、今や人間がインターネットを利用す
るのではなく、インターネット（オンライ
ン）に心を支配されている世の中だから
です。このままでは、「人間の潜在能力
がAI（人工知能）に支配される」そんな
恐ろしい世の中になってしまうかも知れ
ません。だからこそ、生で感動を味わえ
る芸術が貴重であり必要とされる時代
になると思われるでしょう？残念ながら、
古き良き時代の手法を残していかない
限りそうはなりません。そして、何よりも
大切なことは質が良く高い技術を持っ
たアーティストを育てていかなければ、
芸術の本質は残っていかないのです。
だからこそ、我々教育者や指導者は、
しっかりとした教養を身に付けること、
見識（本質を見抜く力）を養うこと、それ
を伝えていくことが最も重要なのです。
　そこで今回ご紹介する作品は、『モー
ツァルト!』です。この作品は、オーストリ
ア出身のクラシック作曲家モーツァルト
の生涯を描いた、ウィーン発のミュージ
カルです。『エリザベート』を製作した脚
本・作詞のミヒャエル・クンツェと作・編
曲のシルヴェスター・リーヴァイが共同
で製作し、1999年にアン・デア・ウィー
ン劇場で初演されました。その後、
2015年から2016年にかけて、新演出
の再演がウィーンで行われました。
2002年、日本でも初演されてから現在

も尚上演し続けている最高傑作です。
そんな作品の中で、ぜひお聴き頂きた
い楽曲は「Gold von den Sternen」、
邦題は「星から降る金」です。
　ストーリーは、1768年ウィーン。ザル
ツブルクの宮廷楽士である父レオポル
ト・モーツァルトは、娘ナンネールと共
に、「奇跡の子」と呼ばれていた幼い息
子ヴォルフガング・アマデウス・モーツァ
ルトの演奏を目の当たりにしていた。歳
月は流れ、青年になったヴォルフガング
は、故郷ザルツブルクで音楽活動を続
けていた。しかし、ヴォルフガングはザル
ツブルク領主大司教の支配下で、奴隷
のように束縛された生活に嫌気がさし
ていた。父とも意見が衝突し、怒りを爆
発させてしまったヴォルフガングは、コロ
レドからクビを宣告され大司教との決別
を決意した。そして、新しい就職先、自由
と名声を求めザルツブルクを出るが、仕
事は見つからず母を亡くした。失意の
中、帰郷したヴォルフガングは幼少期か
ら彼の才能を見抜いていたヴァルトシュ
テッテン男爵夫人と出逢う。ヴァルト
シュテッテン男爵夫人は、ヴォルフガン
グの才能を開花させるためにウィーン
へ行くように説得します。そこで歌われ
るのが、「Gold von den Sternen」です。
ヴォルフガングには「生き方」すなわち

　今回は昨年までペンネームとして使
用していたフレドリック・ジョーンズの名
前の由来から話を進めていこうと思い
ます。ジョーンズという名前はジャズ・
ミュージシヤンにおいてもクインシー・
ジョーンズ(Tp,Arr)やジョーンズ３兄弟
（ハンク(P)、サド(Tp)、エルヴィン(Dr)）
などポピュラーな名前ですが、フレド
リックの由来は何だっただろうとふと考
えてしまいました。振り返ってみると中
学のクラスメイトにSF好きな友人がお
り、その影響でフレドリック・ブラウンと
いうショートショートの得意な作家の作
品を読むようになりました。この人は「未
来世界から来た男」、「火星人ゴーホー
ム」などのSF作品を残しています。とい
う事で今回はSFに関連した3枚のアル
バムを紹介していこうと思います。
　まずは山下達郎氏の「Ride On 
Time」（写真①)。この中ではタイトル曲
“ライド・オン・タイム”が大ヒットしまし
たが、LPアルバムB面一曲目に“夏へ
の扉”という曲が入っています。もともと
はロバート・A. ハインライン原作のSF

