
▲上記、サポーター記載は無料です。
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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
・推進協議会　 「音楽のまち・かわさき」推進協議会 幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー5階 Tel.044-544-9641
 
●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
・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
・八百屋 八百屋ジャズ 東京都世田谷区等々力２丁目16-14　Tel.03-3701-3860
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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
9月の集いは
中止となりました。
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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

●櫻岡史子プロフィール
8歳からパンフルートを始める。本場ルーマニアに
てパンフルート奏法・教授法を学ぶ。ルーマニア大
使館公認日本ルーマニアパンフルート協会を設
立。よみうりカルチャー荻窪・恵比寿講師。トート音
楽院渋谷講師。東京音楽大学付属民族音楽研究
所講師。成蹊大学パンフルートグループ講師。
Radu Nechifor （ラドゥ・ネキフォル）氏に師事。

●予定曲目 
風土記への道（櫻岡史子）
ルーマニア舞曲三部作（ルーマニア舞曲）
愛の悲しみ（F.クライスラー）

●日時：9月16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：櫻岡史子／パンフルート
　　　  佃　恵井子／ピアノ伴奏

【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104回 ランチタイム・ロビーコンサート

そして音楽の旅は続く連載24 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

東芝EMI「ゴールドディスク賞」を受賞
ofcialwebsite

https://www.hoshinokei.com

　東芝EMI移籍第１弾は、ヒットしな
かった！キャッチコピーのSophistic-
ated Lady〔お洒落で垢抜けたレ
ディ〕になれるように、苦手な16beat
を唄えるように努力をしましたが、と
ても残念な結果でした。世の中には
日々、星の数ほどの新譜が生まれて
きます。その中からヒットを出せるの
は氷山のほんの一角。その氷山の下
には素晴らしい楽曲もきっとあるので
すが、99％は消えて無くなる泡のよ
うなものです。そんな確率なのでヒッ
トしなくても仕方ないね～と思いつつ
も、私はスタッフ経験があったので、
残り１％に向けて頑張ってくれるス
タッフの苦労が良く分かっていまし
た。みんなに申し訳ない気持ちでいっ
ぱいでした。努力はしたけれど、私に
はそれ以上どうにもできませんでし
た。JAZZには新譜発売のサイクル
などはありませんが、当時のJ-popや
歌謡曲などは3～4か月サイクルで新
譜を発売し、発売をしたらすぐに売れ
行きの感触を判断していました。私の

の傷跡みたいになってしまい、思いっ
きり叱られました。人前で歌を唄う稼
業の宿命みたいなもんですね。私自
身は、その傷跡みたいのがちょっと可
愛いなと思って笑ってしまったのです
が。大いに反省し、ファスナー無しの
パーカーを買いました。
　売れない時代に知ったお客様との
握手のぬくもりは、忘れられません。
伝わってきたその体温をずっと感じな
がら、唄い続ける私の心の支えになっ
ていました。さらにヒット曲が出たこと
で、行く先々でたくさんの方が握手を
してくださり、さらにニコニコ顔で迎
えてくれました。毎日毎日ヘトヘトだっ
たけれど、そのお顔を見ると疲れも吹
き飛び、元気パワーをいっぱい充電
できました。売れるというのはこうい
う事なんだなぁ。

場合、１弾目が不発だったのですぐに
２弾目の歌謡曲みたいな雰囲気のバ
ラード曲が決まりました。16beatか
らバラードになって嬉しかったです。
　この２弾目は、なんと！売れました！！
ヒットしました！！ホッとしたなぁ。“この
愛に生きて”という曲で、フジTV、平
岩弓枝先生脚本のドラマ「結婚の四
季」主題歌。劇中もエンディングにも
使用していただきました。番組の収録
スタジオに伺って、主演の十朱幸代さ
んに握手してもらったときは、女優さ
んって本当に綺麗だなぁってうっとり
しました。その曲はオリコン50位辺り
に長い期間いたので、レコードの総売
上枚数はかなり多くなり、東芝EMI
「ゴールドディスク賞」を受賞し盾をい
ただきました。やったね！！この頃から
猛烈な忙しさになりました。スケ
ジュール表にOFFの字は数か月先ま
で見当たらず、早朝から深夜までマ
ネージャーと走り回っていました。例
えば、深夜のラジオ番組のオールナ
イトニッポンの後に、朝イチの飛行機
で地方に飛んで、最終便で帰京。い
つ寝るの？移動中に寝るの。お風呂に
入れないときはテレビ局のメイク室に
あったシャワーを借りたりとか。食事
はいつもお弁当ばっかり。クルマや列
車で寝るときはパーカーを丸めて枕
にしていましたが、ある日うっかりファ
スナー部分を顔の下にして寝てて、
起きたら顔の半分がブラックジャック

