
レコードコンサート合同開催中
Light Music 
「軽音楽ファンの集い」
Jazz Date
「ジャズファンの集い」

8月6日（土）
13：15開場／13：30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
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川崎市国際交流センター

プロフィール:多くの方々に笑顔になっていただけるような演
奏を目標に、2017年にデュオを結成。 ウクレレ、クラシック・
ギター、歌を組み合わせて演奏しています。プログラムは、
ジャンルや新旧、洋の東西を問わず長く親しまれている曲を
中心に選曲。結成以来、老人施設でのミニコンサートや、公
共施設主催のサロンコンサートで演奏活動をしています。

●予定曲目 
日本の歌メドレー
赤いスイートピー
All Of Me　ほか

●日時：2022年8月4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：La Mer（ラ・メール）
ウクレレ、クラッシックギター
 

第115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35

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ＬＰ、ＣＤでリリース。 オーディオファン、
ジャズファンから高く評価支持される。

「私のサラ・ボーン！」とユミさんはニコニコ
ofcialwebsite

https://www.hoshinokei.com

　子供の頃から長い間唄ってきて、
JAZZの中に自分の本当の居場所を
見つけるのに、30年位かかったよう
です。初体験のジャズセッションから、
しばらくはリスナーとして演奏をひた
すら楽しみました。じっくりと聞き耳を
立てたり、時にはガッツポーズをした
り、声援を送ったりと、自分の好きなよ
うにJAZZという音楽の中に居られ
ることが幸せでした。とっても快適で
リラックスできたから。でも、まだ趣味
とか遊びの段階であったと思います。

　そんな頃、またしても音楽仲間から
二度目のセッションに誘われました。
でも、実は行きたいとは思いませんで
した。JAZZのお店ではリスナーとし
て、呑気にダラダラと楽しみたい
なぁ。私にとって歌を唄うことは楽しく
て生き甲斐でもあったけれども、それ
は仕事でもあるということに縛られて
いたのかもしれません。だから自由参
加のセッションとはいえ、中途半端な
唄をご披露するのはとても恥ずかし
かったんです。でも結局は連れてい
かれました。自由が丘にあった
『Rough & Ready』。往年のジャズ
ボーカリスト「故ユミ・マーシー」さん
が経営していたお店です。私をジャズ
ボーカリストに仕立て上げたのは、こ

病なので、これまでも先輩方に引っ張
り上げてもらって音楽を続けることが
できていました。ユミさんには無理矢
理に引きずり上げられた感じではあり
ましたが(笑)　　

　そしてある日、ユミさんが亡くなら
れたその日のその時刻、私はなぜか
不思議な胸騒ぎがして、気がつくとユ
ミさんのお店の前に立っていました。
きっと「私のサラ・ボーンが見送りに
来た！」って思ってくださっただろうな。
ユミさん、本当にありがとうございま
した。

のユミさん。ユミさんに出会わなけれ
ばジャズボーカリストになっていな
かったかもしれません。その日「ジャズ
をちゃんと唄えないから嫌だな。いつ
も聴いてるミュージシャンみたいに
カッコよく唄えないし」と重い気持ち
で唄ったんですが、ユミさんは「私の
サラ・ボーン！」とニコニコ顔で褒めて
くれました。嬉しかったけれど、客商
売の人はお世辞が上手いからなぁと、
軽く受け止めて帰りました。その後、
このお店は自宅から近いこともあり、
誘われるままに2回行きました。そし
てユミさんを眺めていると、私を褒め
てくれたのはお世辞ではなかったこ
とに気づきました。なぜならユミさん
はたとえキツイ、厳しい感想であって
もハッキリとおっしゃる方だと分かっ
たからです。行く度に「私のサラ・ボー
ンが来た！」って喜んでくれたなぁ。3
回目に行ったときに半ば強引にライ
ブをやるべきだと勧められました。
えー！3曲しか唄えないから無理！とお
断りすること4回。5回目にはスケ
ジュールも空けていてピアニスト池
野成秋さんも押さえているからと。ほ
とんど強制的に私の初ライブが決
まってしまいましたが、そんな押しの
強いユミさんが居てくれたので今が
あるんだと思います。私は弱虫で臆

