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ハーモニカが好きな方なら、

吹く方、吹かない方、上手な

方、下手な方、上手になリた

い方、ニュースだけほしい方

等、どなたでも入金できます。

http://harmonika-rcnmei.s!udio.web.nel/ 

人会合 10001"1 (団体は I1到休 1il! 10001'1l 

年会t~ cl円ヵ、ら 12月)

例入会員 5000円、地域外側入金U5000 1'1、申告白 (30歳未満の方) 10001司

I'H体会n (5~，以上の団体で l れにつき) 1日日01'1， I"f助金U 100001'1 

郵便版押口出口口950.6.115527、IJll人百科 |則凶ハモニカ迎mI、通信欄に 「入会中し込み」とde人してください。

O入会申込書は必ず組織部へお送り下さい。

組織部長

l則凶ハーモニカ辿盟ホームページ
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関西ハーモニカ連盟会報ハーモニー 第209号 (2016年 10月号)

発行部数550 毎年 4、7、10、1月に発行 (送付はそれぞれ前月中下旬)
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表紙の写真は村上浩ーさんのひ孫さん、朋美ちゃん、直太郎君、美里ちゃん。

裏表紙左は湖隅彦さんのお孫さん、右は西本すみ子さんのお孫さんです。

(自IHff~ 第 27回関西ハーモニカ祭り 事業部 2 

第 11回西日本ハーモニカコンテスト 2016実施報告 事業部長梁木進 3 

事務局だより 常任理事会実施報告 事務局 角野まゆみ 5 

2016年度 第 1回研修会報告 小川未佐子 6 
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P 韓国留学生と交流サマーフェスティパルを開催しました くらわんかカルテット 14 
山本義信

小ベースは 3穴か75穴か? 村上博昭 16 

関西ハーモニカ連盟誕生の誰も知らない話 西田幸司 17 

和音情/日本 Harmonica交流音楽会 寺村安雄 18 

教室だより コープこうべ文化センター
代表 富久鉄男 20 

「たのしいハーモニカ」教室

教室だより 花実ハーモニカクラブ 代表 小川ふじ子 21 

教室だより 門真ハーモニカメドレー 代表 中西昭子 22 

ハーモニカ川柳 bあなたに聞いてもらいたいb 吉村則次 23 

“行って!見て!聞いて!.. (私の備忘録より)voL2 岩本洋之 23 

ハーモニカが上達するための大切なこと (64) 池田輝樹 24 

「荒城の月」について私の考え 池田輝樹 25 

コン・カローレ佐賀が第一位でグランプリ 吉村則次 26 

~ 「とと姉ちゃん」のカラオケ CDが出ています 吉村則次 27 

荒城の月は、会津若松の鶴ケ城 吉村則次 28 

関西のクロマチ、ソクの教室 57件一覧表送ります 吉村則次 30 

堺市北区音楽祭でリベルタンゴ等 レットイットビー 30 

最近気に入ったハーモニカの CD 吉村則次 31 

温故知新 Too Young 寺村安雄 32 

新発売「カラオケコンサート iオクタープ+(プラス)編 CD付 編集室 35 

編集後記 HP担当 渡辺晃志 35 

竹内寿子 36 

岩本洋之 36 

もり・けん 36 
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《入場無料》

2016年10月22日(土)開演:午前11:00 

2016年10月23日(日)開演 a午前10:00

(開場10:30) 

(開場09:30) 
神戸ファッシヨン美術館 (オルピスホール)

神戸市東灘区向洋町中2-9-1TEL:078-858-0050 

六甲うイ t- f yイ うン ~tント罰l 背筋l分

全日本ハーモニカ連盟日本ハ-t:jJ芸術協会
1¥ーモニカ振興会

(株)トンボ楽器製作所 鈴木楽器販売(株)大阪支自

三木楽器心斎橋匝 (株)全音楽譜出版社

[お問合せ] 関西I¥-t:h連盟事業部長梁木進
TEL 090-8655-6045 
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事業部

第 11圏西日本ハーモニカコンテスト 2016実施報告

事業部長 梁木進

第 111m西日本ハーモニカコンテストは 20161r' 8月 11 1'1 (木)大阪府堺市の 「サンスクエア桝」

で|制限されました。当日は、今甘から rI Lrの|二1Jという祝日になり、またお伐の行"ICとi[(なるため残念

ながら行けないという方もおられる<1'、多くの方に来場いただきました。たいへん有難うございました。

今回は関西のみならず九州、四111、"1'1玉l地hのハーモニカ I~I係者や愛好家にも案内:l ?を送り広く応五2

1.t呼びかけました。その結果、出μ、JJ限、九州からの応募者数れを含め、 ':1ロマチック、彼自、テFュエ y

卜、小アンサンプル、大アンサンプル各部門合わせて 5 1 制 lの~6必がありました。 予め十~J /J:\してmいた

録音による第一次容貸(予選)を経て決勝ライブには 33調1が残りました。

決勝ライブは、今回は 5人の稀任委μの先生/iによって評点の記入による帯査がなされました。一人

100 }A(制点とし、各カテゴリーの川悦は品目'jj}A~ と lh~(JI点を除く 3 人の干辞任品の合訂点で決められました。

平均点 80点以上 (240点以上)l!!mした山1M.，りには金l'L 701A1.以上 (210!A¥ 以上)には似i't、 60，IAt

以上(180点以ヒ〕以 1:.には銅11が綬与されました。各部11"1の'併せE結製は日'1表の通りです。

各J刊W1jの応持状況は次の辺りです。

ジュニア 第 7問 (2008)が6人であったが最近 21口1はゼロ。

クロマチック 何回120人前後の応42あり。第 10 fjjl (，iiilmJは 12人と減少したが今l亘lは 20人の

応0}があった。

阪i百 ID8回 (2010)以降、 fijl日120人を起す此、必がある。

デュエ Iノト 毎1m2-4制i

小アンサンブル IDS回が8制!と多かったが、それ以外はflTIDl3-5粧lの応必がある。

大アンサンプル : m9 1mがゼロであったがその後、 3~Hずつ応拡あり 。

凶日本J、ーモニカコンテストは 211'に一回 II~IH1:されます。211後 2018年の第 121百|凶n本ハーモニ

カコンテス トを目指して今から叩!uiiiされ、 一人でも多くの11"が挑戦されることをWJ侍しております。

第11困酉日本ハーモニカコンテスト

入賞者全員

3 



事業部

第 11回西日本ハーモニカコンテスト 2016審査結果

第 5部門 複音 ・ソロ部門

順位 氏名

金111阪府 !1¥子

2 銀11竹内寿子

3 銀11内圧I 'ì-;~雄
3 銀n小戸I由美

源馬恵子さん

Czardas Imermezzo 
Care 1930 
マラゲーニア

スペイン

チュニジアの夜

Bluesette 

1111名

ri'H産の筒」幻fE幽
「出船JI主想t納
ri~7~の筒J 幻想IUI
r'l与1寺結JY，-J;¥Hltll 

Itll名

主血!

-4-

三浦美奈子さん

大村義重さん

ぽけっていの



事業部

第 7部門小アンサンブル部門

l 順位 団体名

1 血山 1モア ・こぴっと
llu i'!， 

ドナウ河のさざなみ

ポコ ・ア ・ポコ
いいものばかり

サウン ド・オブ ・ミュージックメ ドレー

リベルタンゴ

Illl名

サウンド ・オプ ・ミュージック

邑止竺坐
出品りl明かそう

第11固酉日本ハ『モヱカコンテスト

モアこぴっと プカプカバンド

事務局だより

常任理事会実施報告

2016年第4回常任理事会報告

1. 1'111寺 2016 {ド HIIII二1(月 )ιF後 611寺より

2.1詰所ふんふんさろん

3市m(1 )*;佐 f11~fii l ~

西日本コンテストについて

合引交ffii会について

出Wiハーモニカ然りについて

(2)編集}，Jからの促主主

辿mllAJのWfllの効率的な伝i主について

(3)部川報告 ・その他

①組織自11会n動的lについて

②研修部研修会受付状況について

③会計部 2016年度予釘について

5 

事務局角野まゆみ

2016年第 5固常任理事会実施報告

1. 1'111年 2016 {ド 8月22日(月)午後 611!iより

2. 1M所ふんふんさろん

3. ，満足j (J) 'J~~ i"iI l行 'J (

i四日本コ ンテス ト 尖1tt!! ~ll告

合w交続会について

l民IIL'iハーモニカ然りについて

( 2)会計 fft~

1m日本コンテス ト・ 仮vm
(3 ) ;'t!l~j縦告・その他

①組織f部 会員動l(rJについて



研修部

2016年度第 1回研修会報告
〈佐藤秀廊作品集より、荒城の月(幻想的変奏幽)の演奏について〉

6 J-J 26 日(日)、変日会館に於いて 1~\ J: I I t'1 ~以JP J f

Hによる riî\'城の月 (主Hl.!的変~ llIil J の研修会があ

りました。まずは自己紛介。札tWi土人生 40年。ハー

モニカ人生 59年。r1，1分の経験川に基づく m~~1会で

す」という11fiUllきが、後になるほど分かつてくる、持，

l立の泌い研修会でした。

fIl.0:された資料は、 111川緋符編1111r ii¥'城のJ-JJ Ji. 

小川宋佐子

料lヨiJ問、佐藤秀郎編1111r荒城の月(幻知的変炎1111)J 数字Jf-'2~賞1， まずは、歌詞や1 11 1ができた1Tftに

絞吉、;\~1111の柿Jocの『悦lリjがありま した。

紹1ilYする ときは、必ず続律が演奏できるようになってから奏法の練習に入ること。 そして、 milì~.な と

ころから斜f出し、見せ場、強調したいところを料'也し、全日11を通すこ と。そして、来請に忠実に吹くこと。

数字J!?は平而的なので、 )1日1111のIl斜lt!?を見て立体的に感じ取らないと表現しづらいこと。以 卜、数'i';11

と五線J!?を比べながら吹 t先生のs説明をまとめました。

前奏

1部

j陣中'一二 f三ニア三喜捧豆一γ 一一--===1 =ー一 ーョ~~ II
冒頭のアウフ告クト (弱起)は aエ中ゼ7トJルは一打'1'1;く'らいの長さ。凶抗'1子を粘り

すぎない。 4小節目の金二塁はメゾスタッカートで吹き、行と日のIIUをj;しスキマをあ

けるように吹きます。

一ー=

));ulllのように ー=::: :::ー をつけて出i奏し、 12小節目は処処見 して次へつなぎます。

IJ 

1I~ 

15， 16小節目の旋律。 23.1-立ユ.t1-13---1 は、 池~の抑日の人には(' 5 4が明

者ねのt¥)嫌がられます。私は.