▲この愛に生きて/西郡よう子
（東芝EMI EWS-170）

「外国人市民と共生するまちづくりセミナー」第1回講座
「在留資格制度からとりこぼされた人々を見つめて」
●日時：2021年9月4日（土）14：00-16：00
●場所：川崎市国際交流センター
●講師のみオンライン参加
●定員：40名（先着順）　●申込7月19日（月）～
●申込方法：ホームページ、電話、来館
多文化共生社会について学ぶセミナー。
外国人をとりまく現状と課題について学習します。
第1回は在留資格制度についての現状を知る講座です。

※写真はイメージです。

川崎市生涯学習プラザ ●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 

●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

♪ エリック・カール『パパ、お月さまとって！』絵本を鳴らす！コンサート ♪
アメリカの絵本作家/エリック・カールの
『はらぺこあおむし』を始め、
絵本と音楽の世界の融和を得意とする
「リトルワンズ ミュージックプロジェクト」のコンサートです。
●日時：2021年9月23日 (木・祝)
　1回目 11:00開演／2回目 14:00開演
   ※開場は各回30分前からです。ちびヴァイオリン体験が出来ます。
●会場：杉並方南会館
●参加費：1,500円（中学生以上１名につき）／こども 500円
※膝上鑑賞2歳以下のお子様無料
●ご予約はコチラ
https://www.quartet-online.net/ticket/moon2021
●主催：NPO法人リトルワンズ ミュージックプロジェクト
（杉並区新しい芸術鑑賞様式助成事業）

●出演：保田真奈　うた・おはなし
　　　  田島華乃　ヴァイオリン
　　　  片山裕子　ピアノ
１部
０歳から楽しめる、ヴァイオリンと
グランドピアノによる演奏
♪クラシック曲を中心としたコンサート
♪リトミック童謡
２部
絵本を鳴らす！エリック・カールの世界
『パパ、お月さまとって！』
♪導入ワークショップ
♪生演奏とスライド投影による読み聞かせ

　片山裕子（ピアニスト）、田島華乃
（ヴァイオリニスト）、保田真奈（歌・お話）
の三人が中心となって活動している
「NPO法人リトルワンズミュージックプ
ロジェクト」。
　再び、杉並区方南児童館に於いてコ
ンサートを開催します。今回はエリック・
カールの絵本「パパ、お月さまとって！」を
音楽劇で公演します。クラシック曲を中
心としたコンサートと2本立ての公演と

なります。ピアノとヴァイオリンによる生
演奏、歌とお話とスライドショーで絵本
の物語をお話します。ちびっこにはまた
とない音楽劇の公演です。
　また、コロナ感染対策は、非接触型体
温計による検温、アルコール消毒、マス
クの着用、座席間の距離の確保、配布無
しのデジタルアンケートなどと最善の注
意を払い開催しています。

▲左から片山裕子、田島華乃、保田真奈

ご予約▶

長野次郎(ながのじろう)：
サックス奏者、作曲家
中央大学卒業後、奨学金を得て
バークリー音楽大学に留学。ジャ
ズバンド「ザ・ショッキング」、バリト
ンサックスのみの大編成アンサン
ブル「東京中低域」のヨーロッパツ
アー等に参加。「クインシー・ジョー
ンズ氏80歳記念コンサート」
「North Sea Jazz」「JAZZ 
AUDITORIA 2016」「NAKASU 
Jazz」等国内外の有名ジャズフェ
スティバルやコンサートに出演。現
在は「サブトーンの会」や自己の
リーダーユニットで活動中。



　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。
　ここのところ継続中のファンク系テ
クニックシリーズ「2本のギターでのコ
ンビネーション」のご紹介。
　ファンクはアンサンブルが命ですの
で、重要なテクニックになります。

　早速今回も譜例ですが、今回は前回
のミュートアルペジオ(分三和音)+コー
ドカッティングを使っていきます。
　ファンクのレジェンドJ am e s  
Brown、アシッドジャズのJamiroquai
などもギターパートはこういったコンビ
ネーションでグルーヴを作っていること
が多いですね。
　早速ですが構成音はE7が土台に
なっていて、ミュートアルペ ジRoo  