ける砂でおおわれ帝国直轄領の惑星ア
ラキスにおいて帝国に追われたアトレ
イデ公爵家子息のポールが砂漠に逃れ
て超能力と己の使命に目覚め、砂漠の
民フレーメンの救世主となって、世界を
根本から変革する戦いに立ち上がると
いう内容です。
　最後はメイナード・ファーガソンの
「Conquistador（征服者）」（写真③)。
この中で3曲目に入っている“スター・ト
レックのテーマ”は元々、アメリカの大
人気SFテレビドラマシリーズ「スター・
トレック」（後に映画でもシリーズ化）で
使用されていたメイン・テーマです。毎
回、カーク船長率いる宇宙船エンター
プライズ号の乗組員の活躍が放映され
ていました。また、日本テレビの「アメリ
カ横断ウルトラクイズ」のテーマソング
でも使用されていたので昔、聴いた事
のある馴染み深い曲だと思われます。
ファーガソン得意のトランペットのハイ
ノート・サウンドが随所で聴かれ、このア
ルバムは当時の全米ジャズアルバム第
1位にもなった様です。
　今回はSFに関連する小説やTVドラ
マをモチーフにした音楽を挙げてきまし
たが、興味を持った作品等があればこ
の機会に原作と同時に音楽アルバムを
一緒に鑑賞するのはいかがでしょうか。

小説名からとったものであり、達郎氏が
この作品に感銘を受け、小説にちなん
だ曲を作り上げました。つい最近、山崎
賢人氏主演で映画も公開予定ですが、
大まかなあらすじとしては主人公が生
活に絶望し冷凍睡眠により未来へ行
き、またタイムマシーンで今度は過去に
遡り、人生をやり直すという話です。そ
して曲はというと達郎氏が得意とする
軽快なバラードソングに仕上がってい
ます。
　次はデヴィッド・マシューズの「Dune
（デーン/砂の惑星）」（写真②)。これも
フランク・ハーバートのSF小説をモ
チーフにした作品でデイヴィッド・リン
チ監督の映画公開の7年前に既にLP
アルバムを発表しています。当時マ
シューズはボブ・ジェームズ(P) やデオ
ダート(Key)と同様にCTIレーベルでア
レンジを任されていました。A面全部を
使用し、４つのパート（“惑星アラキス”
～“救世主ムアド・ディブ”）から成る壮
大な組曲をエリック・ゲイル(G)やラン
ディ・ブレッカー(Tp)などのフュージョ

ン・シーンで活躍
していた錚々た
るメンバーを起
用し制作してい
ます。原作内容
は遥か未来にお

　前号で1959年5月、フロリダ州マイ
アミで開催された第2回ディスク・ジョッ
キー・コンベンションでのライブ盤2枚
をご紹介した。今号もその続きとなる
が、レコード、CDをお持ちでなくても
YouTubeにアップされているので、是
非聴きながらご一読を。今回はこの2枚
のライブ盤の裏側を少し掘り下げてみ
たい。
「Beauty and the Beat!／ペギー・
リー＆ジョージ・シアリング」（写真①) 
ペギー・リー＆ジョージ・シアリングのス
テージは本番前に丸1日、充分なリハー
サルを行い、本番は非常にリラックスし
たステージとなり、リーにとってもシア
リングにとっても代表作のひとつとなっ
た。オリジナルLPアルバムは'59年8月
にリリースされ、'87年にCD化された。
CD化の際、2曲のボーナストラックが
追加されたのだが、不思議なことにそ
れらには拍手やアナウンスが入ってい
ないのだ。まるでスタジオ録音なのだ。
そう、このアルバムは元々全編スタジオ
録音で、拍手やアナウンスは後でオー
バーダビングされたものなのだ。ライブ
が行われたのは事実だが、当日、録音シ