-6-



研修部

編曲者の意図はあると思いますが、演奏者がどう吹きたいかが大事です。

20小節目からのつなぎの部分は原曲のピアノ伴奏のように、

…一
q
d
 

n
0

・
マ'一-

au--
q
d

一・
』
u
I

一-
q
d

・

-
q
d
 

3 3 7 43 16333と吹いています。

1 11 5 

2部 24小節目からの分散奏法は、弱音からやさしく盛り上げるように演奏します。

F験

I引 I1 

¥ 712時 5 1 1 36 

私はこの部分の分散を上のように全てオクタープで演奏しています。

3 3 6 ト

E 二こと〉

27小節目 (35小節目)は同じ音形でしたが、新しい楽譜では右のように変わづています口編曲

者も年を経て楽譜を変えていることがわかります。

40小節目のpocomenoとは、若干テンポをゆるめながらデクレッシエンドでバイオリン奏法に

つなげるという意味です。

3部 バイオリン奏法は、音を自分で作2っていかなければいけない。どこに山場を持っていくか

P 一= ーは書いてないが、自分で考えて演奏すること。

バイオリン奏法は、角度とか口腔の形⑥(@) で音色がかわります。 ハーモニカの音色は

まず、息で変えないといけない。息の限界が来たとき(角度)コテサキを使うと思っています。

49小節目の 123 4 :1 5 6は で盛り上げて confuoco accelerand につながっ

ていきます。熱烈に火のように、そしてだんだん速く ですから、エネルギーを入れないといけ

ない。

50小節目からは原曲は、 lo..L761443一12340 ..1.13-..321LIですが、佐藤先生

はconルocoを表現したいから 1一7614-3一1234一13-~2 1LIと編曲されてい

ます。しかし、私は原曲のとおりのメロディーで次のように吹いています。

-7-



COJ/ fuoco accelerand 

品牟Ja

上 7 6 1 4 4 3 12 

品特牟4品牛込+1 '♀4444444 主~~斗体斗話

toco rit. (?~怖を以って}
> > > > 
3 2 1 L 1 

ム♀Ja主斗立主 「

はじめの三五のアクセン トは、佐雌先生のな図したとおりに吹いています。1);(1111;凪りの方

がメロディーが良く !日|こえてくると12います。;)1，'11，に雌しいのでゆっくり紙片町してくださ

い。 次の(熱tl~fを以って)の前のアクセント (53 小節目)はしっかり吹いてつなげます。

表現、表情豊かに演奏するとはよく 1m くことばですが、 l次仁先生の 「栄litJを Jよ~:'J!に守って ñiE~~ し、』

いてない首長!との約束こ許とを表硯すると、おもしろいことに音楽が以かになる」とは、心にfIiまる一言だ

と1lいました。ところどころで交えられた、 小林忠夫先生、佐勝秀脚光虫、岩的ffilJ(l先生方のエピソー

ドや懐かしい由i必をl抱いて、 自分がどのように演奏したいのかの具体!i'jが示されました。

このあと、 公開レッスンが4人ありました。

内日1さん(，ii/炎と I(tlO 

・トリルはJJ!iÎJÎjを[史う 。 ほっぺたは{史わない。 品目奏IEïに身体が縦に帰れると7Jに;;~科するので、照れる

なら、摘。

・弱白を大切にすると留の部品:がでて、阿ができる。すると替に色がつきます。

内田常雄さん 新田真理古ん

真辺忍古ん 吹上限i彦先生

8 



新川さん (2 t~i)) 

・炎ilは令てメロディーのお手伝い。分散の 81.立・51.主 ・3肢の 31.立が傾くなりやすい。

3 3 

3 6 ではなくて 3 6 ように腹筋を使って副i奏する。

î~辺さん ( 3 ;'ff>J 

・バイオリ ン炎rtは、仁111:ト(問中)は (q:，)‘lずらハーモニカは少し|、げる、 l二l倒れさせる。

・ハイプレーションは、のばすところ 抑似をつけたいと ころでつける。

・カデンツアは、自然に辿くなって1:1Y，{{にゆるくなるように吹く。

下:{Fさん(全1111)

-つなぎで11¥てくるメゾスタッカートの古川は、もう少し 1:.げたJJが良い。

・パイプレーシヨンは、もう少し抑揚をつける。詰 F・1'.肢にIHIこえる。J王が細いので、かなり1J¥i筋力が必要。

そして以後に、吹 1:先生の鋭mTI演奏で研修は終わりました。

理iJ!?を!!~:.t(，こ iMkするだけなら、 ， if.が吹いても!日]じi1ii&きになります。 だからと言って好きなように吹

くのではありません。編1111者も推磁を重ねて栄治が変わるように、j1ii.t芸者もおいlI!iと占星をとってからの

吹き1，が変わるのは、長年吹き続けることで、 「こう吹きたいなあ」という気持ちでいっぱいになるか

らなのでしょうか。もっといい語、納得のいく13をji.!&する気持ちを持ち続けることが大切だと教えて

いただいた研修会でした。(it:五線請は比やすいように--1"部変えています)

第1回研修会アンケー トの結果

参IJII./'，- 総数83名(個人会民 43~町、卜J If.f<会 (139 名、 ~ I 会L:i l 名〕

アンケート促m，v，-: YJ1t 16 :!"、女n19才， (50 f ~ 5:!'， 60代 II:!'， 70 f~ 18才， 80代 I:!，，) 

「研修内容でお気づきのJ討をおIHJかせください」についてのごJJJl

. ハーモニカはピアニ y シモが11\せる玉~~mだと以づかせてもらった

'1111のイメージをしっかり持つことの大切さがわかった

'1111，(却に合った吹き方、自分の表現の大切さを学んだ

， liiJじd*が続く似合フ レーズ、ボリ ューム、テンポの変化が必必だと主i付いた

.色々 なM法がl聴けて良かった

'1111似のとらえ点、どこを l前IJ立たせたいか、また1-1山ーたせてはいけない行など勉強になった。

， 'I'j(iiから立体を仰liiSしてGIJりlニげる難しさ、ハーモニカってすごいです

fluf修で改L'lすべき点、はありますか」についてのごぷ児

lMが後方でIUJきづらい、板川が見えにくい

， 111し込み町iが良かった.ffi¥附カ可決まっているのが良い

. 'J~ i\ íjにi車iJ11があれば.制l習して参加すると効果があがる
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島 16Utf:

-.J .. 三二ー - ーさユ止上段@jIDIIIIIIDl 一一ー』 一一 hi詰f立びllllI合、!1m他ご一--コ
8月 2日{火)

アジア太平洋ハーモニカ大会 台湾新竹脱竹北市
- 7日(EI ) 

8JJ6日(土) EE木illi ~U-;;1ハモーカ公IlU レッスン 新大阪ココプラザ 1.000門

12 : 30 - 17 : 00 (WE BJ [↑I¥JJ 耳Eオド090-8655-6045

8 J'I 7日{日)
E佐木illi ll1笥ハーモニカ伽|人レッスン ふんふんさろん 3，000 F'I (製予約)

(WE B】[I::~J 】 梁木 090-8655-6045

8 }-I 11日{木 ・祝)連盟主催 (WE BJ サンスクエア明

第 11回西日本ハーモーカコンテスト 入場料 1.800内

8月 14日(日) 誰でもステージ ふんふんさろん 1.000円

13:00- 17:00 クロマ ・複音I目1わずだれでも参加OK 【問]梁木 090-8655-6045

8月 14日(日) クロマチ γクl吹きまくり会 I国':iil"]戸数会 日目Jl小林JE降

B 月21日(日)
連盟主催

愛日会館
第2回研修会 (WE BJ 

8 fl 21 日(EI) 徳永延~I '，教室発表会 阪急武郎之羽ライブ ・スポット ・アロ

9月3日(土) 連盟主催 新大阪ココプラザ

4日(日} 合宿研修会懇親会 【WEBJ 【ImJ~I~来日11

9)1 9日(金)
I~j illì.少リサイ タル

阪急武Jij(之{Iライブ ・スポット ・アロ

19: 00- 3，5001TI [j::Jl 06-4962-5664 

m9閤 絞~~ハーモニカ吹きまくり会
宇治fIiふりーすベーす宇治日取l

9 }~ 11日(土) 入場料!!!t料(淡奏者 1，000円)

【11.¥1)木li:l077 4-23-6631 

9)119L1(月・祝)
徳永サウンド音技箱(おとぎばこ) 阪急武J'H之iJライブ ・スポット・アロー
山下{令、徳永有生、竹内海人、附直弥 3，5001[1 

13:15 -
トライ・アングルなど11:出 【Ii¥Jl06-4962-5664 

9H 22日(木 ・祝)
E佐木逃 IU音ハーモーカ公Jnlレッスン 新大阪ココプラザ 1，000阿

【WEB】【¥l:ti)~佐木 090-8655-6045
10月 11'1 (土) しあわせの村松191合宿端的会

【WEB】をご覧ください!
2 EI (日) ココプラザ公1mレッスン&染本進教主合同

尼崎ハモニカエコ ズ
尼的lIi立大J上公民館

10 fl 8日(土) m31回 たのしいハーモニカコンサー
【nu】正事Jt-06-64 16-6089 

ト

10)18L1(土)
ビルボードライプ大阪 5，9001'1 

16: 30- I~jll沙リサイタル

19: 30-

IOH9FI(日)
梁木進 桜首ハモーカ個人レッスン ふんふんさろん 3，0001TI 

[IVEB】【]I.¥J】梁木 090-8655-6045

101'1 16日(EI ) 
~j:村1(jjt と ~j!ハーモーックスM~会 /J'Iili光lリ1池
ファインプラザ大阪 r}(，f立附:11者施設』 (H.¥J) ~f村 072-297-5737(FAX Jt) 

10月 16EI (日)
~~木進 111音ハモーカ公/nlレッスン 新大阪ココプラザ 1.000円

【WEBJ 【1111】梁木 090-8655-6045

10}'1161:1(EI) 
1止::JJ<延生/イ¥I生ライプ

阪急武IiII之iJ5イプ・スポット・アロー

13:15- 3，500門 WUJ06-4962-5664 

10月22EI (土) 連盟主催 神戸ファツション美術向。l

23日(日) 第 27回関西ハーモニカ祭リ (WE B] オルピスホール

10月221:1 (二1:) 
手H.l安!il.とftJJffilハーモニカヲラプ副i奏会 ll'1区総合N，iAl会曲l 堺区rN:&:lIlr2-1 

堺市堺区区民祭 【HUJ寺村072-297-5737(FAXJ~) 
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， 
日 MI6 了主す!nI弘 凶 -郎防 二・，ぷ会期~びMせ先一位寸

. 

10月291'1 (土) 三重県ハーモニカ協会
三重V~~ ì事市西丸之内 津市リージョンプ

ラザ内お城ホール
13: 00-16:30 第 15回 記念ハーモニカ泌奏会

【(1-1])事務局永野 059-262-4408

10 n 29日(1:) 
垂水ハーモニカ友の会第 12阿発表会

i:[，水ハレンァ大ホ ル

13: 00- (!I¥J) i!'iIJ I 078-708-5083 

10月30日 (日)
連盟主催

愛日会館
第3回研修会

10J'130r!(n) 
日本ハモーカ芸術協会

!.U点11H!f1サニーホールん
観音ハーモニカコンヲール

11月 3日(木 .~t) ~:~阪ハーモーカ教室 神戸市立生凹文化会問'i

II : 30- IO周年記念コンサー ト合問先送会 【11¥1]羽原 078-581-6243

II月 13日(EI ) 
明白性lのji!大クロマチ ックコース

lJ'!" iソフィア桝ホール
堺市芸能百1告にII¥iiii

II月 13日(日)
NHK相I'pマリ ンハーモニー 神戸中華会館*亜ホール

第 13回 たのしいハーモニカ発表会 【IHJ】吉村 078-752-9013

IIJI14EI(H) 
手i村安雄サザンVネット 大|仮附立ビッグアイ別市南区以ヶ丘駅前

II月 19日(土)

II H 20日(" ) 
13:00 - 15:00 

II 月20日(日)

II J'I 27円(rI ) 

13:00 - 16:00 

12月4日(1'1 ) 

12JlIII:J (u) 

12月 II日(日)

10:00-

12 fl II 1'1 (1]) 

12月23日 (金)

2017年~

10 J'I 7日(土)

笠旦旦!

