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吹く方、吹がない方、 よ手な
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い方、ニュースだけほしい方

等、 どなたでも入金できます.
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組織部長

1則刊ハーモニカ辿出lホームヘージ

.院毒気強酒盛週菌.
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2017年度定時総会挨拶

「さむうい気概を持ってリ

直1Iかしい新年の幕開け、皆椛におかれまして

は、お健やかに迎えられたことと思います。本

{Iもよろしくおぽ1い中し上げます。総会!こ先立

ち、ひと言ζ挨拶"，しよげます。

本辿¥¥Uはおかげさまで会員数 1，000;ちを擁す

る会となりました。数だけがすべてではありま

せんが、数は力となります。すべての愛好者に

l民l凶ハーモニカ込limlへ入っていただき 2019il' 

6月2日にiillW，]fiI J iili 4 0 mJ' l'を迎えたいと思いま

す。平成 311"は平成から次の元号になっている

でしょう、己主:ii:元11が辿m140周年、にぎにぎし

く迎えたいと思います。

WI・11:の総会候拶において会計(1';1こ厳しい状態

で・・・と会miLlニげのf'Jを示唆いたしましたが、

各役uのご努力で今年度は、現状会技術iぇti'lき

の方IIilでR1113できそうです。ありがとうござい

ました。

会nの皆様へは総会のl主にお師iいごとをして

おりますが、 今日は、辿'，Kl主fmの定JVJ泌奏会「立1

28 凶 J~J iLqハーモニカ然り 」 についてのお似し、で

す。今年のハーモニカ担当 りが rm32 IDIJ]IL(文

2017年(平成 29年) 2月 11日

関西ハーモニカ連盟理事長吹上晴彦

化祭 ・なら 2017Jの参加事業になることへのご

邸内平 ・ご協力依頼です。「凶民文化祭京都 201lJ

での>ËJ則 iíîí奏会も国民文化祭参iJlI ~Jf業で したが、

そのU.jには補助金交付を受けず、迎i営主体は当

会でした。

しかし、今回は ~"i助金を受ける為、 主fm Kiが
悶となります。したがって、日l眼目の州術省は

全国への一般公募による応募者となり、会民の

i1il奏会は:l:IW日のみとなります。会員の皆係へ

の詳しいこ案内は、事業部より致しますが、な

にとぞご1m解、ご協JJお腕lい申し上げます。

さて、 f引l'総会挨拶で私は、その時々の思い

をお話していますが、今11は相撲でしょう。初

期ifrI J'J 22 EIの千秋淡は感i買いたしました。

f~dJ;) 1 J:I:の多い"，、fIJ撲を取り切ったのが大mJ

m勢の出でした。 f:ifi liLは7Cf，~綱降の盟の'!!:JI"]:\ljl

ん1で君 。今の角界では1也の部屋への11¥栴古をし

ますが、 lU門籾11はそれをさせなかった。師匠

は一人、ハーモニカ界とは迎います。そして、

他の('ilO~の力士と f' l' J主くすることも然じた。こ

れは、勝負の世界でなれ合いになることを怒れ

たからです。優勝を決めた刊日の初日新IHJのn
1.1¥しに般的1"]続方の言集がありました。

r f与の心怒気」阿lil庄の教えと、そのl内併は、

I:げJ人lニがっても、首しそうな釘lを見せないのが

旧l¥nl"I::制度の教え。f:iliI[i:に 「苦し くても、Mく

ても、そんな椅好するな。うれしいときも忍ぶな。

それが侍の心む気」と教えられた。また、千秋

楽の判円の記事には、 rf-t<も闘し、しHii川ではない

が.誹にも負けない!~，泊さを持っている 」 と i呪

11がこiったことが/1'，ていました。この川il庄にし

て、この弟子ありです。
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また、横綱の地位を1:1たQ，fへの父腕の談ぷ