　こんにちは！フルート奏者の黒沼千比
呂です。これから全7回にわたって、私
の横笛遍歴を掲載させていただくこと
になりました。何故「フルート」ではなく、
「横笛」なのか。それをこれからお話しし
ていこうとしているわけですが、まずは
簡単に自己紹介をしたいと思います。
　現在フルートでの演奏活動や音楽教
室の運営、それからフルートの前身の
楽器であるバロック・フルート、ルネサ
ンス・フルートを使って作曲当時の楽器
や奏法を積極的に取り入れる「古楽演
奏(ピリオド奏法)」と呼ばれる演奏スタ
イルでの活動をしています。多くの方が
思い浮かべるであろう「フルート」だけ
でなく、色々な横笛を吹いているのでこ
の連載でも「横笛」のある暮らしをご紹
介することにしました。
　私とフルートの最初の出会いは幼稚
園に通っていたころに遡ります。毎年、
「音楽週間」というイベント週間があり、
普段以上に歌う時間が多く取られてい
たり、それぞれ担当の打楽器を決めて
ピアノに合わせて演奏したり、父母会の
合唱の発表があったり、プロの音楽家
の方によるコンサートがあったり、とに
かく音楽に溢れた1週間だったことをよ
く覚えています。その音楽週間に合わ
せて来園してくださった音楽家の中に
フルート奏者がいらっしゃり、演奏を聴
いたことが私のフルートとの初めての
出会いでした。今でこそ幼児用フルー
トが開発され、とても小さなフルーティ
ストが増えていますが、当時はありませ
んでしたので幼稚園生がフルートを吹
くのは物理的に無理でした。大きくなっ
たらやりたいな、というのが私の夢に
なったのです。とは言え、演奏を聴く機
会もほとんどなくその後数年フルート
への憧れはほとんど忘れ去ってしまい

ました。
　小学校3年生の夏休み直前、父の仕
事の都合で当時住んでいた福岡県か
ら遠く離れた茨城県へ引っ越すことに
なりました。転校した学校に慣れる間も
なく、夏休み開始。その短い期間で、休
み中に誘い合って遊べるほどの友達は
作れず、長い夏休みの唯一の友達はリ
コーダーでした。音楽の教科書に載っ
ている曲をひとしきり練習したり、転校
前の学校で配られたリコーダー用の別
冊レパートリーブックを網羅し、朝から
晩まで吹いていました。その様子を見
ていた両親が、幼稚園生だった私がフ
ルートをやりたいと言っていたことを思
い出し、もしかしたらそろそろ手が届く
ようになっているかもしれない(通常フ
ルートを構えるのには、身長が130㎝
以上必要と言われる)と、先生探しを始
めてくれていました。
　夏休みも終わり秋ごろだったか、妹の
幼稚園でのママ友がフルートを習って
いることが分かり、先生をご紹介いただ
けることに！一度は自分でもすっかり忘
れていたフルートを吹いてみたいとい
う夢が、突然叶うことになりました。先
生の丁重なアシストのおかげで初めて
楽器に息を入れた瞬間しっかり音が鳴
り、褒め上手な先生に乗せられてとても
いい気分だったのを昨日のことのよう
に覚えています。もちろん習い始めるこ
と即決定。先生の楽器をお借りして帰
り、日々頭部管で音を出す練習に励み
ました。自分の楽器を買ってもらった時
には嬉しかったものの、先生の楽器の
方が良い音がするのでちょっと不満
だったのも覚えています。なかなか贅沢
な不満ですね。
　そんなわけで小学校3年生の冬から
ついに私のフルート生活が始まったわ

　2019年、映画『ジュディ　虹の彼方
に』（原題：Judy）が製作され、日本で
は昨年3月に公開された。ミュージカル
女優であり、ヴォーカリストでもあるジュ
ディ・ガーランド(1922-1969)の晩年
を描いた作品である。筆者は公開翌日
に見に行った。没後50年以上になる
が、彼女を題材した映画が今だに製作
されるのは人気が衰えない証拠であろ
うが、一方で、彼女の私生活にはそれだ
け映画の題材にできるネタがあるとも
いえる。10代でトップスターとなった
が、その裏側で私生活は波乱万丈で
あった。19歳で作曲家と結婚し妊娠し
たが、映画の撮影に支障がでるとして
当時非合法だった堕胎手術を受けさせ
られたり、その後薬物に頼るようになり、
度々映画撮影に穴を空け、主役降板や
自殺未遂事件を起こしたことある。
　このような状況の中、1955年、キャ
ピトル・レコードはヴォーカリストとして
彼女と5年間の契約を結んだ。これだけ
お騒がせで、映画界からも見放された
彼女をキャピトルはよく契約したと思う
が、結果的にキャピトルの判断は正し
かった。年1枚のペースでLPアルバム
をリリースする契約としており、5年経
過後も契約も延長し、約10年に渡って
良質のLPアルバムをリリースし続け