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 044-733-5811
E-mail:concert@kpal.or.jp
川崎市中原区今井南町28－41 

●お問い合わせ
川崎市国際交流協会
TEL 044-435-7000
FAX 044-435-7010
E-mail:kiankawasaki@kian.or.jp
ホームページ https://www.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ＰＲ動画！
「音友レコード倶楽部」を
わかりやすく説明したＰＲ動画を是非ご覧ください。

常連の参加者との共同製作です。
撮影、編集はギター奏者の永瀬晋が担当。
新規参加の前に、ぜひご覧ください。
YouTube配信中。

音友レコード倶楽部

レコードコンサートは「想い出深い楽曲」のオンパレード
　音友レコード倶楽部は「想い出深い楽曲」
のレコードコンサート。参加の皆さんがそれぞ
れの想い出深い楽曲のレコードを持参し「一
言の解説付き」で聴かせて貰っています。
　40年も前のFM放送、生録音の音源も有り
ましたのでコンサートの持ち寄りタイムで当
時の電波の音、マイクで録った「古のサウン
ド」を是非、鑑賞してください。

◎開催日時：8月6（土）
　開場:1３時15分/開演:13時30分/閉会:16時30分

◎開催会場（1６0名収容会場を使用）
　国際交流センター・レセプションルーム
　※ソフトドリンク等の持ち込み可

◎参加費：1,500円 ※高校生以下￥500
　※9月は、23日（金・祝）を予定しています。

▲Onde E Quando(いつかどこかで)／
Nara Leao

▲Complete Benny Goodman 
Vol.2／Benny Goodman

8月6（土）の軽音楽とジャズを聴くプログラム

（03）

川崎市国際交流センター

●日時：8月20日（土）10:00～12:00
●場所：川崎市国際交流センター・ホール
●対象者：小学生以上
　（1人・親子・ペア・3人チームでの参加OK）
　国籍問わず、どなたでも ●参加無料
●定員：20名（先着順） ●申込み：TEL、メール、来館

ジャズボーカリスト

星乃けい ボッチャ大会

tvk( 神奈川テレビ )の人気番組
｢猫のひたいほどワイド｣で紹介された
音楽好きな友の会 (音友会 )が
ボランティアさんをさがしています。
「元住吉駅」を中心に地域交流でレコード鑑賞やライブ演奏を
楽しむ「音楽好きな愛好会」が活動しています。
レコード鑑賞は懐かしい「アナログの音」で皆さんと一緒に会場
作りをしながら楽しみ、演奏会は「楽器本来の音を聴いて欲し
い」と、Ｐ Ａ は最小限で。「元住吉ミュージック・フェスティバル」
を開催。そして情報フリーペーパー「Ｍマガジン」を毎月発行、
地域の音楽情報や読み物を記載しています。

詳しくは｢音友会｣のホームページから
お問い合わせください。

http://ontomo.jp

募
集

募集❶  レコードコンサートの受付係
●受付担当：２名（継続可能な方希望）
●催事名：音友レコード倶楽部
●場所：川崎市国際交流センター レセプションルーム
●開催日時：毎月１回（土曜または日曜）
　１2:30～14:00

募集❷  Ｍマガジンの支援スタッフ
●自宅で「Ｍマガジン」原稿の校正。（継続可能な方希望）
●方法：メールによる原稿チェック。（対面も有り）
●その他､取材､配布､写真撮影等のお手伝い。

元住吉ミュージック･フェスティバル
開催準備及び実施スタッフ
開催準備202３年４月の開催へ向けて
音楽好きなボランティアを募集します。

Ｍマガジンの表紙アーチスト
地域音楽情報誌の表紙を飾る
クラシック、ジャズなど
ミュージシャンを募集しています。

Motosumiyoshi Music Festival
Executive Committee Staff

【来場の注意点】コロナ感染
拡大防止の為、参加の際に
はマスク、筆記用具の持参と
入場時の手のアルコール消
毒と健康カードの記入をお
願いします。なおコンサート
会場は換気のため窓・ドアな
ど一部開放しながら開催して
いますのでご了承ください。