も多く見ましたが、その1"1'で感動の一文があり

ました。それは 「日本人としての気慨に乏しく

なったH判tに伝統文化、傑バ}ミをlミ現化した相

撲は、相撲を迎じて礼儀、内 法、道徳等の|ニl本

の良さを見直し、知らしめるという説務使命が

あるのではないでしょうか。また、 上に上りlat

めたときは自分もしくは家族のためにというこ

とから手を雌れて、国家のため日本の伝統文化

lこ気慨を持って伝承しなければなりません。」

この制にして、この子ありですo

I~[J I“l羽!1，の言わんとする 「さむらい」とは、

より的大なるものへの敬仰(けいじ)です。こ

の的大なるものに敬侍し、 1並抜になって生きる

とこ ろに、功利の世界、物質の生活から突然と

して辺徳のl世界、精神のIItWへ生まれ変わるこ

とができます。この旦l'怨紡TI'は武二1:気:(:iとなり、

両1F';1とまで与えられるf;;L念、也ttdliとまでとWtか
れる修制iとなったものです。

!fjイドの総会挨拶で、荘、は1'/分のハーモニカ白

楽に対する笠!いを話しております。いまrI'し上

げたようなこともハーモニカ日決に通じるので

はないでしょうか。より l'μ、ものに抜するとし

びれます。("jにしびれるかによ って、その人が

決まります 。ある講談日i/Iが 「教えてくれなきゃ

できないと言ってる人川には、教えたってでき

ない」と言いました。在、も'n?々 、分かる人は言

わなくてもわかる、分からない人には!日jを言っ

てもわからないと。

私は京都に白んでいます。そこでは、f$t.(がい

しょ J があるとかJ!t~ ~、とか言 います。 ' 1'斐刊が

あるというと終前(1';なI(iiを思い浮かべますが、

「気がし、しょ」はお金持ちだという]J1!.tではなく

気慨がある、叩斐1'1あるとの言裂を合わせたも

ので、気慨を全うする'1'斐旬だと思っています。

ハーモニカ背*においても演奏のうまい l、手、

白楽的知誠がある，j!!~ しではなく、ハーモニカ首

淡に対して気慨を持って日みを目指しているか

どうか、気慨を持ってもらいたいと出、います。

今年の耳n~H長スローガンは 「さむらい気慨を

持って」です。ハーモニカ音楽によ正常lこrt.Jき合い、

いいiiií奈をでき る 'j~JJしたいと思います。本日

はありがとう ζ ざいました。

丹、

"j . (~ 
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事務局

2017年度定時総会報告

関西ハーモ=カ連盟事務局長村上博回

2017年2月 11日 大阪市西区(徐園)において定時総会が開催され、仲村会長・吹上理事長挨拶のあと、次の

事項が報告され決定しました。

1号議案 2016年度事業報告

事務局長より 定時総会、常任理事会(7回)の実施報告 連盟後援行事の報告(12件)

組織部長より 会員異動報告(12月31日現在)

会員数 | 内賛助会員 | 加入者 | 再加入者 | 退会者 | 前年度

個人会員 2481 51 121 01 251 261 

準会員 41 11 41 7~ 
団体会員 7491 (68団体) 1 101 51 7921'} 

合計 1.0011 

事業部長より ① 2016年8月 11日第 11回西日本ハーモニカコンテストサンスクエア堺

応募 51組 本 選 6部門 33組

② 2016年9月3-4日第4回合宿交涜会ココプラザ

研修講座 11講座参加者 143名

③ 2016年 10月22-23日第 27回関西ハーモニカ祭り神戸ファッション美術館

出演者 114組(ソロ 45名 アンサンブル 69組)

研修会3回実施

開催日

2016年6月26日
2016年8月21日

2016年 10月30日

間
一
隅
一
世
間
一
組
問

内
荒城の月変奏曲研究

リズムと表現方法PART2 

良い演奏の色々なテクニック

会報「ハーモニー」年4回発行 (4月・ 7月・ 10月・ 1月)

2017年 1月210号 550部印削

会員個人 257部 団 体 (71団体)185部関係団体等 37部予備 71部

2号議案 2016年度収支決算報告書承認の件

会計部 会計監査より 2016年度決算および会計監査報告があり承認されました へ
3号議案 2017年度事業計画承認の件

事業部関連

事業名 | 開催日 | 場 所

交涜旅行 12017年9月 15日-18日 |宮崎市

第 28回関西ハーモニカ祭り 12017年 10月7日-8日 !なら 100年会館第 32回国民文化祭なら 2017

研修部より

内
演奏における基礎的で量要な事

出船夜想曲

力まず正しいテクニックを!