1 0 周年記念jlií~話会 【!nJ]寺村 072-297-5737(FAX共)

E佐木進観音ハモーカ公開レッスン 新大阪ココプ7"'1 1.000円

[IVE B】【mJ】栄木 090-8655-6045

寺村安雄主1111 愛FI会館(要予約)受満料 2.000PI 

n主沓ハーモーカ，tWJN会』 [WE B】【!l¥lJ寺村 072-297-5737(FAXjt) 

栄木進復蛍ハモニカ例人レッスン ふんふんさろん 3.000円
[IV E B] 【!日Jl鈴木 090-8655-6045

!.i18問 i!i村ウロマチック教主党友会 堺市北町田 フェスティパル

mび人り ií~~会 巾込締切 1 0/3 [¥VEB】フラットホール(点文化会館)

梁木進 絞首ハーモーカ出1人レッスン ふんふんさろん 3.000円

【IVEB】【!日i】梁木 090-8655-6045

クリスマスハデコンコンサ ト
新大阪ココプラザ

J、ーモニカ教宅の先生方&イベン ト持台
【n¥lJ~オ三 090-8655-6045

のおhさんの派手派手コンサー トです

寺村安雄合同クリスマスコンサート
lYIilîïR文化会館入場1!!~ :料
【1m】寺村 072-297-5737(FAX共)

ハモ=-fi昨 日~{ r:コ ンサート 大阪ililLG区徐図

寺村安hi~ r郷土放の集い』 I也mm市民会館アゼリヤホール

主Hii: I則凶芸能文化娠興会 [H¥J]寺村 072-297-5737(FAX~~) 

連盟主催第28回関西ハーモニカ祭り |なら 100年会館

奈良国民文化祭の一環として

【IIIIJ]11¥1合せ先 [WE B】ホームページ参!日!の附りです、ホームページの詳細11なJ乱肢をご覧下さい。

過去のカレンダーはホームページの | 会朝1ハ y ク No.1 をご~;，: Fさいg

h口p:j/harmonika-renmei_studio-web.net/ 

.11¥1合せ先

全日本ハーモニカ辿mPI'j:務局

徳永延生 (特別顧1m ウロマチック発11)

H企同然木

ふんふん吉ろん

ハモニ町fI'XJニ

午村't<!Jt

048-446-6126 FAX048-'145-6161 

06-6934-7266 

072・284-8808

06-6352・8005 FAX 06-6353-1393 

0798-22-1844(FAX 共通)

072-297争 5737(FAXm!l) 
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APHF2016に参加して

第 ，，固アジア・太平洋 ・ハーモニカ・ フェス

ティ11)レ(APHF2016) が8}'I 3日から7E1ま

で5!:111lJの日紅で台湾の朝it'1でIHlfJI:され、 参加

してきました。JTBが企画した APHF参加lツアー

に便乗したのですが、 |品Ji!!iからは 3名、広ι;か

ら4名、 |具1JlI地区から約 60~円とのことでした。

コンテストのエントリ ーリストに，蹴った日本人

はほとんどこのツアーメンバーに含まれており、

独自参加された方(務査nの先生方も)を含め

て日本からの参加は90名程度と.Iltわれま昔 。

初日は午前中からコンテストが始ま り、開幕

式は夜で した。主fIi:者からは参加者数について

の公表はありませんで したが、私の維な推定で

1.2001市ほどのIHJ拡式の会.tJ;}はほぼ尚l市で、子

子どもたちで杯

どもi主の数が目立ちました。昼間もコンテスト

の合1mにロビーや廊下で子どものグループがあ

ちこちでsIl¥しをしています。皆、tJiejいのユニ

フォ ームで、特にピンクの約11¥1な民l庇衣装らし

いかわいい裂に目をt'f:われました。このフェス

ティパルは子ども迷にと っても一大イベン トな

のだとjtlいました。この¥.j'から将.*の名プレー

ヤーが1.1¥てくるに逃いありません。

コンテストは各分野 (怯11 クロマチ ック、

10ホールのソロ、デュエ ァト、トリオ、小アン

サンプル、 "1，'アンサンプル、大アンサンプル)

が年約日'1(6級以 下、6- 13城、 12- 16縦、

川戸慎二郎

、E

ノド

メイン会場

15- 19歳、オープン 60歳以上)に分けたカ

テゴリーで鍛争です。11::齢別のカテゴリ ーは泌

宇で、幼児組、少~ I 組、 i!i少年組、 -，'i{I二割l、公

InJ社l、楽申告組、と表示されています。いわゆる

シニアが 「楽的制IJとは初めて知りました。

延べ約 2，400 人が参加しています。 τI~，iliに公

表されたコンテス トのエント リーリ ストに、テ"ュ

エットなら2人、 トリ オなら 3人というように

人数をかけて集計した数字です。ほとんどの方

が2つ以上のカテゴリ ーに11:diiしているのでは

ないかと思いますが、この数字から今回のフェ

スティパルのM1#Aが推しili'lられます。また国WI

では、台湾が地元で多いのは当然ですが、それ

以外では中国と香港が目立ちます。

日本人がエントリーした力テコ リーはほとん

ど楽齢組で、 おい日本人は見かけませんでした。

惚音ソロと 10ホールソロの公|抑制lにそれぞれ l

名の日本人の名前を児つけましたが、あいにく

IUIき逃して、どんなfjだったのかわかりません。

デュエット青年部の糠子

~ 1 2~ 



ミ力・ デ・モニ力

コンテストの結決、阪77ソロ玉!i齢制1では l仰

木村lijJ美さん、 2J占有Jl:U之さん、 3Jな土111J :ー

さんと、日本人が独占でした。クロマチック ・

ソロ楽i鈴組では l他出的久美さん、 2JILtlllld 

二さんの二人が入江で廿 。テ、ユエットの淡的制l

では私と宮崎久美さんが軒lんだテ4ユオのミカ ・

デ・モニカが IJii.を取りました。これ以外に 11

本人の入日はありません。

ランキンクルールのこと。尖は、 トリオの来

的組では日本から l制lだけエントリ ー、小アン

サンプルの楽齢軒lでは 4組のエン トリーがあっ

て、広LJの美鈴カルテットはその1('で3Jii.のi時

点でした。 しかし、次のようなランキングルー

ルが適川されて、いずれも 3位以内の入伐とは

なりませんでした。(ちなみに、美鈴カルテ ッ卜

は2006年の凶日本ハーモニカコンテスト、小

アンサンプル日111吋で催IJ持しています)

エントリーが4人ないし 4組以 Fの吻合、 l己l

じ分野の日'Jの年齢カテゴリーに引き続いて、!日l

じ術資nが得l'iする。そして、その日'1の{I陥カ

テゴリーの 1h/.と同点かそれ以 |の仰点でない

と 11.立にランキングしない。2J，'j、3J立につい

てもいl械のルールを過川するというルールです。

そして、 トリオと小アンサンプルの楽的制lで

は一緒l己犠伐された51'J{ド齢カテゴリーの3J，'jの

i時点以上のl!J:.'.~がなく、 l 位、 2 仙、 3 J立はなし

ということになったので唱 。こんなランキング

ルールは初めて1mきましたが、以前からあった

のでしょうか。

クロマチッヲ・ソロの幼児割1は l人しかエン

トリーしませんでしたが、業|給制lと一緒lこ寝台

されて、楽曲11制 11 位の':~r附さんよりよ71い得点で.

IU.J h~式で阪11時 トロ フィーを手にしていました。

3 位までの入賞者には I~ J h~式で段仁に上がっ

てトロフィーの他Iこ賞状と"l1，日として SWANの

3オク空ープのクロマチックハーモニカが手泌

されました。 lfliの トロフィ ーにはカテゴリー

名の他にひときわ大きく赤い字で 「冠11tJと舎

かれています。2位は「日EiliJ3位は「季"'11Jです。

4 J立にトロフィーはJ!!~かったのですが、ステー

ジのディスプレーには 「殿司1Jと.Ifかれていま

した。なぜこの漢字が使われるのかわかりませ

んが、 中国で順位を表す時の表現のようです。

IHJ f，~式の，iíj l:J 、新竹 lこ到Jt した FI は土砂降り

のドliでしたが、フェスティパルIJilIII1'I'は附天の

場い日があLきま した。夕立を心位して傘を担2417

していましたが、 一度も利mすることはなく、

~:~ jiliでした。 JT B のツアーを利JlJしたのは初

めてでしたが、ホテルから会場までのシャ トル

ノtスが1m、料、夕と 1.11たり、いろいろ気を配っ

ていただき、 JT Bスタ γフにも感測です。少

し1('同泌を勉岐して行ったらもっと殺しめる旅

になったと!ぷいます。次!日12018{ Iユの~1 1 2 回ア

ジア ・太平洋 ・ハーモニカ・フェス子ィパルは

北京でJJilJIi!されることが決まりました。皆さん、

今からど準備を。
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韓国留学生と交流サマーフェスティパルを開催しました
<NPO法人「ふれあい時遊館J(寝屋川市)において〉

くらわんか力ルテットと記念写真

7月 29H (令IWEI)、泌屋川rIiにある NPO法

人 「ふれあい時遊間'Uでのサマーフェステイ八

ルで、悦[lilfi'1学生との火消が実現しました。以前、

枚方コミュニティチャベルのク リスマス コン

サートにて ií~~ した総で、牧師般から斡国間学

生との交怖のお話があり、 「ふれあいl時遊館」の

サマーフェスティパルでの交疏の悦裂に三者が

快訪して尖射したものです。ふれあい11寺遊館は

介護保険を使っていない兄気なお年計fりの方々

がmまって、ハーモニカやハンドベル、手話f*
J盤、食・ f ~会等々、楽しく前1~に活動されています。

くらわんかカルテッ トは 5.110ほど前から夏と年

末にお伺いして、ふれあい時遊館の皆様による

ハーモニカ誌[1炎やハンドベル泌奏、私たちのハー

モニカ i出~などで決しくひ とときを過ごしてい

ます。

三部構成のプログラム

今回は全体を三日11m戚として、-m回くらわ

民族衣装での優美怠踊り

くらわんか力ルテット山本 義信

んかカルテッ ト、 二椛目ふれあい11与遊間I!の皆線、

三需悶 ':U~国間学生の附り ・ テコ ンドー ・ 歌など、

211寺11.¥1いっぱいのプログラムになりま した。

綴中'llが tがり、まずは私たち くらわんかカル

テッ トの「河内おとこmiJから始まりました。ハー

モニカ出裂に合わせて、会協の皆さんの元気で

大きいtlX， t"iが轡き渡りま した。仰図的学生も初

めて見る~却やハーモニカアンサンプルに興味

津々の様子 1 次はふれあいl時遊館の皆様による

ハーモニカiiii奏。1111は 「他郷J。そしてみんなで

「花笠行可IJを制りながら体操! この日のため

lこ一生懸命線泊 してきた牒子がわかります。iiii

受11寺の少しの緊~l~のあ と、手足の巡回Jに もなる

踊りでリラックスできたよ うでした。そしてid

後が仰[1i]Wf ~;~生の ilifl干でした。

韓国留学生との交流

判官申'1，が |がるとそこには民/j'Ji衣装に身を包ん

だ長しい こi人の女1'1 と テコンド -~~fをつけた

出々しいJJい9J1'l三人。すると、ふれあい11午遊

館の伴峨が戸をそろえて大きな戸で M アンニョ

ンハセヨ闘(こんにちは)の歓迎鍛拶 ! これ

にはWf学生たちも驚いた校子でした。初めに民

族衣装の~dl の優雅でしなやかな耐11 りに会場は

うっとり、そして大きな拍手! 日)1'1はテコン

ドーの引や妙技を披滅。鍛え抜かれた身体から
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発せられる気合に ~ftきのJl』があがり ました。 特

|可は皆兵制度で一定}日/1:¥1'.1¥1滋に行くことが必務

化されているという牧川さんの説明に納得でし

た。

俗学生は日本の印象をIHIかれると、日日本人

はi延しい、 Ujがきれい"等々好印象をsiliってい

ました。また、将来の進路を1mかれると、それ

ぞれ今大学で ~!ilIIJ的に学んでいる介.逝町内l や行

越川、バイオ(薬学院1cl!)など、しっかりと将

米の目際にjr'.rJかつて-'1懸命勉学に励んでいる

15 

総子がうかがわれ、会I討の皆さんから激励の大

きな的手が送られました。そして取をうたいな

がら会場の一人ひとりと手を阪り合って和やか

な交流が絞きました。

国境を越えて心は一つに

フィナーレはふれあいI時遊間lの皆憾による嚇

FllJjjlの休操 「パタカラ出町IJの踊りに官l学生

も1mわり、大きな輸となって俗り上がりは段高

となりました。.:i!;'聞と日本の国民もない、民族

の泣いもない、 ;ï.~の i主いもない、老， 、も若人

もない、白楽と踊りで一つになって心と心が通

い合う感動の叫1111になりました!