　ところで、ルーファス・ウェインライト
というヴォーカリストをご存じだろうか。
2006年、36人編成のフル・オーケスト
ラをバックに'61年のジュディのカーネ
ギー・ホール・コンサートをそっくり再現
するコンサートをロンドンで行ない、CD
（写真②）とDVDをリリースした。ウェイ
ンライトは男性だが再現度合いは完璧
で、このアルバムもおすすめである。
　映画『ジュディ　虹の彼方に』が公開
された時、ジュディ熱に火が付くかと
思ったが、日本公開時はちょうどコロナ
禍が拡大してきた時期で、映画館はガ
ラガラであった。ちょっと残念。

た。どれも秀作であるがキャピトル時代
のハイライトは1961年4月23日の
カーネギー・ホールでのライブ“Judy-
At Carnegie Hall”である（写真①）。
　 当日、超満員の観客を前に、それま
での悪評を払拭する最高のコンサート
となり、後に『エンターテインメントの歴
史で最も素晴らしい夜』と呼ばれた。ラ
イブ盤はグラミー賞を5部門で受賞し、
彼女の最も売れたアルバムと言われて
いる。時代はレコードからCDに変わりリ
リース後60年経つが、一度も廃盤に
なっていないらしい。是非一度お聴きい
ただきたい。

　元住吉のお祭りを思い出す。出店が
並び、音楽が鳴り、笑顔が弾ける商店
街。あの日からたった２年が経っただけ
で、世の中はこんなにも大きく変わって
しまった。変わらないものなどないけれ
ど、この変化だけはどうしても寂しさを
隠しきれないものだ。
　ミュージシャンにとって、今回の感染
症の影響は甚大だ。周囲を見渡せば、
活動を辞めてしまった音楽仲間、お世
話になったライブハウスなど、悔しいお
知らせばかりが宙を舞う。他人事ではな
い。東京と静岡を繋ぐ僕ら「くじら座」も、
思うように活動ができなくなってしまっ
ている張本人だ。
　リモートで繋がる新しい形が浸透し
てきたけれど、僕らの音楽は、身近な距
離感と顔と顔を合わせる親近感にこ
そ、特有の持ち味がある。元住吉で気軽

にライブができたあの日々を恋しく思っ
ている。
　今は、相方の牧野くみと僕は、それぞ
れの地でそれぞれの活動を続けること
を余儀なくされている。ユニットでのラ
イブ活動を求める声をいただく度に、と
ても申し訳なく悔しい想いになるが、今
の活動は決して後ろ向きなものではな
い。一人でステージに立つからこそ気
づけること、成長できることもあるはず
だ。すぐには実現できないかもしれない
が、いつかまた二人で音を鳴らす日、そ
して元住吉でライブができる日を楽し
みに、僕も僕でできることを進めていく
つもりだ。
　先日、地元の焼津市で大きなステー
ジに立たせていただいた。このご時世
でも、必要としてもらえる場があるのは
本当に嬉しい。どんなときも、どんなス
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テージも前向きに、明るい未来を見て
臨んでいきたい。

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）

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、広報デザインなども担当。

　2014年、「音友会」主催の元住吉の
気軽な音楽会「山本剛ピアノ・トリオ生
演奏コンサート」を開催するにあたり、ど
うやって観客を動員するか。演奏者を確
保したのはいいが誰も聴きに来なかった
らどうするか。不安であった。
　そこで商店街の協力のもと、チラシを
配布することを思いついた。
　元住吉駅周辺の商店街は、西の井田
山から綱島街道を渡り、東の平和公園ま
での長い一本道で繋がっている。
　チラシの裏面にそれらの「商店街合
同マップ」を作り、古くから筆者達が世話
になった個人商店がチエーン店の影響