表情豊かに曲を演奏しよう

容

水野随π
吹上晴彦

楠 光恵

新井尚子

研修会 | 開催日

第 1回 12017年5月21日

第 2回 12017年7月 2日

第 3回 12017年 9月 3日

第 4回 12017年 11月 12日

4号越案 2017年度予算案承認の件

会計部長

総会終了後の連絡事項

理事長より

2017年度予算案の説明があり承認されました

費藤正勝理事退任
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事務局便り

常任理事会実施報告

2016年第7固常任理事会報告

1. 日時 2016年 12月 19日(月)

午後6時より

2.場所ふんふんさろん

3.議題①事務局 2017年定時総会について

②事業部 2016年度事業総括

2017年度事業計画骨子案

③編集局 「れんめいひろば」新設に

ついて

④研修部研修費の改定について

⑤会計部来年度予算について

蹟者c;)皆様ヘ

事務局角野まゆみ

2017年第 1固常任理事会報告

1. 日時 2017年 l月 16日(月)

午後6時より

2.場所ふんふんさろん

3.議題①事務局 2017年定時総会について

②事業部国民文化祭・ならハモ祭

りについて

③会計部 2016年度決算概要につい

て

④研修部研修会予定について

編集局では年4回会報「ハーモニー」を発行しておりますが、毎回、皆様方のご協力・ご支援に

感謝しております。ご寄稿・ご投稿を大歓迎しており、受領した原稿につきましては紙面の効率的

な活用に留意し、出来るだけ多く、幅広く掲載出来るよう試行錯誤しているところでございます。

ご提供頂きました原稿につきましては、紙面の都合により、一部削除させていただくことがあり

ます。字句のまちがい等につきましては、「用字用語辞典」を参考に了解を得ずに修正させていた

炉 だくことがあります。また、写真についても紙面の都合により、トリミングまたは不掲載とさせて

いただくことがあります。記事についても、紙面の都合により次号に固させていただく等の調整を

することがあります。年間予算、編集従事者の能力等に限度があることも併せて、ご理解ください

ますようお願いいたします。

関西ハーモニカ連盟に寄稿・投稿された原稿は原則として返却いたしません。返却が必要な場合

はその旨を明記してください。会報、ホームページ、連盟の発行する印刷物 (r会報ハーモニーJr演
奏会プログラムJr連盟の事業に関連するチラシ」等)に掲載されたものの版権は連盟に属するも

のとします。何らかのご事情がある場合はその旨を付記してくださいますようお願いいたします。

編集局長
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〆会計部

一般会計 2016年度決算報告および 2017年度予算案 ~ 

肉 訳

〈収入の榔)