このようにして私たちの市民交涜はjYJAIlの感

り|がりをみせて、感動の余anを銭しつつ終了

しました。 ふれあいI l:..f遊間 iの安東Im~H長さんも、

枚方コミ ュニティチャペルの水野牧師さんも、

議1I，t{らしい出会いの実現を心より喜ばれて、今

後もこのような機会を裂んでおられました。私

たちもハーモニカを通じて、 今回のような国際

交怖の焔縦し役ができればと!Elいます。



小ベースは3穴か?5穴か?

く日本ハーモニカ喜芸術協会グレード取得のための第2回ハーモニカ基礎特別講座資料より〉

通常ベースとしている口型は 3穴か 5穴か

迷っている人がかなりおられます。関西ハーモ

ニカ連盟の指導者でも意見は分かれています。

5穴説は、口腔内が大きくなる分メロディー音

がよくなる旨。 3穴説は、不協和音程が無くな

り音が締麗な旨。そこで、私なりに資料をまと

めてみました。(一部敬称を省略させていただき

ました)

1 .新版槙準ハーモニカ教本入門・初級編《改

訂版)(佐藤秀廊著・斉藤寿孝編集・日本ハー

モニカ芸術協会指定図書)には、

①ダウン・ビートのベースの説明には 6穴

の口型の図が入っています。

②アフター・ビートのベースの説明には、

それぞれ

小ベース 3穴の口型の図

中ベース 5穴(吸音は 7穴)の口型の図

大ベースオクターブ(吸音は9穴)の口

型の図が入っています。

③大小ベースの説明では、大は 8穴・小4

穴(吹吸対応)になっています。

2.複音ハーモニカ教本(ハーモニカ振興会・

監修森本恵夫、岩崎重昭、欝藤詩孝)には、

①ベース奏法口型は8穴

②大小ベース大は8穴・小3穴

3.岩崎重昭ハーモニカ編曲集①

上記2.の複音ハーモニカ教本と同様

4.やさしい複音ハーモニカの吹き方

(森本恵夫著)

上記2.の複音ハーモニカ教本と同様

村上博昭

5.たのしいハーモニカ (小林忠夫著)

①ベース奏法口型は 5穴

②大小ベース大は8穴・小5穴

③ 上あごに舌打ちしながら呼吸するベー

スは特筆ものo

6.宇佐美進ホームページ

①ベース奏法口型は3穴

②大小ベース 大は8穴・小3穴が理想

(和音の豊富さを言っているを追記)

7.私(村上僧昭)のメモより

① 7 (シ)と 6 (ラ)は不協和音程で

避けるべき

②岩崎重昭談

90年代からの指導・発言は「ベースは

3穴だよ、 5穴以上だとジャージャー

騒々 しい」

③森本恵夫CD発売時エピソード

最初のCD発売の録音をしようとした

らレコード会社から「ザッツ ザッツ

という雑音は何ですか、出さないで演

奏してください」と言われたので「ベー

ス奏法は止めたJo2枚目からはベース

も入れておられるが、和音を非常に配

慮しながら演奏されている。

④民謡ハーモニカ

粛藤先生の話。「民謡ハーモニカのベー

スはダメだよJ(3穴は、長2・短2度

の不協和音が大半)

⑤日本ハーモニカ芸術協会 201 5年

指導者研修会

課題曲に 6と7の不協和音程の箇所が

あるが、甲賀先生は「低音部は吹いて

も聞こえない程度に吹くべし」

-16-
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F帆

F駄

⑥編曲留意

7の和音で 6は不可。例としては 7-
04 

などにする。

8.私の思い

①以前は、「ベースがハーモニカの特徴」

として 5--7穴が大勢を占めていた。

1990年こ。ろカ、らハーモニカの音楽性を

意識した演奏が重要視されてきた。つ

まり、「ベースは 3穴が基本Jr編曲集

は7のベースはゼロ」になってきた。

② 5穴ベース演奏では、 7に46、2に

67がベース音となり、長音階7音の

うち 2音も不協和音程ベースがあり、
ひんしゅく

音に厳しい人に銀盛を買いかねない。

故に、通常ベース 3穴奏法で 7 (シ)

に配慮して演奏している。

マイナーで静かな曲のとき、 5穴ベー

スを長めに入れると良い感じになるこ

とがある。(マイナーは 7のベースに吹

音となる 6は無い)

料理の味付けに、どんな調味料を使う

か!要は色々なベース奏法をマスター

しておいて、その特質を踏まえた曲の

味付けをして演奏したら良いと思う。

関西ハーモニカ連盟誕生の誰も知5ない話

前号の「随想ハーモニカと共に 45年」で

ふれた、連盟の歴史について記憶をたどり書

いてみました。 1973(昭和 48)年4月のあ

る日、私の勤務場所である西宮市役所保育課

にふらつと初老の紳士が来られました。来訪

の目的は関西にハーモニカの組織を立ち上げ

たいとのことでした。当時何らかの形で‘ハー

モニカに閲りのある方々を設立委員にと、依

頼のために訪問しているとのことでした。こ

の方は東大阪市在住の平口謙二氏で短音ハー

モニカの名奏者でした。

当時、私は佐秀会(後の日本ハーモニカ芸

術協会)の神戸支部長をしていたのでお声が

掛かったのです。そして設立の準備のため旅

館の一室で協議を重ね、晴れて心斎橋の三木

楽器ホールで設立総会の運びとなりました。

忘れもしません、総会の壇上で突然委員の一

人が声を荒げ異論を。既に協議による了解事

項であるのに、平口氏も困り果て、長老の委

員のとりなしで治まりましたが、客席には東

西田幸司

京の真野トンボ楽器社長、斉藤詩孝氏、ポッ

プスの村上浩一氏が来席されており恥ずかし

い思いをしました。

組織の名称を関西ハーモニカ連盟とするこ

とは全員一致の即決でした。しかし、なんと

いっても設立の一番の功労者は平日謙二氏で

す。平口氏がいなかったら現在の関西ハーモ

ニカ連盟の存在はありません。設立当時は会

員も少なく、平口氏が作成した手書きの会報

を私が発送、その数も 50部位だったと思い

ます。

総会当時の委員は、もう私一人になり、時

代の流れを感じます。/1頂風満帆で出航した連

盟丸もその後、内輪もめにより沈没、二年間

の活動停止(休眠)があり、功労者である平

口氏は連盟退会を余儀なくされ、その後独自

で「関西ハーモニカ友社」を設立され、機関

紙「関西ハーモニカ友」を発行。私も一冊い

ただいています。とにかくいろいろありまし

た。後日談はまた機会をみて。
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和音情/日本 Harmonica交流音楽会

6n 17、18. 19の2iEI 3 1:1 、上記のi1i.i~会

と祭IIITIiの名所|口跡と普段比る 'Ifが難しい施設

などを巡ってきました。

これは.1昨年五ム 201511' 8 )'1 15日終戦 70

町，I{Iミに‘'iたり、 「平副lになって70年ハーモニカ

チャリティーコンサー ト」を日目した際、ゲスト
キdピ，， :;-/77

ti.¥iM'iを合めた終1筑後の恕級会席上で金Jt銭さ

んが歌われた i/、rpおろし」の似戸に感激され

た山山行が、 f在山 ?JjHIJを !MZ告され、今聞の~W

3主総会となったものです。I品riYAの闘):((1氏率

いる 「ドラゴン 7J6名を合む 18名がbl本から

参)111しました。

「百聞は一見にしかず」と Jわれますが、 ~ua閏

はi詰も近いl境 1:i!1、古代より文化而で色i股く~~轡

を受けた (:;;1であります。~~'，1 f，~ 111の通度手iやldii淡

有rーなどの1M史のある111iiii物、 c'J'I¥淀は、松，1((木、

百{娘1{~1写児て 「 ここは i二l本ではないかつ 」 と ;a

rtを:itえる程でした。仏像をμていて、特llilの

いにしえの人も現代の人々も、 今見ている私も

仏像!こ託す安寧と救済への闘いはl時代が変わっ

ても、 Ilqを起iえてもI，;Jじでしょう。しかし近代、

創代は|瞬間にも I~Jわらず何となく、よそよそし

く、近くて泣い1m柄になってしまったようでJ't

の尖仰は伝わっていなかったと気付きました。

釜山市は院国首)2の都市で港IIIT。大阪市とよ

く似ています。的IlqM大のflji;l i!J!であり、 '1=.首14

1こ砕;イfした漁業港でもあります。

ffll心からさほどihlくないところに長いピーチ

が!よがりその背後にr¥':iJr1マンシヨン併がそびえ

ていました。浜iL1の消には巨巳;を抱えた総林の

山がìf~にせり山しており、自然のたくましさと

人工の札Titi物がお丘いの強さと32しさを倣って

いるように迫力を感じました。

漁港が仰心に近いこともあって大阪市のJ.uJ"J

rlj .tJ~}の数倍以上のj;Jl般の血'f.f.(t山市.tM rチャガル

チiIiJj~ Jの活気には圧倒されました。II<h"li町lが

新鮮な魚介首iをl仮光しているように見えるむの

寺村安雄

活気あるili出でした。またその近くに大阪のlli

101臓のような倣柴世IがIl~がっていて興味を引き

付けられました。

市中の道路は大|阪の御堂筋，1('.みの中iil広いj且附

が縦横lこ怠っていて、その風景には闘を兄・';Jiる

ものがありました。 ~ I;'iil時には飛行機の削，t路

{こ転用されると 1111 きました。 このJl~ぃ道路にお

いては、庶民の足である自転車、;丘動白 ~i51 1 l、オー

トパイ、そして悦凶輸III~は始どよtられません

でした。 自転 '11~~;はi江jj般lrJ具としての概念、がな

く、公邸!などでのスポーツJTJIこ使われるらしく、

まして峰凶姶11-'は製造されていないと1m吉まし

た。省エネとのIJ!JJ1!i'Jーはあまりむ泌されていな

いのかと不JLl議lこjElいました。

韓国伝統芸能を|可立後11.1国学院で村兄しまし

た。民族11梨、パンソリのリズムは大阪のi"J1人1

r1 un、 I並f~ Y，~のfI:州f1 ii!Î と同ーのもののように

感じま Lた。そのJJi!J切のロビーに二匹の兎が満

nの内に餅つきをしている大きな絵が掲げであ

りました。今i主この凶附は日本市来の伝示物，ifi

と1認知していましたが、さにあらず、このおと

ぎ請のようなス トーリーも大|佳からの伝摘た、つ
ずー‘-..