【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。※新型
コロナ感染拡大防止のため
中止となる場合があります。

Light Music（軽音楽ファンの集い）　●担当：藤田 順治 Jazz Date（ジャズファンの集い）　●担当：大場 明弘
ジャズのスタンダード曲をボサノヴァで ベニー・グッドマンの15年（1935～'49）

夏になるとなぜか聴きたくなる
ボサノヴァ。そのボサノヴァの
ミューズと呼ばれていたナラ・
レオン。その歌声はボサノヴァ
独特の語りかけて暖かく包み
込む様な声です。彼女が幼少
期に好きだった映画音楽の影
響によりジャズのスタンダード
曲を全曲ポルトガル語で歌った
２枚のアルバムよりピックアッ
プして聴いていきます。

スイング時代はベニー・グッド
マン楽団のデビュー(1935年)
と共に幕を開けました。グッドマ
ンの軽やかで明るい音色、テク
ニックのあるクラリネットとフ
レッチャー・ヘンダーソンのアレ
ンジで一気に人気バンドになり
ました。レギュラーのビッグバン
ドを解散する1949年までの
15年間をアレンジ／バンドシ
ンガー／コンボの3つの視点
で聴いていきます。

パラリンピックの正式種目です。 ジャックボール（目
標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ６
球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボール
に当てたりして、いかに近づけるかを競います。

桂 宏美（かつらひろみ）：
ヴィオリラ
群馬県大泉町出身。シンガーソ
ングライター、ヴィオリラ奏者＆
ヴォイストレーナー。元住吉と
大泉町にて音楽教室PCK 
Music Studio主催中。
かわさきFMにて毎月第３水曜
日18：30よりパーソナリティを
担当。2021年よりYouTube
で「桂宏美チャンネル」を始め歌
唱技法や弓で奏でるバイオリン
やチェロを思わせる音色のヴィオ
リラの魅力、音楽にまつわるコ
ンテンツなどを配信中。
また関東を中心に演奏
活動中。



　今回は以前、Mマガジンで紹介した
カナダのブラスロックグループ「ライト
ハウス」を取り上げた。「ライトハウス」
はブラス以外にストリングスのメンバー
もおり、総勢13人の大所帯で1969年
に結成された。リーダーのスキップ・プ
ロコップ（Dr）がこのロックバンドを結
成したのは「フィルモアの軌跡」という
ライブ・アルバムで共演した二人の
ミュージシャン（アル・クーパー（Key）、
マイク・ブルームフィールド（Gt））が共
演以前にそれぞれ「ブラッド・スエット＆
ティアーズ」、「エレクトリック・フラッグ」
というブラスを取り入れたグループを
結成したからではないかと思っている。
1976年に一旦、解散後、1993年にス
キップ・プロコップら三人のオリジナ

ル・メンバーを中心としてバンドは再結
成され、現在も活動を継続している。今
回は「スイート・フィーリング」（写真①）
よりビートルズの曲をアレンジした“A 
Day InThe Life”、「ワン・ファイン・
モーニング」より大ヒットしたタイトル曲
“One Fine Morning”、「サニー・デイ
ズ」（写真②）よりトロンボーン・ソロが
素晴らしい“You Give To Me”、そし
てラストアルバム「ソング・オブ・エィジ
ズ」より英国サウンドを思い浮かべる
“Song Of The Ages “、甘いヴォー
カルから始まる“Sweetness”、 イン
ストメンタル曲 “Time Tides”の３曲
を聴いてもらった。時代に合わせ最新
の曲調で演奏しており、いつ聴いても
飽きさせない私のベスト・グループであ