楽団にとっては必然的に気合いが入ろ
うというもの。3セット、全25曲をいつも
とおりのリラックスした演奏で聴衆を楽
しませた。
 ちなみにコンベンションでのライブ終
了後、日中にニューヨークへ戻り、その
日の夜のバードランドのステージもこな
したとのことである。
 ライブ盤はなんといってもその臨場感
であり、聴衆の反応が演奏をさらに盛り
上げ、スタジオ録音にはないライブ演奏
ならではの熱の高さが魅力である。ジャ
ズのアルバムには以前からライブ盤は
多いが、世の中がレコードからCDに
移ってから未発表のライブ音源のCD
化などライブ盤のリリースがさらに増え
たように思える。好きなアーティストの
ライブ盤を探してみるのも楽しいかも。

ステムのトラブルがあり、収録できな
かったのが真相らしい。しかし出来上
がったアルバムを聴くと、とても作られ
たライブ盤とは思えないほど自然なラ
イブ・ステージが収録されている。ちな
みに2002年、東芝EMIはこのアルバム
のスタジオ録音部分のみでCDをリリー
スした。
「B r e a k f a s t  D a n c e  a n d　  
Barbecue／カウント・ベイシー楽団」
（写真②）
当時、ベイシー楽団はニューヨークの
名門ジャズクラブ「バードランド」に出演
しており、5月31日も通常とおり、バー
ドランドでのステージをこなしていた。
ライブ終了後、その足ではるか南のマ
イアミまで飛行機で数時間かけて移動
し、ディスクジョッキー・コンベンション
でのステージを務めた。このアルバム
を 最 初 に 手 にし た 時 、な ん で
「Breakfast Dance ～」のタイトルな
のだろうと思ったが、ライブのスタート
が深夜で、翌朝にかけて行われたこと
からだと後で理解した。
 かなりの強行軍だが、コンベンションの
聴衆は耳の肥えた人ばかり。ベイシー

　とっくの昔に気づいていた。夢を持
つことは綺麗なことだけではなく、むし
ろ苦悩が大半を占めている。寝て見る
夢とは違い、本気で理想に向かって進
む道のりは、想像していたよりも孤独
の時間が殆どだ。人から気付かれない
地道な練習や、頭を抱えたくなるよう
な、ストレス度の高い知識習得の繰り
返しと言える。
　脚光を浴びる時間は、それらがやっ
と実を結ぶ瞬間であり、一瞬だ。脚光
どころか、パフォーマンスに向けられる
非難や、「興味なし」の目線もある。良
いライブができたと思った日も、芳しく
なかったライブの日も、帰り道に見上
げる夜空は総じて悔しい。スポーツ選
手の、「チームは勝ったけれど自分の
プレーには納得できなくて」、そんな想

いに近いのだろうか。
　本気とは、試行錯誤の連続を意味す
る。同級生と会うたびに、「打ち込める
ものがあって羨ましい」と言われる回
数も増えた。「夢を持ってしまったばか
りに」僕にとっては、そう感じる夜も
あった。
　物事には表と裏がある。目に見える
部分だけがすべてではない。
しかし、それこそが表現の世界
の醍醐味だ。
　苦悩があるから表現が続く。
満足された日々からは、心に
訴える表現が生まれない。悩
んで、不安になって、もがく道
のりだから、ファン、共感、応援
の声に本当に救われる。言葉
以上に、応援は嬉しいものだ。
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島倉 学があなたに贈るミュージカルの世界へ 
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　先日、ひとけのない公園でギターを
弾いていたら、通りすがり小学生が僕
を見ていた。僕に話しかけようかどう
か迷っている姿を見て、懐かしい気持
ちになった。小さな一声が嬉しい。勇気
を出してくれてありがとう。僕も、「その
一歩」を常に踏み出すことのできる
ミュージシャンでいたい。

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活動を後押ししていくことが目的です。
元住吉から世界に向けて配信して行きます。アーチスト・メンバー募集中！！
現在、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。
演奏者の方々で「モットンクラブ」から配信希望の演奏動画を募集しています。
（近郊で企画、運営可能なスタッフメンバーを募集中です）