たのか?そして、 Ji包ITfII'-1公図の~~耳目1像、 1m

をl協差にiS!か彼方の水平線上の日本を見品~i えて

IliI立攻めてこないかと見守っているl担であると

のこと。 ~~ I :i禿吉が攻め入った 11寺の、水引のJR

f<1i官である。!.I':K-!iのマJ'j泡TIIのような(i'在である。

これは1:1本の過去のぬの!法51:'の辺派である。
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睡トl

李舜臣像

この李l"~1日の物JlIは日本では余り同1られてい

ませんが、被:!i-を受けた氏は拭い去ることは11.¥

米ない。全1"1民が知っているとのこと。

親善交流会演奏会は、告里山地の炎叫に突き11'，

した絶);~の ;;~!m地にあるレストランを!日り切っ

た会場でした。ガラス恨りで舘山港のタl映えの

;止色を見ながらのjlil~ができた心尽くしの仰向

でした。イiモ;n主主さん‘{.¥いる利 (1f，'jの押さんと交

互に交流副i~~ができました。 和1~tl'lの火刊で 「パ

リの会のドJ'J] tlで 「抗城の19幻A.l.!IIIU、「ベサ

メムーチョ J の他、 l(助、~~~を 1*川してアリラ

ン メドレーのl白秋、そして栄しくその断りん

を教えてもらいました。そして、パスハーモニ

カのイ121民主主さん女tlヴオーカーリストを含むカ

ルテットの11本のiiil~I): ~IJの 「愛しか伐は~iIらな

いよ」は絶妙のハーモニーをIIHかせてくれまし

た。

1-1本 0(1)は r ドラゴン 7J さんがUÜJ'ì fこ r '~t，!l.iq

回放」をi1ii1遣された。大K.)li下さんが 「大阪ラ

プソテaィー」、1>11友栄さんがクロマチッウで 「マ

ラゲーニャ」、hl!ml lJ ~~ ::tI~のE佐木進さんは 「ロ シ

ヤ民訴」、私は釜山港の皮;止を見ながら rr.;.山浩
へMilJをrlii突しました。その他総JI'18組の帰

後は1:1本の 「故郷Jと斡国の 「般郷の将」を全

nでi1íí~ しフィナーレとなりました。

このちH会会.tM.i1ir奏脱線を和iyfi'fの方がビデ

オカメラをドローンに釆せて、 12から祭111地

&.びi1îi~~qlの会t討をJhit告をして町lきました。 梁

木jlliさんがそれを編集して DVD化し、制光ス

ナップ写J:i;íIlを全L1に百êってくれました。 ~f天

気にも ".nまれ、~.:Q~さん初め布1ì5t~iの符憾の

心ifl~ まる雌l:'J:を受け、 忘れられない旅となりま

した。

イ~釆主主さん，和いる和白川の皆さんが例年のご

とく、 121'1にJit:1ft:へ在LIコリアの胞設に吐:tH¥Ji1ii 

~に米られます。 また Jti1ilできることを梨しみ

にしていますa

自E頭山公園にて記念写真

ソウルの障害者団体、関西旅行に来られて

宿泊先で慰問演奏

釜山からIMll、11"(後、偶然にも腕同ソウルから

~，~'，~ZÍi (-，'I"年リJ!，( >> 団体 50 名ほど、 21~liに分か

れて京郎、 4官民、大阪、神戸と 51二11問、 I，Jl光旅

行に)jえられるとの↑'N報が入り、 @I:l先のビ ッグ ・

アイ(堺市f~W:大阪府立附3者1Jí!lぷ)で似の会

食でハーモニカ縦突いたしました。、(1.i'i1仲liの

1'111-1<は 6i'I 22 11 、首~ 2 [1'1iは 6J'! 29日)むir炎

の合11¥1に、jIIjJCに述べた仰1;[;釜山iliの印象を『ili

りますと、 i控訴は、奈良公|占|の脱が人rmと自然

に1古け込み共生しているhf!U止にWlo、たとのこと.

また大阪市の地 I~ jl!)， に来11'した 11 .'1は駅員さんが

科駅H1J !こ ili~:X して、サポートしてはったので、

次心して修動できたことに感激していました。

仰r:l'!は1:1本と比較してまだ社会制祉が少しili1れ

ている処があるので、家族1m、朝llJ~l:U、また村、

I!lfの相l11tJ、UlJの*，，!pl'が妓っているとの事でした。
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教室だより

コープこうべ文化センター「たのしいハーモニカJ教室

l庁it[l自 コープこうべ生活文化センター

神戸市東灘区[I:P'I'IiIlT5-3-18 

TEL 078-431-5273 

2指持者 小林111美子先生

3事u問日 1iJHlfi 2 -，n 4土附IEI

13:30 - 1 5:00 

4会員数 7:l'， (9J性 5名 ・女性2名)

5年附 60-80歳台

当教室は、 小林由美子先生のお父上である小

林忠夫先生が指持されていたH寺代から、 20数年

以上続く伝統ある数2主です。また先訟のJEでは、

忠夫先生は !i~めて育てる先生。 現在の由美子先

!Iもまさにその通り、お人柄もあり、文字通り「た

のしいハーモニカ」教室です。そんな数五で私

たちも栄しく 学んでいます。それでも基本の1ft

12性、f耳目の反飽和駐留については、 !rcあるごとに、

rlfJに桁持していただいています。

毎年の小林教室合同の大きな1'i'IJlは、 4月の

発表会、 B月の合街、 10月の|見l凶ハーモニカ祭

りのアンサンプルIHiiir、12月の 「盟年会」など

が続きます。私たち教奈生もこの行事に向けて
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個人 1111、合~~IIIIIこ取り組んでいます。 先生に新

たに払j1111していただいたり、個人.f5j，却を仰いだ

り、少々手IIIJと、お手数を煩わせています。

その大きな行事へのt.UWlを励みに、それぞれ

がiru'lUっています。'1'には 1-2年;n匝iで取り

組んでいる方もおり、ハーモニカと熱心にritJき

合っています。みんなハーモニカ大Mきで、取

り制lむ盗勢や熱心さはどこの教室にも負けるも

のかとの気持ちは人イ日です。

当教室には、ハーモニカについて、生き字引

のような方もおられ、みんなが頼りにする17-(1:

です。熱心で、毎月地域や胞設でのボランティ

アi1ii炎等活動をされています。その他のメンバー

も、熱心に地械で、例人的にそれそ::h(;f;'liJJして

いま唱 。

H判。lは、 20:1'，以 仁{主総するほどでしたが、

別イiの生徒数は、やや寂し くなりました。色々

なJf9で、地域に発riしていき、当時のl阪やかさ

を取り戻したいと思っています。神戸でハーモ

ニカが好きな1，!こんなにぷIINらしい教室があ

ります!一度のぞいて下さい。



教室だより

花実ハーモニカクラブ

l 所tJ地点大|坂Ml体育館

東大阪fli胎殿町 1-2

TEL 072-982-1381 

2指導者 苛村安峨先生

3 制!iYJ 日立~ 2、1-l14~1I即日 13:30 - 15:30 

4会員数 10名 C!l]t!o2名女ti'S名)

5.{1三 齢平均 74成

Cl，~i l'長 82 歳、以il'少 66 城)

2006 ('1' )，)< 18) i!，脊のこと、 '1，駒山のふも

とにある市民の抱lいの胞設 (タ リーンガーデン)

でIJHf!i，された寺村先生のu<i奏会をl飽きに行き、

感動しました。両iるt¥':f!rfiをされていた先生にFll

をかけて、UlI、指呼をお臨時、しました。先'1の

おf1まいはとても述JJだったのをi去になって主"

りました。その時はご住所も拘lらず、 今思えば

なんと無鉄砲でJ~jかましいIHだっ たかと j以いま

すが、先生は快く引き受けて 卜さいました。

グループの名前 「イ正実ノ、ーモニカクラブ」は、

ハーモニカを通して 「花も尖もある人生を」と

のtlいが込められています。メンバーの人がと

ても良い名前を付けてくれました。

当初は1;1;般の数字詰の見方から教えていただ

きましたが、 今ではソロもアンサンプルにも取

り組んでいます。jlii奏したい1111を言えばそれに

iOった指導をして Fさいますし、 ジャンルは多
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阪多慌です。先l二lも地域のtT楽祭にLlI話iしたII.'f

には 「ノ、ーモニカはゆi歌とmぷだけと!思ってい

たがなんでもi¥ii奏できるので廿ね」とうらやま

しそうに言われました。

ハ モニカをただの玩!J.:制度にしか活JTlでき

なかった私たちでしたが、お陰さまで今では、

自W ~廷の子 どもたちゃご老人また持地域でのm会

等でのボラ ンティア前世VIも口コミで丘、がり、i1i(

~ f丘中iiiを受けるようになり、やっ と花が咲いた

のかなあとJL1うまでになりました。私たち自身

が絶され楽しんいますが、 1mいて Fさる方々の

心に響く縦突ができるように、|見1I出ハーモニカ

illH¥U主iliiのハーモニカ祭りやluf修会にはできる

かぎり参加して、より多くのilil奏をUH吉、 今後

も勉強させて町lきたいと思っています。



教室だより

門真ハーモニカメドレー

1. f1iiEl自門真市立文化会館

I"J呉市中JIlJ2-3 

TEL 06-6901-3300 

2指持者村上博l問先生

3練習日 ZP，l、第 3金11/ii日 14:00- 16:00 

4会口数 l口名(兇1'1:2~，、女性 8 名)

5. "1' I愉 平均抑定73歳

(1註年長83歳、 lii1.1三少60歳)

I tl1.1~U 、ーモニカメドレーは、 2004 (平成 16)

年に門点ハーモニカ同好会として 30名で允足

し、その，*，から有志 10名が結I;!(してできたグ

ループです。 I III J~ハーモニカ同好会は、村上hÿ

1P':1先生のご指導の r， iH~練習から始め、色々

な奏法を個人個人のレベルに合わせて、時には

厳しく、 Hキには優しく、ソロ lii，í~及びアンサン

プルち~突をご指碍いただいています。

間企f会には私たち門良ハーモニカメドレー

(10名)の他に、門真ロータス (5名)、さわや

かクラブ (5名)、ケトルズ (5名)、 トリオ 222(3 

名)、なかよしクラブ (3名)などの小クループ
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があります。

同好会は門真市主lIi!の駄のルミエールホール

での音楽祭と市民文化会館主fliiのふれあい然り

に、全員で参加しています。新人会員には毎月

第2・4{j}: 1I(~日に自主練i自の坊を設けて、先端が

後f(lに指導しながら斜i留にliVIみ、アンサンプル

演奏を楽しんでいます。メンバーからは、 「ソロ

泌奈は上手くできなく とも皆と一緒にアンサン

プル泌奈ができるので、すごく裂しい!!J と言

う戸も11.¥ています。

また、ソロ発表会を"1一回IJflfll目すると共に、

小クループのボランティア活動にも参加 してい

ます。2012(刊或24)年の門以ジャズフェスティ

パルでは、 プロのピアノの先生に来ていただき、

ジャズにも挑戦しました。一時はどうなるかな

あ ・-と心西日 しましたが、木市は練習以 仁の1.1¥

来でした。これからも、iIi民活動やボランティ

ア活動を通じて、ハーモニカファンが増えるよ

うにと刷い、私たちも楽しみながら日々練習に

励んでいきたいと思っています。
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vol.2 (私の備忘録より)" 行って!見て!聞いて!“ 

洋之

現地のウェザー ・インフオ ・ネッ トは毎日、

段高気組、 iU低気温と共に体感温度もレ

ポートしてくれました。「冬の体感1毘m'iこ

与える湿度の影響」これは'広がりの私が初

めて気付いた悶果関係でした。

ハーモニカとどんな|剥係があるのか?