る。持ち寄りタイムではつい最近亡く
なったプログレ・バンド、イエスのドラ
マー、アラン・ホワイトが参加したアル
バム「Classic Yes」（写真③）より “ラ
ウンドアバウト”ライブ・バージョン、ア
ラン・ホワイトが参加したジョン・レノン
のベストアルバム「Shaved Fish」より
“インスタント・カーマ”。それ以外には
ビートルズのセカンド・アルバム「With 
the Beatles」（写真④）より若かりし
ポール・マッカトニーの歌が聞ける
“ティル・ゼア・ウォズ・ユー”、イージー・
リスニング・グループのリビング・ストリ
ングス「For Lovers Only」より“ス
リー・オー・クロック・イン・ザ・モーニン
グ”などの軽音楽サウンドを楽しんだ次
第である。

　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
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。
　前回まではアルペジオをアドリブで
使うコツの紹介でしたが､アルペジオは
アドリブだけでなく色々なアプローチに
も使えまして、今回はもう一つの代表的
なアプローチ「リフ」(繰り返しフレーズ)
を紹介していきたいと思います。
　リフというとロックギターのイメージ
が強いですが、色々なジャンルで使用さ
れておりまして、例えばジャズですと
ジャコ・パストリアスで有名な「The 
Chicken」のベースイントロリフなどが
有名でしょうか。
　というわけで早速アプローチのご紹

介譜例はコードE7一発で成り立ってお
り、構成音はRoot,7th,5th,4th,m-
3rd,Rootとなります。4thを除けば完
全にE7のアルペジオですね。
　リフという名の通り、繰り返し弾くこ
とで結構いい感じのグルーヴを作るこ
とができます　特にこの譜例のような
コードチェンジがあまりない曲ですと効
果絶大です。
　アプローチ方法としてはとても構造

がシンプルであるがゆえに、とにかくリ
ズム感が命になりますので、これはこれ
で結構難易度高めでございます。
　このような感じで楽曲の伴奏はコー
ドをジャジャカ鳴らすだけでなく、リフを
入れたりすることでアレンジの幅がぐっ
と広がりますので、色々とコードトーン
を使ってカッコいいリフを是非お試しく
ださいませ！　
というわけでまた次回！

　水産系シンガーソングライターの牧
野くみです。暑くなってきましたね。先
日関西で3日間、京都市祇園、宮津市
天橋立、大阪京橋とブッキングライブ
の機会を頂きました。大阪の会場では
出演者が全部で6組と、最近の中では
比較的組数の多いブッキングでした。
（※ブッキングライブ・・・数組の出演者
がそれぞれ短い持ち時間のステージ
を交代で行うライブ）
　その大阪のお店は毎回顔合わせを
します。顔合わせがなくリハーサル後
の時間は本番まで自由に使えるお店も
ありますが、私個人的には顔合わせが
あった方がうれしいです。私実はめっ
ちゃ人見知りなんです。自分から一言
目を話しかけるのは勇気がいるので店
側が率先してこういう場所を設けてく
れるとありがたいのと、同じ日同じお店
でひとつのイベントを行うにあたって

気持ちを共有したいと
いう思いです。
　いつもは「どこから来
て、どういう活動をこれ
までして、演奏のスタイ
ルは・・・」ということを
話すんですが、その日は
オーナーからとあるお
題を出されました。「今
までで一番影響を受け
たアーティストを一組だ
け言おう」と。
　好きなアーティストを
挙げればきりがないけれど、影響を受
けたアーティストをすぐに一組に絞る
というのは中々難しいです。よかったら
皆さんも考えてみて下さい。すぐに一
組に絞れますか？
　影響を受けたアーティストと共に理
由や背景をそれぞれ話すと、なんとな

く距離が近くなった気がしました。その
アーティストが活躍した時代、聴いた
時当時の年齢で何をしていたかなど、
短い時間でたくさんのバックグラウン
ドや人となりが見えた気がします。初対
面の方が集まるアイスブレイクの場で
ぜひ使ってみてはいかがでしょうか？
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音友レコード倶楽部Report