前年度より繰越金 ① 
単年度収入 計 b+c+d ② 

会費般入(準個貧困合計) a 

入会金(同) b 

受取利息 c 

雑収入 d 

収入の郎合計 ①+② ③ 
〈支出の侮}

編集局費用 計骨g ⑥ 
会報印刷代 @ 

発送費用 F 

編集室維持管理費その他事務費 g 

事務 費 ⑥ゆゆ。+⑪ ⑤ 
理事会費用 加同+k ⑥ 

運営及びコピー代 h 

通信費・文房具その他事務費

活動費 』

常任理事会等交通貨 k 

事務局費用 L+m ⑦ 

通信費 L 

文房具その他事務費 m 

組織餓費用 n+。 ⑧ 
通信費 n 

文房具その他事務費 。
交際費(慶弔金等) ⑨ 
広報費(インターネット関連) ⑪ 

支出の都合計 @+⑤ ⑪ 
単年度繰館(余剰)金 ②ー⑪ ⑫ 
次年度へ繰越金 ①+⑫ ⑮ 

2016年度

予算額 決算額

2.370.847 2，370，847 

2.186.21∞ 弘前5.484

2.163.0∞ 2，026，000 
22，飢渇 19，000 

1，2∞ 484 。20.000 

4.557，047 4，436，331 

1.725，1制加 1，556，848 

801~制加 679.478 
400.000 387.164 
524.飢渇 49ωω 
620~倒防 511，136 
507，1制加 411，459 

115.000 95.941 

3.000 1.538 
114.1民問 114.0∞ 
275~制加 199.9ω 

7.1似加 5，426 。 2，220 

7~∞o 3，208 

47.1飢悶 51.099 

44.000 24.694 

3~制加 26.405 

23.制加 。
36.000 43.152 

2.345.000 2.1侃 7.884
-158.800 -2.5∞ 
2.212.047 2.368.341 

関西ハ→ニカ連盟(二毎日
会計部長 柴田正之ー'

2016年12月31日

a・縫
u-予算。
-120.716 

-137，0∞ *1 
-3，倒抱

-716 

20，000 

-120.716 

-168，152 

-121.522 司~2

-12.836 

-33.794 

-108，864 

-95.541 

-19.059 

-1，462 。
-75.020 *3 
-1，574 

2，220 
-3，794 

4.099 
-19.306 

23，405 

-23.0001 

7.152 
-277.016 

156.3∞ 
156，割削

*1 会員減個人会員一2Q/準-3/団体-34.人 (前年は各-21/0/-45人}

*2 会報 総ページ数前年180→164P、発行部数7月号から600・"'550都

*3 交通貨常任理事会 8固予定→7図、部会 5固予定→2回
なお 2017年度予算に名簿作成費1σ万を計上している。

監査の結果上包の通りと認めます。

2017年1月ユ3日
関西ハーモこカ連盟

会計監査
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会計部

第27回関西ハーモニカ祭り・決算 .-1"1"...ーー、‘

2016年10月22日・23日
神戸・オルピスホール

収入の部
内 訳

出演者分担金

Iソロ

Eデュオ

Eトリオ

IVアンサンプルA(4--6名)

V1ンサンプル8(7--10名)

VIアンサンプルC(11--15名)

vnアンサンア.，レD(16名以上)

ヒ7ノ
応 募 針 ① 

広告収入 ② 

収入合計①+②

支出の部
内 訳

会場費合計

|音ホ三i十字用月人一件費・設備使用料

プ看ロ板グ制ラ作ム費印刷費

司会者謝礼

関係者食事代

関係者交通費

諸費(コピー、郵送費等)

不慮の事故保険料

ゲスト演奏者謝礼(交通費)
lロh 計

差引 金額

今回
27回

2016/10/22--23 

決算額
(件〉

45 270，000 
2 16，000 。 。
18 180，000 
19 228，0ω 
18 252，000 
12 180，000 
4 12，000 

114 1，138，000 
99，530 

1.237~53Q 

決算額

538，364 
215，000 
323，364 
114，141 。
60，ωo 
6，946 
70，100 
33，089 。
21，000 

843，640 

393，8901 
神戸オルピス

関西ハーモニカ連盟 強す7
会計部長柴田正之 、〆

2016年12月31日

前回
26回

2015/10/03--04 

決算額
(件}

54 324，000 
4 32，000 
1 9.000 

24 240.000 
22 264.000 
14 196，000 
16 240，000 
6 18，000 

135 1，323，0ω 
1∞，倒)0

1.位3~ωo

決算額

924，必O
551，340 
373，060 
135，000 
16，280 
60，0ω 
49，000 
71，810 
22，946 
9，000 。

1，288，436 

134，5“l 
京都テルサ

差異
今回一前回

差異

-54，000 
-16，000 
-9，000 
-60，000 
-36，000 
56，000 

-60，000 
一色!)OO

-185，000 
-470 

-185，470 

差異
-386，036 
一336，340
-49，696 
-20，859 
-16，280 。
-42，054 
-1，710 
10，143 
-9，000 
21，000 