マイナス 10'Cの外気の Fでハーモニカを

吹いたらどうなるのでしょうか?どなたか

ご経験がお拘りならお教え下さい。私も一

度は試してみたいと思ってレます。

岩本

冬の体感j足度

「ハーモ二一 207号J(2016 if <1月号)

に 「ポーランドでう7リスマスを経験」を授

稲しました。その時の花、の備忘録に r(*ffiI¥、
組!良」があります。

日本の夏は同じi111¥度の乾燥している図よ

りおく感じることを皆さん経験されている

と思います。これは多視が原因ということ

も知っています。ポーラン ドで実感したの

は、氷点下の冬において湿度が高い日は休

感l1uU皇が 4-5"c(!fくなるという慢です。

) 
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ねハーモニカが上達するための大切なこと (64)tr:'
~~日本線舘楽院・院長世界ハーモニカ趨日本支部 (F ・ト H) 役員池田輝樹

前回の教育用シングル・ハーモニカの指導に 動かしてください。左右、上下、舌を動か

ついての続きを述べます。 す速さによって、表現に多少の違いが出て

6.いろいろな奏法について(無伴奏と伴奏付 きますので留意してください。

があります) ④ベース奏法

無伴奏では次のものがあります。詳細は拙著 ベース奏法には大ベースと小ベース的なも

「ハーモニカ教則本J(ドレミ楽譜出版社)を参 のがありますが、小ベース位なら何とかで

照してください。教育用シングル・ハーモニカ きます。舌を左側に当てて奏する普通のベー

の独奏に関しましては(今までは大抵、合奏に ス奏法と、舌を右側に当てて奏する高音ベー

使用されましたので)みなさんあまり関心を持 ス(旋律を低音側、つまり左で奏し、右で

たれませんでした。しかしながら、奏してみま 伴奏ベースを入れる)等もできます。ただし、

すと大変面白いし、それなりの効果も得ること 教育用シングル・ハーモニカは 2段式になっ

ができます。 ていて、上側に半音が付いておりますので、

下側でのみ奏するため、多少やりづらい点

① ハンドカバー察法 もありますが、練習を積むことで前述の通

完全にパイプ式のものは別として、左手と り、小ベース位はできます。なお、どんな

右手でおわんのようにふたをして、聞いた 穏類のハーモニカにも同じことが言えます

り、閉じたりすると、音が波のように流れ が、原譜の和音伴奏をよく見ることが肝要

ていきます。この時、左手と右手の手首は です。当然のことですが、どんなものでも

しっかりとくっつけておきます。左と右の 絶対に三和音だけで処理をしないことです。

指先を同時に開閉したり、左のみを開閉し 作曲者が悲しみ、文は怒ります。原曲の和

たりなどの仕方があり、それぞれに異なっ 音が出せないところにはベースは入れない

た効果が得られます。左、右、文は両方を で休むこと、旋律のみを奏することです。

リズム的に放したり、付けたりすると、独 これはハーモニカだけではなく、ピアノも

特の効果も得られますので、以前はジャズ そうです。簡単伴奏の楽譜が出回っている

的奏法と名づけられた時もありました。(福 ので、例えば、『めだかの学校JJ(茶木滋作

島常雄さんや南部信喜先生などが名手でし 詞、中田喜直作曲)を三和音で処理する方

た。) がおられますが、これは絶対にしないこと

② バイオリン奏法 です。中田喜直さんとはご生前に講習会(先

複音やクロモニカや 10穴単音など、他のハー 生方対象の全国的な講習会)でご一緒しま

モニカとやや同じ仕方です。口をつぼめて したが、このことを大変嘆いておられまし

行い、右手を少し動かします。口をつぽめ た。最近は特に惑い出版物(楽譜類)が増

ていくと音が少し下がり気味になるのです。 えており、困ったことだと思っています

口はハーモニカから離れないようにします。 ⑤三度奏法、四度奏法、五度奏法、六度奏法、

③ マンドリン奏法 七度奏法、八度奏法、九度奏法

口をなるだけつぼめて、赤ちゃんをあやす につきましては、三度、四度、五度・・そ

ように舌をアラララララララ、と左右文は上下に れぞれできないところもありますが、何と
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かできるところも多々ありますので、練習、

挑戦してみることが大切だと思います

⑥ その他の特殊怠奏法

-ジャングル奏法

主として吹音です。舌をルルルルルルルルのよ

うに巻き舌で音を出します。トランペッ

トなどの管楽器の奏法と大体同じ要領で

す。

・ガット・トーン奏法

言葉をしゃべりながら奏します。これも

管楽Rli等の奏し方と大体同じです。最初

はなかなかうまくいきませんが、練習し

ている内にできるようになります。ただ

し吸音は不可能に近いと思います。

-空気ベース的奏法

吹く時と吸う時に、寝ていてイピキを

立てるようにゴーッ、ゴーッ、ガーッ、

ガーッ、と，息を吸ったり、吹いたりしな

がら奏します。大変面白い奏法ですから、

やってみてください。

「荒城の月jについて私の考え

吉村則次さんが、会報 208号に「荒城の月」

考察を指載されました。非常に大切なことだと

思いましたので、私も考えを述べてみようと思

います。

随分以前から私なりに考えておりました。自

分の作った曲を承諾なしに編IUJと称して勝手に

旋律を変えられたら、ご本人はどんな気持ちだ

ろうかということです。しかも滝廉太郎さんは

上野音楽学校(現芸大)の山間耕符さんの先輩

です。山田耕符さんは 1886--1965年で、滝

廉太郎さんは 1879--1903年です。山悶耕搾

さんは我が国の音楽界に貢献された方なので、

他からの意見は出なかったのかもしれません。

しかし、私個人の考えですが、旋律を作曲者

に断りなしにかえてしまうのは如何なものかと

思うのです。原譜と編曲の違いを五線譜の方が

よいのでしょうが、ハーモニカですので数字譜

で次に示しておきます。

滝康太郎さんの原譜は次の通りです。

[Bm]ロ短調

Andante 

会主2日 立61ti出 301・.• 

池田輝樹

山田耕符さんの編曲は次の通りです。

[Bm]ロ短調

J = 63 Lento doloroso e cantabile 

(ゆるやかに悲しげにそして歌うように)

す 33671176ー1443213ー 01・・・

このように編曲では、原譜の音符の書き方を

変えたり、半音をなくしたり、速度記号も違い

ます。共通点は調子です、特 2個のロ短調 (Bm)

です。

ところで、荒城の月はよく複音ハーモニカで

演奏されますが、大抵の方は 4/4拍子ではな

く、 2/4拍子で演奏されています。表現方法が

まるで違いますので、 4/4拍子で演奏をするべ

きだと思います。今回は数字譜で示しましたが、

数字譜はフランス人のシュベェ (Emile-J oseph-

Maurice-Cheve 1804-1864)が以前からあった

方法を完成したのが大体の定説ですが、機会が

あれば述べたいと思います。

なお、[荒城の月]は色々な方々の CDや楽譜

を見てみますと、現在は山田耕搾さんの編曲楽

譜で演奏、表現されているものが多いようです

が、“原諮"が望ましいです。
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コン・力ローレ佐賀が第一位でグランプリ
第 36固FIHハーモニカコンテスト結果

吉村則次

2016年6月5日、東京の全電通ホールで開催された、 FIHジャパン(世界ハーモニカ連盟日本支部)

主催の第 36回ハーモニカコンテストでは、次の方々が入賞された。 30名から成る大アンサンプル部門

では、コン・カローレ佐賀が第 l位を獲得、さらにグランプリをも獲得されたのは、印象的で、あった。

複音部門の優勝者は、佐賀の中学2年生であった。

クロマチックソロ・クラシック部門 出場数6

第 l位大塚直哉(長野/東御)

第2位錦織のり子(京都/京都)

第3位榎本浩美(神奈川/茅ケ崎)

クロマチックソロ・ジャズ・ポピュラー部門

出場数8

第 1位大山紀子(東京/西東京)

第2位松岡直樹(岡山/岡山)

第3位大村義宣(岡山/総社)

複音部門出場数8

第 l位大神仁美(佐賀/佐賀)(中学2年生)

第2位田川珠帆(神奈川/厚木)

第3位藤原尊子(神奈川/厚木)

テ‘ュエット部門出場数 3

第 1位甘anquillo(神奈川/座間)

第2位プリンセス(神奈川/鎌倉)

第3位マカロン(神奈川/横浜)

アンサンブル/小編成部門出場数4

James Moody BADiNERiE 

James Moody Toledo 

Spivakovsky Concerto for Harmonica 151 mvt 

Ralph MacDonald etc. Just The Two Of Us. 

徳永延生夢をみさせて

Chick Corea Spain 

モンティ チャルダッシュ

カプア マリア・マリ

モンティ チャルダッシュ

Bachトリオ・ソナタ BWVI039

Bach二つのヴァイオリンのための協奏曲

Bach二つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調

第 1位 トライアングyレ2016(岡山/岡山) ピアソラ 天使の死

第2位 トリオ 100(愛知/安城)三つの雨の歌 童謡絵巻等

第3位 Conbrio(神奈川/相模原)シューベルト 野ばらに寄せて

アンサンブル/大編成部門出場数5

第 1位 コン・カローレ佐賀(佐賀/吉野ケ里)(グランプリも受賞) サウンドオプミュージックより

第2位 愛川ハーモニカアンサンプル(神奈川/厚木) ヨハン・シュトラウス 皇帝円舞曲

第3位湘南ポラリスハーモニー(神奈川/厚木) ピゼー アルルの女よりカリヨン
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「とと姉ちゃんJのカラオケCDが出ています

吉村則次

TNHK朝の連続テレビ小説「とと錨ち。んJのテーマ「花束を君に』の楽譜付き伴奏CDが、

次の通り楽譜眉の眉碩に出ています。

Iあの曲で毎日がはじまる・・・フルートで吹く朝ドラ、 NHK連続テレビ小説メインテーマ14曲j

アルソ出版伴奏 CD付楽譜本 2，400円+税

「とと姉ちゃん」のほか、「おしんJr春よ、来いJr君を信じてJrあまちゃんJr雨のち哨レルヤ(ご

ちそうさん)Jrにじいろ(花子とアン )Jr麦の唄(マッサン )Jr365日の紙飛行機(あさが来た )J等、

吹きたい曲、受ける曲 14曲が載っている。

Jうこれもお麓めです。

Iヴァイオリンで奏でる日本のメロデ‘ィーj

全音楽譜出版社伴奏CD付楽譜本 2，600円+税

人前で演奏したら喜ばれる「日本の遊び唄メドレーJr日本の子守唄メドレーJr日本の持情歌メドレー」

「日本の郷愁メドレーJr見上げてごらん夜の星をJr黄昏のピギン」等が掲載されている。ピアノ伴奏

が素晴らしい。演奏は多少の変奏が入っており、少し難しいか?

b昭和の歌謡曲のカラオケCDなら

I生ギターと奏でるフルート・ヒットパレード、短めく昭和歌謡曲JNo.2 No3. 

アルソ出版各 2，200円+税

上記タイトルの、楽譜とカラオケの楽譜本が、フルートの雑誌、楽譜等で有名なアルソ出版株式会

社というところから出ています。 1965年の「君といつまでも」から、 2008年の「愛のままで」まで、

NO.2とNO.3の2冊合計で 30曲、「ぜひ吹きたい」という曲がいっぱい。ただし模範演奏はなし。五線譜、

カラオケは、 2台のギター。

NO.lは、 NO.lという表示はなく、「フルート・ヒットパレード '60s'70s・80s一 魅せられる、懐か

しの昭和歌謡」という名称で、 2013年に出ています。カラオケは、渚のシンドパッド、かもめが掬ん

だ日、ビューティフル・ネーム、ダンシング・オールナイト、つぐない、桃色吐息、恋人よ、の 7曲の

みで、ほかは楽譜のみで、 NO.2とNO.3とは趣が変わっており、カラオケ伴奏も NO.2とNo.3がギター

のみであるのに対し、 No.lは、本格的なものです。楽譜応でご覧ください。お薦めです。
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荒城の月は、会津若松の鶴ヶ城

ハーモニー前号 (208号)28ページに私が

投稿し掲載された「荒城の月」の出自に閲して、

次の通りの楽譜及び記述を見つけました。文部

科学省検定教科書なので、間違いはないと思い

ます。

文部科学省検定教科書、教育芸術社刊 f中学の

音楽2・3上j平成 15年版p28

1、半音の差について

(吉村注) この教科書に掲載されている楽

譜は掲載楽譜①のとおり Bマイナー(シャープ

2個)で「はなのえん」の「え」の部分に※印が

あり、半音下がりになっています。また、大部

分 r8分音符 8小節」で書かれています。これ

が多分滝廉太郎のオリジナルのものと思われま

す。

また山田耕符の編曲と思われるものでは、楽

譜②(明治 34年3月「中学唱歌」、野ばら社

刊「日本の歌第 1集」より転載) のとおり r4

分音符 16小節」になっています。また、「ちよ

のまつがえ」のところの付点音符の位置が異なっ

ております。

同教科書には次のとおり記述があります。

(注)山田耕符が補作編曲したものも広く親し

まれていますが、編曲の際に※印の音が半音

低く改められる{ということは全音低くなる、

吉村注)など、原曲とは異なっている点があ

ります。

2、作詞された場所について

上記教科書には次のとおり記述がありますロ

作詞者(土井晩翠)の言葉

東京音楽学校が中等唱歌集の編集を企て、私

にあてられたのは、ほかの二編とともに「荒

城の月」で、あった。 ζの題を与えられてまず

第ーに思い出したのは、会津若松の鶴ヶ城で

吉村則次

あった。というのは、学生時代ζζに遊んで

多大の印象を受けたからである。明治維新史

に残る会津落城の悲劇はあまりにも著名であ

る。

私の故郷の仙台の青葉城、 ζの名城も作詞の

材料を供したことはいうまでもない。 r垣に

残るはただかずら 松に歌うはただあらし」

はその実況である。(原文一部省略)