ミルト・ジャクソンのソウルフルなJazz Time

ご当地「ゆるキャラソング」で音友会もお手伝い！！

白仁田 一浩

塚田 親一

アルペジオ(単音Ver)使い方のコツ3

顔合わせの挨拶 牧野 くみ「くじら座」日記連載71

連載51 Course: Addicted to Guitar
永瀬 晋

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

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）

連載-Take 14

枚、音友会でしか出会えないであろう
大変貴重な音源を聴くことができまし
た。「藤家虹二クインテット」（写真④）
は、1972年に大阪厚生年金会館での
生録音会でオープンデッキの2トラッ
ク・38cm/sec（通称“ツートラ・サン
パチ”）で、エフェクターやプロセッサー
類も使用しないでテープ録音されたも
のをCD化したものです。あまりにも自
然で生々しいアナログ録音の音は思わ
ず聴き惚れてしまうほどで、最近のデ
ジタル録音とは違い、また2チャンネル
録音の「一発録り」の威力を思い知りま
した。このように音友会では様々な音
楽に出会うことができます。皆さんもぜ
ひ聴いてみてください。

カナダのブラスロックグループ『ライトハウス』 藤田 順治

　「元住吉駅」は地理的に川崎市の中心
に位置する。そして全国的に見ても長い 
と言われる商店街が東西を貫いている。
　商店街は、東は中原平和公園から綱
島街道を越え西の井田山へ 向かう一
本路で繋がっているのだ。 駅の東口に
はモトスミ・オズ通り商店街振興組合。
西口は、全国的に有名なモトスミ・ブ
レーメン通り商店街、西口の井田山方
面にはもう一つの井田中ノ町商栄会の
商店街がある。

　さて、この三つの商店街にはゆるキャ
ラ“おずっちょソング”、“ブレーメントリ
オン応援歌”、そして“井田中ノ町商栄
会公式キャラクター｢いだるん」の公式
テーマソング“いだるんマ－チ”がある。
　この“いだるんマ－チ”が音友会ライ
ブソサエティーでも活躍中の音楽ユ
ニット「くじら座」で制作され、地元で口
遊さまれている曲です。地元の「商店街
ソング」でひとときを楽しむのも如何で
しょう。 ▲井田中ノ町商栄会公式キャラクター「いだるん」。

Light Music & Jazz Date 2022年 6月コンサートの報告

神山 曻

　40になる頃だった。仕事場に流す音
を探していたらイギリスのロックバンド、
ポリス（The Police）のベーシスト兼
ボーカリストのスティングが独立したと
聞いた。
　ポリス時代から、リズムがレゲエ風な
のにロックで、他に聞いたことのないメ
ロディーラインに私は翻弄されていた。
　そして1987年、スティングが独立し
てからの2枚目のアルバムは、またして

観ていたので、改めて後日、DVDを借
りて確認することになった。
　『デューン／砂の惑星』で映画監督デ
ヴィッド・リンチを知ったことはラッキー
だった。そして遡って『エレファント・マ
ン』を観て、この監督の偉大さを改めて
知ることになった。
 とまあ無理矢理、音楽から映画に引っ
張ってきたのには訳があります。
　私は70を過ぎた晩年？の道楽で映画
を作り始めたんです。10代の後半に父
親が手に入れた8mmカメラを持ち出
し、友達を役者にして撮っていことが尾
を引いていて、ほぼ引退となった老いて
からの再開となってしまったんです。
　片っ端から友達に声をかけ、お得意さ
んの社長さん達にも拝み倒したら、あり
がたいことに「あんたがそんなに言うな
ら」とノってくれたんです。もちろん手弁
当です。そして毎年1本ずつ撮り続け今
年の7月に5本目となりました。
　撮影場所が、公共施設の条件で一般
公開はできませんが、ご希望者には友
人ということで見ていただけます。
　音友会ＨＰの「お問い合わせ」よりご
ご連絡ください。。