で忘れさられる現状に「個人商店の名
入り地図」の作製で、応援もしたかった。
　協力を仰ぐために意気揚々と催事企
画書を作り、駅近辺の商店会に持参し
た。ところが、現実は甘くはなかった。
　「音友会」の知名度が、まだまだ低かっ
たのだ。
　金銭がかかることには協力できない
と我々が求めていた商店会の個店名簿
と協力金要請を勘違いされて、門前払
いとなってしまった。
　しかし、商店会の一つ「井田中ノ町商
栄会」が「気軽な音楽会」に理解を示し、
商店会名簿を用意してくれた。

▲①Portrait in Jazz／
新潮文庫

けです。その頃の私は自分で言うのも
なんですが、器用なタイプで感覚を掴
むのも早かったため、苦なく楽器が吹け
るようになっていきました。周りに同年
代のフルート吹きは皆無で、他人と比
べて落ち込むなんてこともなく伸び伸
び楽しく吹いていたのも性に合ってい
たのかもしれません。「練習」はあまり好
きではないものの、「演奏する」ことは
好きで、そんな私の性格を踏まえて上
手に導いてくださった鈴木ゆみ先生に
は本当に感謝しています。
　小学校時代に転校を経験した私は、
中学以降での転校は避けたく、寮のあ
る学校を親に希望しました。無事希望
の学校へ入学、上京して寮生活が始ま
りましたが、最初は掃除や洗濯など日々
の生活に追われフルートどころではあ
りませんでした。やっと新しい先生の下
でレッスン再開するのですが、その続き
はまた次回。

▲②村上春樹とイラストレーター
／ちひろ美術館・東京

▲③隔月刊・ジャズ批評／
ジャズ批評社

▲④いつか聴いた歌／
文春文庫

　このことが「音友会」の新しい展開と
なるきっかけでもあった。

生演奏コンサートの準備が始まった。

▲①Judy At Carnegie Hall ( Live)/
Judy Garland

7th、6thで、コードカッティングはE9に
なっています。
　このような16beatの場合は音価(音
の長さ、アクセント)が非常に重要になっ
てきますが、音価を気持ち短めの意識
で弾いていくと良いかもしれません。
　こういったパターンにリズム隊(ドラ
ム、ベース)が絡んでくると、最高のリズ
ムの完成です。
　是非友達同士でアイデアを出し合っ

て色々試してみてください
ませ！
　というわけでまた次回！

神山 曻

　私は趣味ではあるが友人の協力のも
とでアマチュア映画を創っている。念願
の夢がこの歳になってようやく叶ったの
だ。そして映画には音楽がつきもので
私の映画にもジャズピアニストの西郷
正昭氏に音楽をお願いしている。そん
な団塊の世代にとって外せないは映画
音楽といえば1972年公開の『ゴッド
ファーザー』である。
　高倉健主演、東映のヤクザ映画シ
リーズ『昭和残侠伝』に夢中になってい

ズムこそ違えどメロデーは全く同じ曲
だったからである。もちろん作者が同じ
なので「なんともはや」なのだが…。ど
うもニーノ・ロータは映画音楽をあくま
でも飯の種であって、やりたかったのは
クラシックでの作曲のようだったから
ちょいとばかり手を抜いたのだろうか。
　この曲を聴いていると、70年の大
ヒット作、ソフィア・ローレン主演の映画
『ひまわり』を思い出す。音楽を担当した
のはヘンリー・マンシーニ、イタリア系
アメリカ人。ご存知のようにグラミー賞、
アカデミー作曲賞に何度も輝いてい
る。すると芋づる式に映画『ニュー・シネ
マ・パラダイス』が出てくる。こちらも映
画音楽の大家、エンニオ・モリコーネで
ある。やはりイタリア人だった。ちなみに
Amazon・楽天・Yahoo!ショッピング
など各ECサイトの売れ筋ランキング
（2020年）で『ニュー・シネマ・パラダイ
ス』は映画音楽部門1位だそうだ。
　結局私が好む「映画音楽の作曲家た
ちはみなイタリア系だったのだ。
　映画音楽は、映画のシーンの感情表
現を、観る者にストレートに伝える大切
なツールである。　　　　　 （つづく）