(吉村注)Wikipediaによると、「滝廉太郎は、

1901(明治 34)年に中学校(旧制中学校)唱歌の

懸賞の応募作品としてこの歌の作曲をした、原

曲は無伴奏の歌曲で、あった」とあるロまた滝廉

太郎は、この曲を 1901年に作曲し、 1903年に

没している。

r1918年セノオ音楽出版社から出版されたも

の、 1920年に出版されたものもシャープがつい

ており、 1924年に同社から発行されたものには

シャープがない」とのことなので、滝廉太郎は、

山田耕符が改変する前に亡くなった、というこ

とになる。

山田耕符の名前が編曲者として出てこないの

は、半音を変えた、 8分音符を4分音符に変えた、

付点音符の位置を変えた、くらいで、「編曲者」

と表示するのは、おこがましいと思ったのでは

ないだろうか。尚、滝廉太郎の「滝」については、

上記教科書では「滝」であり、Wikipediaでは「瀧」

である。

山田耕符が半音下げて(シャープを取り去っ

て)レ・ナチュラルにした件については、当連

盟理事の木原淳さんから、即刻次の通り eメー

ルをいただきました。

「通説では、次のように言われています。三

浦環がニューヨークで公演するときに、日

本の歌もということで、かつての教え子で

ある山田耕俸に、荒城の月のピアノ編曲を
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依額 しました。緋符は外国の#2の短音階

は.ハ ンガリーの短音階と働主主いされ、日

本的な和声の短音階にするために#をとっ

たのです。J

r私事で恐縮ですが、阜、は、 30年前に岡域

社でハーモニカを吹き、 3年前には大分の銅

像的と、LTlf太郎の滋I也で吹いたことがあり、

少しだけ思い入れがあるのです。」

際 荒磁の月 ①

，jij ~::}に述べたように、JJl IEでも、 '1三 行ドがり

で:吹ったり山i~~ したりしている方がおられるの

ですから、 T: ì1 卜がりがïEしいとか、~(什、が

りが好ましいとかは、 言えないものとlt弘、ます。

CitJ Wikipediaとは、インタネ yト1，に設けら

れたï~i科 ' I ~~祉のことです。

-士芥品主作間通量求血{手陣.

'̂ふ ーー・= =ーーーー==ー ーー・-==
弘正=ヰ~中正面司主主主主主君l'..;J.J " 一一戸岡寸一一"'-"'--..-ム且手一一一」

色、よ町£つが" ゎ"いでし む かし町υカリ い よ い ず ニ

うう る つ る ぎに てのそ い L む か Lのひ η り レ sい ずこ

か~， !こク3 こ~，:， u たた tJ''f ，'~ :1 ~つ l うとう IJ f.:. 1.;' ，h らし

うつ 会 んとて h い J L fJ，' お あ わ ニうじよう由 よわのつき

." 
・山""斗吟の柑作細曲したら円む C:(司 ("lt -. • • J; r か 倒的め~に硲印の怜冷;'1' r，t弘〈以められる本

c.， I~ !I!!と!J Y~ 似 ている d があり~マ

盆 刷川 ② 荒誠 の E k川，作州附F附時附v 作

L.心E目n叫toJ _ 7刊0 

存7芸品三圭雇主面主主主主!語

辞生註再E告宝章量

李主三 →ー ナ:→

帯当主主主主主謀ー主主高言ヨl
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関西のクロマチックの教室 57件一覧表送ります

ハーモニーのJiij号には、 当辿mlの会只が品MW

となっているハーモニカ教室の一覧表(辿mlが
11'1正したもの、 ミi:に彼首ハーモニカのもの)が

同封されましたが、今回、|郎副地域の 「ヲロマチッ

ヲ・ハーモニカ」の教室の一覧表(l白域刷、講

flili名町Dを、 l且l係各f1iの協力をmて、私が11'威
しました。辿ml役品、クロマチック指導者及び

|品JiLG地域のハーモニカを放っている楽総応にも

促布しました。ご希望の方は、次のいずれかで

ご;irl;;j{ください、燃料です。

e-mail : nori-yoshi@ac.auone-netJp 

Fax: 072-251 -9398 

〒591-8008lJ'ifii北区Wi'i1香J1lllJf3-104-5-201 

吉村則次

eメールで訪求いただくと、 eメールでHfIお

送りします。EXCELフォームです。

l当副・九州・中国・ 11_1;'~i l ・ 北 [~等については、

調査しておりませんが、訓 .mに~ないように思

います。iHlli沙さんが、巾l主|・凶回・九州 ・1:[1部・

北陸等て'も i;~奏活動されて、 「私もやってみたい」

という方も問えているようですが、 1'tI持者がお

らず、また~H詰応にもクロマチックは i白いてい

ないという状況で、フォ ローできてないのが現

実とJJ:t"、ます。

|品[iLG地域のものにIJIlえ、 1[1悶・l国[]卜九州・1[1印ト

北|岐にある教室についても、追加でj.j，J出したい

とたlいますので、もしあればお知らせください。

堺市北区音楽祭でリベルタンゴ等

2016 {f 7月 16日土限日、堺市北区音楽僚が、

北区役所エントランスホールで[n[flHされ、干主々

lJ'iTl1のクロマチッヲ愛好者イ~j;t;で構成する 「 レ、ノ

トイットピー」が、 l昨年に引き続き出場した。

レットイツトビー

iii@llhは 「クワイ河マーチJrリペル空ンコJr烈

ねこのタンコ」等、 ソロ、デュエ yト、カルテ γ

ト 、 5 人のアンサンプルで 5 1111 を乱ii~~ した。

2016年 7月16日 堺市北区音楽祭
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最近気に入ったハーモニカの CD

吉村則次

I立山讃歌 トリオ THEがーぴる GARBIL-1J 

ユii1! ~~flIm 'Jlの、あらいなおこさんの CDである。ハーモニカあらいなおこ、バイオリン以111かなで、

ピアノ嶋村よしi1の 3人による次の 31111. 19.35分、 IHllt、て気持ちがよくなる音楽である。入手方口、は

さí ìili\:UEI! ~Hの 「あらいなおこJ にお尋ねください

1. KURO-IV f'1'I1I1 !.I.'.川かなで

2. :lnll讃計X (1'1111あらいなおこ

3 やさしさについて 作1111見HIかなで。

水着姿も素晴らしい山下伶

f山下伶 BeautifulBreathJ ビクター VICL-645822016/7/20発売 3，000円

クロマチック発行、 111ド伶による、メジャー ・テ"ビュー CDである。チラシには 「才色J(t仙なクロマ

チック・ハーモニカ ・プレーヤ一、メジャー ・デピュー・アルバム先完 !Jとある。(メ ジャー ・テ"ビュー

CDとは、キンタとかテイチクとかソニーとかビク空ーとか点之 EMlとかポリド ルのような、メジャー

なレコード会制から允先される品何jのCDをいう。I':I-i，製作 CDは、メジャーとは言われなし、。インディー

ズということがある。)

収録1111は、本人f'FIIIIの 31111といl外のポピュラーな1111で、 ド記のとおり oジャケ yト内の主主uの大部分は、

私が前号 p31にILJ似した 「ハーモニカ ・フェスタ ・グアム」のツアーに参加して、 MJilで1Mったもので、

27枚中3枚がノ)<4げである。クロマチック・ハーモニカの CDで、副i央省本人の水{(の主主点が(!1!われたのは、

このCDがfri~JJではなしでしょうか。 ll! 1こ次を IYI!与したいと以います。

山下伶さんは、|見l J.iildl'であるが、当辿ml特別顧II'dの~~t/1< í[~ 1 さんの生徒で、たびたび大阪にも米ら

れている。8)-1 21 11の阪急武州之;1

にあるライブスポ y トアローでの徳永

教室発表会にも米られてuii炎された。

桐!日l学園芸術開大半菜、フルート#攻。

ライブでも活断iされている。 1987年

生まれとチラシに:il峨されていた。百|

nしてみよう。

日1'11スポ ツ7)-1 16 11にも次の通

り写真入りで船，1主された。

c・自 制 50nlptνcáuc~U .s ""訓"。旬..梶本~

別 6<.1101'.1 lne RII川 0 ・一小レ イ ム ' " " 臥 凶

"ー レイJドロマプ町.，..D・U 山τ.，・柚』
。札スM ヲルの阿..- ，・川崎."，t:.~ ~.ル -・鼻...
"・ 5"恥同 'JI16'..寸 ...・ P・ w，~・4
Q~ Wa~c • • An!#l'-~ c;山川町

U(，. U色の崎関 w，.・内・"匂剛山 山下偲t・R劇
，，> をよ厄のIA$_11・w・nuN・'WBO制M劇団"阿 FM'" 

!IH .臥、制'71 "'.川咽・C山・l 山lIon!.

刷工ルヲ:;"'/(!.--t.::ロ [1Cu問I).o"~~.，o. A....I...!n・M・a
川ルd;，三脚テーマ川剛・ F'o..l.~崎 I h. T州 問 E

11 本onぴ陶........' 山~. MlI・・1

1: Fe・155050000(/.&t )" t .t.1S.t・{‘・}
11 I!碕.，匡に "駒山・，""札制 。.舞.. 

山下伶
日ピautifll[Hrt:a[!J 

2016.7.20(本IR搾

a・側窓.. ‘.，・.、
崎町・.“・・"・ H ‘

美人ハーモニカ奏者の山下伶がメジ、ヤーデビュー

美人クロマチック・ハーモニカ奏者山下伶 (29)がアルバム rBeautifulBrea出」でメジャー

デビューする。桐IVI学l到芸術短大半で、 14年には rm34匝1F 1 Hジャパンコンテスト」

で総合グランプリに仰し、た。クロマチッウ・ハーモニカはスティーピー・ワンダーも愛用 し、

独特の音色を響かせる。111下は「ハーモニカの魅力を帆lムい世代に知らせたい」と話した。

31 



a..._... ... ... ... ...・~ ... ... .... .... .... .... .. ‘a‘.... .... .... .... ..... ..‘~.............・~ .... ..・...‘ ---・E ・E ・E ・E ・E 可冒 司E ・E 司E 司冒 司E 可E 可曹 、' ‘'  ‘'  ‘曹、曹 司冒 可曹 司'‘

Too Young 提供寺村安雄

ツウ ヤンク'

.McdiufII Hlow Gdim 
A D~ Eh 

~I- 1. ./r--: 

"CI 

Cua 100m ß~D17 E~7 _ 府当
-- f;J. つヨ、、- 4 .，.， 

IE?4 - 寸、守ー一 T。手。 II 3 7 5 3 
lO tell us we're 100 young， 
ナ る は 主 だ b 

ヘ

"~aI7 8~n・7
・・--...::::::ニ・一一一一一一 一\J::~9 U I""' E~7 

一一一一一五:一一一→ ~--- "'一一~と至宝杢三空- J 14 →→ J ;J .J -r=J、: 一一ιi
一一寸一一→一一-+一一-----' 回 ・w .ーム-0-:-一一一 ー

2 3 4 才一一号? 2 守~一一 』

町 that Io，oefs a word. A word問、e on・ly.heM.Bu;'

とそ」三二は きいてもf ても ふ.