も私の音楽心に新風を 吹き込んだ。
　もちろんポリスの“見つめていたい”
と言う曲にしても今までにない新しいリ
ズムの刻み方等に興味津々だった 。し
かし、このアルバム『ナッシング・ライ
ク・ザ・サン』の“フラジャイル”と“イン
グリッシュマン・イン・ニューヨーク”に
は 本当に度肝を抜かれた。
　あぁ、もう気軽に口ずさむことすらで
きない世界に行ってしまったなと。
　このアルバムに参加してるミュージ
シャンは、マイルス・ディヴィスのバンド
等に関わっていた恐るべしジャズマン
達のようだ。
　特に“イングリッシュマン・イン・
ニューヨーク”はジャズっぽく仕上がっ
ている。私は間奏に入るソプラノサック
スが実に印象的で好きだ。でも、やはり
「レゲエ」だなぁ。それがとっても素敵で
好きです。
　ところでステイングが主題歌を提供
した、フランス映画「レオン」は私の好き
な映画ベストテンに入ります。それにス
ティングは俳優としても活躍していて
『デューン／砂の惑星』でフェイドの役
を演じている。私は知らずにこの映画を

団塊じじいのジャケ買い遍歴連載23
ジャズとレゲエとロックがミックス、最高の楽曲に

▲オーソドックスなフォントのタイトル。
素敵なモノトーンの写真。それを白地に
レイアウトした飾り気のないジャケット。
グラフィック・デザインとは
「レイアウトなんだなぁとあえて納得するのだ。

 

▲この度仲間に加わった、J.デンナーモデル

▲①Suite Feeling/
Lighthouse

▲②Sunny Days/Lighthouse ▲③Classic Yes/Yes ▲④With the Beatles/
The Beatles 

▲①Night Mist/Milt Jackson ▲②Bags & Trane/
Milt Jackson & John Coltrane

▲③Buck & Bud/Bucky 
Pizzarelli With Bud Freeman

▲④藤家虹二クインテット
（生演奏録音会音源）

聴
い
て
ね
！

　梅雨の晴れ間が覗いた気持ちの良
い６月の日曜日、第163回Jazz Date
が開催されました。今回はミルト・ジャク
ソンのアルバムからソウルフルなナン
バーの特集です。ミルト・ジャクソンと
いえばMJQで有名ですが、今回は
MJQ以外のリーダーアルバムや共演
盤にスポットを当てました。オープニン
グは「Night Mist」（写真①）から“ブ
ルース・イン・マイ・ハート”。ブルー
ジーなムード溢れる曲で、ゆったりとし
た心地よい流れと温かみあるミルトの
ヴァイブでリラックスした気分を味わい
ました。1959年のジョン・コルトレーン
との共演盤「bags & trane」（写真
②）からの“ザ・レイト・レイト・ブルース”

では、コルトレーンの長く熱いソロ・テ
ナーにじっくりと聴き入り、約10分間と
いう曲の長さを感じさせないジャズの
醍醐味を堪能しました。その他、様々な
年代に亘る色々なスタイルのソウルフ
ルな全６曲を楽しんだJazz Dateでし
た。持ち寄りタイムからは2枚を紹介し
ます。まずはテナー・サックス奏者バド・
フリーマンとギタリストのバッキー・ピ
ザレリによる「Buck & Bud」（写真
③）より“ウェイ・ダウン・ヤンダー・イ
ン・ニュー・オーリンズ”。和気あいあい
とした心和む演奏に心癒されました。こ
のアルバムはクインテットあり、デュオ
ありの楽しい１枚とのことなので、ぜひ
全曲を聴いてみたいものです。もう１