-444，796 

上記差引金額 39.3，.890円は特別会計に繰り入れました。

監査の結果上記の通りと認めます。 関西ハーモニカ連盟

2017年1月23日 会計監査 後藤貞男
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会計部

第11回西日本ハーモニカコンテスト・決算

2016年8月11日(土) 関西ハーモニカ連盟 ~ 
サンスクエア堺 会計部長柴田正之、邑包Y

2016年12月31日

今回 前回 差異

収入の部 11困 10回 今回一前回

2016年8月11日 2014年8月23日

内 訳 (件) 決算額 予算盤 (件) 決算額 差額
シ.2ニアソロ部門 。 。 。。 。 。
シ.2ニア・アンサンプル部門 。 。 。。 。 。
クロマチック・ソロ(クラシック) 7 47，000 40，000 4 23，000 24，000 
タロマチック・ソロ(シ.ヤス・.ホ・ピュラー) 13 95，000 60，000 8 58，000 37，000 
複音トレモロソロ 23 127，000 180，000 21 114，000 13，000 
テ.ュエット 2 24，000 30，000 2 20，000 4，000 
4、7ンサンプル 3 45，000 60，000 4 

. 
60，ωo -15，000 

大アンサンプル 3 65，000 60，000 3 60，000 5，000 
フリーソロ 。 。 。1 5，000 -5，000 

応 募 計 ① 51 403，000 430，000 43 340，000 63，000 
入 場 券売上 ② 486，000 500，000 360，000 126，000 
CD・DVD 売上 ③ 。 。 12，0ω -12，000 
収入合計 ①+②+③ 889，000 930，000 712，000 177，000 
特別会計から補填 @ 146，533 15，000 362，068 -215，525 

合 計 ①+②+③+④ 1，035，533 945，000 1，074，058 一38，525

支出の部 今回一前回

内 訳 油.骨量酋 予算額 決算額 差額

会場費 342，810 260，000 259，008 83，802 
賞品代盾等 150，587 120，000 172，806 -22，219 
審査員謝礼 交通費含む 330，000 345，創刊 345，ωe -15，000 
司会者謝礼 30，000 30，000 30，000 。
ゲスト謝礼(交通費) 11，000 60，000 60，000 -49，000 
関係者食事代 11，299 。 38，072 ー26，773
世話人交通費 32，380 30，000 42，680 -10，300 
プログラム等印創費- 27，060 30，000 泊~98建 -4，924 
諸費(コピー、郵送、小物等) 75，847 70，000 77~008 -1，161 
打ち上げ補填 24，550 。 17，500 7，050 

dロL 計 1，035，533 945，000 1，074，058 -38，525 

上記差引金額 146，533円 は特別会計から補填Lました。

監査の結果上記の通りと認めます。

2017年1月23日
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会計部

2016年 合宿交流会決算
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西関2016年9月3日4日

新大阪ココプラザ

F験

収入 今回 2016年9月3日4日 前回 2014年9月27日28日

参加費 人数 金額 参加費 人数 金額

宿泊者参加費 14，000 44 616，000 50名泊 12，000 48 576，000 52名泊

同朝帰り 12，000 12，000 注1 注4

1冒冒臼帰り参加費 3，51)0 64 224，000 3，000 36 108，000 
2日目日帰り参加費 -3，5∞ 34 119，0∞ 3，ωo 21 63，∞o 
1日目昼食代 。 0注2 650 15 9，750 
2日目昼食代 650 12 7，800 注3 650 8 5，200 
1日目夕食代 2，000 1.6 32，000 2，000 11 22，000 
追加参加・食事代…." !.1000 2 2，000 14，250 
返金 3 -5，950 -10，000 
合計 1，006，850 788.200 

支出

ユース支払い 422，5∞ 421，770 
会館使用料講義 67，700 43，300 
会館使用料コンサート 109，450 63，7001 
講師謝礼 215.000 172，000 
司会謝礼 20，000 20，0∞ 
諸費 56，285 

.司

49，283 
合計 890，935 770，053 

!差し引き
-菅E
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--晶-E晶 記d
F 注1 宿泊招待5名 朝帰り1名