伊 f 二三ご戸喜一
・ .一一一ート→

I ，; 1 … ~ ード宇品一一一一一 - I sf" 

ト:ト勺二一一二 I-~ ご~長一一 」こど ;1.J f 

-32-



.&.......... .... .... .... .... ... ....~_........_&..._&._...._._._._._._........._...._._...........&. ... -・E ・E ・E ・E ・E ・E ・E ・.--、..可，、，、，、E 司E 司曹司冒可冒可E 司E 可，、，、..、，、，、，、，司'‘曹、，、曹司， 、，、，

.E~9 E~~ 
___Ms A~di皿 B~1U1 Eh _、

~ -v 
'7 ' 2 6 !? 6 7 5 ，~ -o !。 ~ 
can't be -gin to koow the meo -mng of. And 

b・ も、 "、 み は し む な .... わ

A~ Cm Fm 

F帆
a ~圃 B~皿7 E~T 

問。~ F3.  ・ 「 H -g 」 、、

---
1 - - 2 I 3 す 号 守 l守' や守一一 5 I ，一一 2 I 

yet. we.re' oot t~ l'。山唱 10 know. This love w出

8・ す. ~rÞ .... る ..c. た !J • と し つ

Ah+5 D~e CT D旬I>~ m田 Ab

Fr;. .J  i 下

3 2 3 1 2r12  - --fi 1 4 一一 3
1魁 ， lhe yc町 s may go， And then some ・
きかさね.て おもい

F 

て，

8~1D 島~1・5 C回 A~ F1 

「、hh- ~J 

3 2 2 ，1 
lc亨BIf一一-P亨

'4 day thcy may re し we 
たe す- と も

-33-



a... ...・....・.... ... ... ... ... ... ・.... ... ... ... ... .. ‘... ... .. ・................................ ・~ ... 可..、..可・F 司'‘' ‘' ‘' 可・F ‘' ‘' ‘' ‘' ‘' 可町 、'‘E ・E ・E ・E ・E ・E ・E ・E ・E ・E ・- - - - .. 

112A. b 
C四 7Bm7 B~m7 E~7 G~7 A~ t: 

~ :~ u 
-0ー』。一一号 :11 1 - 0 - I 0';"" - /J 

Thoy a1l. 
乙 p . /rT.亡命 ~ ペー、

~炉

G皿 C7
，.....---，------. ーち へF F Am Dm 

，圃h、 Gm7.・IS Am  F 
Garr 

府当

C7 F A~ E~1 A~ E~7 A~ 

7 一旦 7 z.lf-.丞→ゑ.6 '3 I 5- :f:a -J'2 -一亨 JI

「 110 

-34-

They 

わ

D.S.u/'t:、

r' 



新発売 (編集室)

「カラオケコンサー卜 1オクターブ+(プラス)編JCD付
(定価3.100円)

ノ、ーモニカ振興会事務局長の竹森雅俗僚からのご紹介です。r131，復音ハーモニカハミング

メー卜 (5-1)で出予をできるよ うに編纂されており、編曲 ・院修 ・ハーモニカ淡奏はハーモ

ニカ振興会諮問Iの梢Ye昔、先生です。調子が全1111C 制ですので、これからハーモニカを~台めるか

たにもお臨めの曲集です。ギターとキーボードによる伴奏にのって楽しく泌奏できる」とのこ

とです。発行所は(妹)鈴木音楽産業。

'‘ーを=1)"'#"'..CD. 

窃竃裁逼麟惨事

00900&00 
金色C!lのハーを=.-h-r句."

• ー

-山川n~‘

. 

_I¥::j校て，.1主L~~蚤員を務めたH午、 手に した T文

笠谷秋」で芥川口 W;I.，lll，lの季節1を見た。60{I 

が過ぎ、 l'g日本コンテス トで叩ltdiサンス クエア

ホールにlLI向く途中、コンビニで村食を求めた。

いつもは来週りする迎1刊誌捌から、 f文弘、春秋内

が自に 11，び込んだ。 迷わず，1<めて N7. ~ll山総に釆

り、 it川口全文I!Jd在rコンビニ人11¥1.~ を見た。

長文である。とても車rlrでは読み終えないと思

いI"lD}'iのliiu:n:から読み始めた。文'ドが大きく鮮

明で11:11年とは佑段に巡った印象で読み続けた。

-EIZ畳間...・・

涙くんさよ怒ら t世用高話回】

E麻色白騒の乙女 {健闘業"固}

夢の申へ {俊朗楽旭国 1

迷い道 四m禽おヨ，

古らぱ震と宮古う 慣用貧弱包 》

どん怠と苦も. t担問来器由 l

Jtの国がら (償問翁お巴〉

ワボテン由花 {理用叢話回 }

催犠 {俊綱実蕗図》

少年崎代 (儒同遺蹟 :l'Jl

編集後記

Hljjか夢中で，読んで気がつくと 『新大阪』。 あわ

てて 九三|仮」に引き返して集合l仁川-11にHUに合っ

た。1ハーモニードの制民に|民lわって半年。見て

くれたかなっ 読んでくれたかなっと自11¥1してい

る。文2誌ではないので奇をてらう必嬰はない

が、 印象に妓る編集を心がけたいと思っている。

rコンビニ人間I~ は 円tた』 ままで 『読む』 にスイッ

チが入らず、パソコンの怖で1mかれたままであ

る。

H P!目立i 渡辺見志
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編集後記

-述仰は人材の宝1，11。前iいた原縞に目を過し

て、 fATi者に確認のゐlこメールで質I1¥Jをすると、

l-1Ftな説明が返信される。「なるほど、そうだっ

たのか」と教えていただくことばかり。編集11

xfはlifiのアンチエイジンタに効果あると自らに

言いきかせてパソコンにIIIJかう。

竹内定子

-会側編集室では会事11に11]，1在するまでに，b'c者

に分かりやすい文ぷになっているかをチェック

し校iEします。J，J低2人でチェ ックをするように

5~め、;M行していますが、時には発行後lこ校正

iltlれに54づ、くこともあります。会開iに同封する

チラシや案内の内科については依紅i7eの武{千で、

編集笠では印刷物の似み込みのみ行うとしてい

ますが、当述mlの行τJf笥ーに|則する案内について

はチラシと副tもまったく LI任が無いとは言えま

せん。花、自身、編集に|民lる前は見過ごしていたが、

改;11した方が良いことが色々あると実感してい

ます。「税者の皆さんからのアドバイスも聞けれ

ば良いな」と!思っています。

白木~~之

-11は詩や1111の{止川者は作品を白111に使って

いた。当たり前のように。が、人がOから作っ

たものをJ!!~断で使うことは今、 rrfされない。 者

11 縦がある。 '~: lldr老政製して多数にtit供するこ

とももちろん泊されない。ハーモニーに11]，1配す

る楽IIIJは、 1史川料を支払っている。11'I'iの死後

50 !I;で若作権が消滅するまでは{史f日料納付が定

められている。iiは惚写やコピーは学校などで

は人:1:1にnられてきたが、今はj垣川しない。裁

判になれば必ず山川首が負ける。私の二つの顔、

話作者としては作者のlEいを苛るが、[史川者と

してはできるだけn川がかからないようにする

べき? とは思えない。私は、使川者として仕事

ができない。1，1分がOから作り上げたものを変

更させられたり、勝手に使われるのは心隠やか

ではない。私は{出川者側Iζ立ってできるだけ使

川料を払わないようにしなければならないだろ

うかつそれはill!う。あなたが著作者なら。1史HI

r，-の11111にはなれないだろう。私はお刊司円である。

今後1川n者の立場に立て と言われるなら、使JTI

I'iを併さなければなるまい。それはつまり編集

民を併することを立味する。

もり ・けん

次号第210号 (2017年1月号)の

原構締切りは 11月15日(火)、会報編集室必着でお願いいたします。

同封物締切りは12月5日(月) 発行は12月中下旬予定。

関西ハーモニカ連盟会報第209号 (2016 !I' 10 rl月)
発 行 人 吹 1:: ul'IJ1t 
編集人もり ・けん

発 行 所!則自ハーモニカ述'，~I会開i編1Il笠

〒 530-0037 大阪市北区松ヶ岐川r6- 1 2IL~栄ピル 2F

TEL 06-6352-8005 FAX 06-6353-1393 

e.mail : harmonica@cardandmedia.coJp 

印刷 ・製本 株式会計カード&メディア

。2016KANSAI Harlllonica Association Printed in Japan 
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会員異動のお知らせ (2016年10月号) 2016.08.15現在

組織部長

当連盟では名簿を公開していますが、本人の申し出があれば個人情報(住所・電話番号

等)を非公開に出来ることが、初日4.07.12の常任理事会により決議されましたロまた、 2014

08.28常任理事会で、会員異動のお知らせの住所表示は市名までにすると決まりました。

会報208号(2016年7月号)でお知らせ以降の会員異動l立、次の通りです。(敬称略)

(個人会員入会)

会員帯41 I¥: T 住 所 受1可日-2016.07.2'1 
2016.08.08 

2016.08.13 

(団体入会)

l団体酢骨l 団 体 名 | 代表者 l 受 付日

リ 師 l すずらん L_______必Uill. ____ .!自主一一一L___ _____~Q!長良.09
2，----87---1ハーモニカ アンサJ プノレ 了ゅう もあ~寸勺 阿部巡回fT -"""2OiiCoTo6

(団体代表者登録)

|団体需号1 団体名 | 代 表 者 l 受 付日

1上ー そ.~___L一一__1:.1:主 !v 一一一一一一一一一l一一一一一段日&L___J桂一一一一J一一一--~Q!~，~旦巴 9.9_____一一
L ___ !!L__~'~__J1f~*-~_'三宝三~!p-:_"，ミ会一一一一一L_______謀議-_ :!長'!!J.一一一一一一l一一一一--~Q!~，旦U旦一一
___}L!む一l~:二主三在L 乙乙止 c二.1.~ヒ~:?之 : 主b二:fL__.J~担L_:~l&Ll_________~Q!~， _~ ~ ，9~_ _ __ 

41 .12 枚方ハーモニカ問釘会 | 中村 i主見 2016.07.09 

盟益金重聖
目団体帯貯新 ) 団 体 名

'16 排ハーモニカアンサンプノレ -)
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(団体代表者変更)

|団体帯むl 凶伴品 新}代説者 前)代表者

一一JL_~4一一JtM.!.~ご 'I'c三!!.!K安全ーーーーーーーーー__ .1一一一ー一一準法__:1連日担一一一一一一一一一l一一ー一一法!l'---~I!~_ __ー
引 42 仕方ハーモニカ同好会 l 中村 i主犯 l 石田 和彦

(住所等変更)

i昌住笑美子
(新住所)干673-0862明石市松が匠4丁目 2-29ニ辺Z
(新H)078-914-6862 

(住所等訂正)

| 制 | 叫し

(個人退会)

~ |会師号|
氏名 ・名称

臨し

(団体退会)

~ |聞11'111I}I 団 (本 名

無し

璽 変有日

f~ 衣 lli' 受付日

2016.08.15現在の個人 準 ・賛助会員は255名、 団体会員は762名 (70団体)です。

お願い，個人会員の入金 退会、団体会員の入金、住所住居虫示 地脂容号市外局審骨
名樽記載事項の変更は必ず紘盆血へお知らせください。



KANSAI Harmonica Association 

お子さん、お孫古ん、ご家族の方々、籾しい仲間、かわいいベット、大切にしているもの、

風景等など ハーモニカと 絡に写っている写真を広く会報説者から募集しています。

採用分は会報の表紙または裏表紙I;:j日峨いたします。ふるってご応募ください。プリ

ントまたは写真デ 習を郵便またはメ ル添付使で下記までお送リください。

関西ハーモニカ連盟会報編集室打、ーモニカとワンショ ットJ係

干530-0037大阪市北区松ケ枝町6-12西栄ピル 2F 関西j、ーモ二力連盟事務室内
e~ma il: harmonica@cardandmedia.(o.jp 