　少し連載をお休みさせていただきま
したが、今号からまた再開いたします。
残り2回となりましたが、最後までお付
き合いいただけたら嬉しいです。
　さて、前回はバロック・フルートの沼
をご紹介しました。現代を生きる私たち
が古楽的なアプローチを試みる時に
は、作品の作曲背景を基に演奏する楽
器のモデルを選ぶ必要があり、その為
には複数の異なるモデルの楽器を所有
することになります。実は連載をお休み
している間に、前回の文章内でご紹介
していた楽器がベルギーからやってき
ました。昨今の世界情勢から、空輸便も
時間がかかるかと思われましたがあっ
という間に届いてくれました。有難いこ
とです。新しい楽器を演奏していくには
注意点があります。出来立ての楽器と
いうことは、木が乾ききっているという
ことです。そこにいきなり息を長時間吹
き込むと、割れの原因となってしまいま
す。そこで、新しい楽器は最初の週は毎
日10～20分、翌週は30分、翌々週は1
時間、、というように徐々に慣らしをして
いきます。そうすることで割れるリスク
を抑えるのです。実は今回楽器が届い
た時には、別の楽器を使った本番間際
だったので、やっと少しずつ慣らし吹き
を始めたところで、コンサートで使える
ようになるのはまだしばらく先、というわ
けです。
　バロック・フルートとの出会いから芋
づる式に出会うことになったのが、それ
より前の時代のルネサンス・フルートで
す。名前の通りルネサンス時代に使わ
れていた横笛で、主に16世紀前後にと
ても流行っていた楽器です。当時の音
楽は歌が中心。楽器のための音楽とい
うものはあまりなかったので、流行歌を
楽器で演奏してみよう！というのが当時
の音楽です。音楽の授業で合唱をした
ことのある方がほとんどだと思います
が、ソプラノ、アルト、テナー、バスと声
の高さに応じてパートが分かれていた
ことを覚えていらっしゃるでしょうか。当

時も同じようにパートが分かれており、
それを演奏するために、様々な楽器が
高さの違う数種類のセットで成り立って
いました。フルートもディスカント(ソプ
ラノ)、テナー、バスと3種類の楽器を組
み合わせながら演奏していたようです。
今でもサックスにはソプラノ、アルト、テ
ナー、バリトンと種類がありますね。モダ
ン・フルートもピッコロ、アルト、バスと
種類があります。(実はコントラバスや、
ダブルコントラバスなんていうとてつも
なく大きなフルートも存在します。) 同属
楽器で音の高さの違うセットを作ること
で、同じ響き方をする楽器同士ならでは
の素敵な響きがします。現代のオーケス
トラのように、様々な楽器が集まって演
奏することもあったようです。
　ルネサンス・フルートのご紹介が長く
なりましたが、この楽器に出会ったのは
2016年の年末のことでした。トラヴェ
ルソの師匠前田りり子先生主催の「ル
ネサンスフルート合宿」なるものに誘わ
れ、とりあえず参加してみたのが始まり
です。当時は楽器も持っていませんし、
どんな音楽なのかもほとんど分からず
参加しましたが、大学の頃音楽史の授
業で出てきた遠い昔の作曲家や作品を
当時の楽器を使って演奏しようとして
いるのか！と実感した時にとても感動し
たのを覚えています。大学時代、音楽史
の授業で1番興味のあった時代の作品
に、数年経って別のア
プローチで戻ってこら
れるとは不思議な縁で
す。
　ルネサンス音楽の大
きな特徴の一つに、今
とは少し楽譜が違うこ
とがあります。楽器もそ
うであったように、楽譜
も時の流れと共に変化
していきました。紙がと
ても高価だった時代、
曲集を作り上げるとい
うのは富みの象徴でも

横笛のある暮らし

続・横笛の沼
連載09

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。
http://www.porteflute.weebly.com

あり、価値を換算すると曲集1つでお屋
敷が建ってしまうほどの高価なものだっ
たようです。流行歌を集めて、豪華な装
飾を描き加えた楽譜は、見ているだけ
でも美しく幸せな気持ちになります。
　バロック・フルートより更に1つ指穴
が少なく、その影響で運指も少しずつ
違います。やっとバロックに慣れてきた
ところだったのに、ルネサンスの運指が
入り込んできて大崩壊。暫くは全然思う
ように指が動かずに苦戦しました。しば
らくは先生の楽器をお借りして少しず
つ練習していましたが、気付けばテナー
2本、バス1本とこちらも沼と化してしま
いました。

黒沼 千比呂

▲関西ライブで訪れた天橋立