国立音楽大学声楽科卒。劇団四季出身。
クロスオーバー歌手。近年は、クラシック・コンサートの
ソリストやミュージカルのメインキャストで出演。
現在活躍中のプロ歌手をはじめ、
有名ミュージカル俳優、ジャニーズJr.など
数多く歌唱指導。
ヴォイス・トレーナー歴19年を誇る。
島倉 学ミュージックスクール代表。
劇団SETアクターズコース歌唱講師。

そして場所探しが始まった。
　「とある飲食店」が閉店になり、自分
たちでレコードが聴ける場所を造れば
と、みんなで聴く会「音楽好きな友の会
（音友会）」を発足。簡単に発足したが、
聴ける場所探しが大変であった。音楽
好きなオーナー、オーディオシステム
が常設、ある程度の広さ、特にレコード
プレーヤーが無くてはレコードは聴け
ない。川崎さんと元住吉中を探したが
近年そんな場所はない。会場があれば
オーディオ機材は私物でも何とかな
る。ではと最低15名くらいの席があり
オーディオが無ければ置かせて貰える
会場を探した。西口のオズ商店街に小

さな喫茶店が快くＯＫが貰えた。アン
プ、スピーカー、レコードプレーヤーを
置かせて貰い参加費を設定し会場費
に充てた。珈琲付きで月2回の日曜日、
ジャズと軽音楽の日を設定、開催中の
出入り自由、で開催。その後に難題が
発生。開催中ポスター掲示はあるが
「出入り自由」とは言え、コンサート参
加以外のお客さんの対応である。日曜
日にゆっくりお茶を飲みに来たのに開
催中の時間には参加費が発生？。オー
ナーも当初は気がつかなかったが、お
客さんからしてみれば余計な音楽が流
れ好き嫌いにかかわらず出費がある。

結局開催の２時間を全貸し切りにして
貰う事になった。確かに静かに読書を
しようと来たのに音楽が大きく落ち着
かない。レコードコンサートは一般のお
客さんに迷惑を掛けてしまった出発で
あった。でもとても嬉しいことがあっ
た。女性の常連の方がレコードが聴け
るならと、わざわざ友人と星野源のＬＰ
盤を購入、聴きたいと持参してくれた
事でした。こんな一般の方がわざわざ
購入して持参してくれた事は音友会の
励みになりました。
（Ｍマガジン2015年09月号で紹介）

神山 曻

　自分の音楽のルーツをたどってみる
と面白い。私の場合、幼児期は良く預け
られていた叔母の家で流れていた浪
曲。小学校で習う音楽の楽しさ、3つ年
上の兄が弾いていた憧れのギターを見
よう見まねで覚えた古賀政男の弾き語
り、“影を慕いて”。そんな自分に中学の
中頃（1960）だったか、胸に刺さったの
が渡久地政信作曲、松島アキラの“湖
愁”だった。リズムが非常に解りやすく

程の取り方を直さなければならん。放課
後に残れ」となった。自分は音痴なのだ
ろうかと悩んでいたら、結局、男子校の
あるあるで、ソプラノの部員が少なかっ
たのだ。つまり音楽部に騙されて入部
させられた。しかし、我が家は家業を手
伝うのが習わしだ。秋のコンクールのま
での約束で親は許してくれたのだ
が・・・。ニセ部員のような者だから音符
など読めやしない。歌う事の難しさ、あ
まりにも過酷な練習だった。さらに曲が
クラシックだ。それも、たしかヴェル
ディーの“椿姫”の一節だった。高校の
神奈川県大会で準優勝だった記憶があ
るが私が入った事で優勝できなかった
のではと密かに思っている。
　これらがミックスしているところに、
突然ローリングストーンやビートルズが
身体を貫くように流れ込んで来た。
　私に取って60年と70年代は青春
真っただ中。頭も悪かったが柔らかだっ
た。アンダーグランドなバンドも作った
し、ロックバンドも作った。中原エポック
でコンサートもやった。
　音楽は私に取って『No Music,No 
Life』である。