た私は、この映画で全く別物のヤクザ
映画を知ることになった。いや、ある意
味ファミリー映画とも言えるのだが…。
　私は、映画の映画たる面白さを教え
てもらったのが大方フランス映画かイ
タリア映画だ。『ゴッドファーザー』はア
メリカ映画だがイタリア系のアメリカ人
監督フランシスコッポラ、三男坊役のア
ル・パチーノ、そして音楽のニーノ・ロー
タ。原作者もそうだが皆イタリア系で作
られていた。そんなイタリア系のマフィ
アの話なので、前売り券を購入してまで
して観に行ったほどだ。
　画面から溢れる映像美、衝撃的な残
虐さに身を乗り出してしまった。
　音楽のニーノ・ロータ。彼の映画音楽
は、フェデリコ・フェリーニの作品やアラ
ン・ドロン主演の『太陽がいっぱい』で耳
に馴染んでいたが、やはり『ゴッドファー
ザー』は只者ではなかった。
　民謡が下地と聞く。ところがこの曲に
は曰くが付く。アカデミー作曲賞でノミ
ネートされながら受賞しなかったのに
は理由があった（パート2では獲ってい
るが…）。イタリア映画『Fortunella』と
いう1957年製作の映画音楽として、リ

団塊じじいのジャケ買い遍歴連載17
好きな映画音楽は皆、イタリア系の作曲家だった。

▲ゴッドファーザー／
　オリジナル・サウンドトラック盤
　音楽 ニーノ・ロータ／
　監督 フランシス・フォード・コッポラ

　イラストレーターで映画監督やエッ
セー執筆など多彩な活動で知られた和
田誠さんが、2019年10月にお亡くな
りになりました。美大に在学中の1960
年、専売公社始まって以来の売り上げ
を記録した「ハイライト」のパッケージ・
デザインを手がけたことで耳目を集め
ました。また和田さんは大の映画ファン
でしたが、角川春樹さんのすすめで監
督デビューを飾った『麻雀放浪記』（原
作 阿佐田哲也）は私も何度も観まし
た。本業のイラストでは1977年から
『週刊文春』の表紙を描き、2017年に
は２千回（40年間以上）という驚異的な
実績を残されました。この話題はTVの
美術番組で放映されましたね。また毎
日新聞の書評欄の挿絵も1992年から
2018年まで長期間にわたり担当され
ました。しかし、私にとってはジャズ好き

さん、佐々木マキさんの4人のイラスト
レーターが独自の画風で対峙した内容
でした。1960年代の若者雑誌で一世
を風靡した 『平凡パンチ』 の表紙を
飾っていた大橋歩さんも、村上作品の
イラストを手がけておられたことを知り
ました。なかでも和田さんの作品が一番
多く、一堂に展示され何とも言えぬ快
感に浸されました。退館するのが惜し
く、もうひと回り鑑賞した覚えがありま
す。
　ジャズ・マニアの専門書『ジャズ批
評』の表紙絵（写真③）も1989年の第
64号から16年間に亘り飾られました。
私の書棚にもマイルス、コルトレーン、
エヴァンス、ドルフィー、ゲッツ他10冊
が並んでいます。
　ジャズのスタンダードとなった歌100
曲を記した『いつか聴いた歌』（写真④）
は、和田さんのLPレコードの遍歴によ
る随想です。自分は世界一のシナトラ・
ファンだと自負されているように、フラ
ンク・シナトラが歌う曲が数多く選曲さ
れています。楽しい内容で、この図書を
もとにいつかジャズ・スタンダード曲の
DJが企画できればと考えています。

なイラストレーターとしての和田さんが
最高です。
　1992年にジャズミュージシャン20
人のイラストを描き『JAZZ』という個展
に出品した絵が村上春樹さんの目にと
まり、それぞれの人物に村上さんがエッ
セイとして文章をつけることになり誕生
した『ポートレート・イン・ジャズ』（写真
①）は、すぐ手の届くところに置いてい
る愛読本です。カバーの人物を見てす
ぐ名前が出てくる人は多くないでしょ
う。1920年代に活躍した白人コルネト
奏者ビックス・バイダーベックだと、私も
購入後に知りました。
　2016年に練馬区下石神井のいわさ
き・ちひろ美術館で、『村上春樹とイラ
ストレーター』（写真②）という企画展が
開催されました。村上さんの文章に和
田誠さんを初め大橋歩さん、安西水丸

ジャズをこよなく愛した和田誠さん

①

②

③

  ④

①ルネサンス・フルート　②バロック・フルート（フラウト・トラヴェルト）　③モダン・フルート　④ピッコロ

様々な時代のフルート

▲②Rufus Does Judy At Carnegie Hall /
Rufus Wainwright
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棚川　潔