哀愁の意味も知らないが寂しい歌だと
は理解は出来た。これをギターで弾き
語りがしたくて挑戦してみたが根性無
しには無理だった。この後、西郷輝彦や
安達明の曲が持ち歌になって人前で歌
う事に目覚めた。だから、なんだかんだ
言っても身体の底にしっかり染み付い
ているのが私の場合、浪曲と歌謡曲な
のだ。
　もう一つ、ラジオだ。FEN（極東放送
網）だ。ここから流れてくる、アメリカの
曲である。昼間はほとんどが米軍情報
だが夜になるとポップスやジャズが英
語のDJによって次から次へと流れてく
る。とにかくそれをラジオで流している
事が、かっこいいライフスタイルなの
だ。ジュリー・ロンドンの“思い出のサン
フランシスコ”や“フライ・ミー・トゥー
ザ・ムーン”。これらは耳から入る音真似
で歌っていた。絶対にアメリカに行く
ぞ。そう思える美しすぎる曲だった。
　高校に入って音楽の時間に、歌のテ
ストがあった。音楽の先生がNHK所属
のオペラ歌手だった。試験の後に職員
室に呼び出された。担任も不思議な顔
で見ていた。「あなたの歌い方、特に音

団塊じじいのジャケ買い遍歴連載15
演歌と歌謡曲が身体に染み付いている。

▲ラジオで聞いてレコード屋に買いに行った。
松島アキラ：
作曲家の渡久地政信にスカウトされ、
1961年、ビクターレコードから
この『湖愁』でデビュー、大ヒットした。

▲①Beauty 
And The Beat !/
Peggy Lee 
＆ George Shearing

Gold von den Sternen
歌詞和訳:島倉 学

「遠い遠い昔のお話です…あるお城に王様とその
息子の王子様が暮らしていました」

そこはまるで魔法の庭に包まれたお城でした
年老いた王様は 世の中に失望し
城の壁を高くし門を閉ざしました
その時、王は息子にこう言いました
「お前にとって、ここは夢の国 ここに勝る場所はな
い」
しかし『憧れ』の声が王子様に聞こえてくるのです
「お前は、ここから旅立たなければならない！」と

※夜空の星から時折降ってくる金
『憧れ』は言う
「お前なら外の世界へ出ても、誰にも頼らずその金
を探し出せるだろう」
「存在するとは成るということ」
「生きるとは学ぶということ」
「星から降る金を探すためには、どんな時も危ない
橋をも一人で渡らねばならないのだ」

王は息子にこう言いました
「外の世界に出れば、お前はきっと挫折する…この
私のように…」

「私とこの魔法の庭にとどまるのだ！ここがお前に
安らぎを与えられる場所」
「お前を守るために、こうして壁を高くし門を閉ざし
たままにしてあるのだ！」
王のその言葉全てが、息子を心から思う真実の
『愛』でした
しかし、それでも『憧れ』の声が王子様から離れま
せん
「お前はここを去らねばならない！」と

世界の果てにある星から降りそそぐ金
『憧れ』は言う
「それを見つけ出せた者は、どんな不可能なことも
可能にできる者」
「存在するとは成るということ」
「生きるとは学ぶということ」
「星から降る金を探すためには どんな時も危ない
橋をも一人で渡らねばならないのだ」

「愛するとは時に手放すということ」
「愛するとは時に最愛の者と別れるということ」
「愛するとは自分の幸せを求めず与え続け、涙を堪
えてでも相手のために伝えるということ」

※REPEAT

「厳しくもあり苦難でもある、その『憧れ』の世界
へ！」

▲③ Conquistador/
Maynard Ferguson

▲① RIDE ON TIME/
山下達郎

▲② Dune/
David Matthews

「生きることは学びである」そして、ヴォ
ルフガングの父へは「愛し方」すなわち
「愛するとは自分の幸せのために見返り
を求めないこと」を伝えています。
　ぜひ、私が意訳した歌詞和訳と共に
皆さまお聴きください。

▲モーツァルト/ウィーン盤 ▲モーツァルト/新演出盤

▲②Breakfast Dance
and Barbecue/
Count Basie