注2 1日目昼食なし

注3 当日飛び入り2名ふくむ

注4 宿泊招待4名

上記差引金額 115，915円は特別会計に繰り入れました。

監査の結果上記の通りと認めます。

2017年1月.23日

関西ハーモニカ連盟

会計監査 後藤貞男 iJう;、、
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関西ハーモニカ連盟 2

研修部会計

会計部

2016年度研修会決算書

良い演奏の色々
なテクニック

荒城の月幻想的
変奏曲

局ち鑑
識

ω
一m
一6-5-m

盤幽。一山
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お一必一

o-3一郎

幽
四
山
辺
川

mw
一畑山一

1
-
2一郎

ーuの部
.d‘ 27，216 35.“。 34，560 97，416 -
nOIol !ネL 30，000 30，000 30，000 90，000 
懇 .電車島 5，724 6，500 7.851 20，075 』凶見

、:z. 2，177 1，280 1，900 5，357 l.mi 

お茶 』匂 200 。 。 2∞ 
、迎代 1，620 900 21，200 23，720 
f料コピー代 4，900 3，900 5，800 14，600 
l員交通費 6，920 8，640 8，540 24.100 

合計 78，757 86，860 109，851 275，468 
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100，0001 

i差引金額

際より

上記差し引き金額 6，必8円は特別会計から補填する事といたしました。
2017年1月23日 関西ハーモニカ連盟

会計部長 柴田正之ψ

、・
~r"-' 

関西ハ)モ二力連盟

会計監査 後藤貞男
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監査の結果上記の通りと認めます。
2017年1月2.3日
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関西ハーモニカ連盟 特周会計元帳

年度 項目

2015年鹿 関西ハーモニカ祭り残高繰り入れ

2015年度研修会舗境

2016年度 関西ハーモニカ祭り残高繰り入れ

西日本コンテスト補填

合宿交流会残高繰り入れ
恒ft'Afr..A..~.&ー

資産肉訳

収入

134，564 

393，8鈎

115，915 

2016年12月31日現在

単位円

支出 残高

3，763，025 

151，360 3.611.665 

4.005.555 

146，533 3，859，022 

3，974，937 

.... ω &鈎&4倒

2016年12月31日現在

会計部

備考

単位円

内訳 金額 内容 金額

一般会計預金

一般会計手持ち現金

一般会計2017年度会費等前受け金

特別会計預金

合計

上記の通り相違ありません。

監査の結果上記の通りと認めます。

2017年1月13日

2，028，613 

339，734 

1.043，000 

3，968，469 

7，379，816 

一般会計残高 3，411，347 

特別会計残高 3，968，469 

合計 7，379，816 

関西ハーモニカ連盟 3総
会計包長 集田正之:弓関

関西ハーモニカ連盟 C:;;;;II' 

会計監査 後藤貞男

2016年度会費・入会金 入金明細
2016年10月24日

人数 会費 計 入会金 合計

個人会員 240 5.000 1，200，0∞ 7，0∞ 1，207，000 

準会員 4 1，0∞ 4，0∞ 1，000 5，000 

賛助会員 5 10，0∞ 50，0∞ 。 50.000 

団体会員 772 1，飢)0 772，0∞ 11，0∞ 783.瓜抱

計 2，026，0∞ 19，000 2，045，0∞ 

2016年10月23日のハモ祭り以降の入金は2017年度の会費

-11一



事務局

当連盟 2017年度定時総会の模様

2017年 2月11日(土 ・祝) 徐|羽

欧上晴彦理事長挨捗

部局長の報告 仲村民会長挨拶

会長、理事長、顧問およびゲストの方々

者

一

席

口

組

一

総



事務局

親睦会の模様

親陵会の始まり ゲストを囲んで

村上浩一常任顧問 和谷泰扶特別顧問

トンボ楽器良野照久社長

親睦会の進行お疲れさまでした 六甲おろし合奏/合唱

J前 )~~梅田恒弘、丸山茂生

-13ー



事業部

「第32回国民文化祭・な520l7J &r第28回関西ハーモニカ祭り」

事業部長 梁木進

2017 {I'は奈良県において[]I民文化祭が閉山されます。一般にはあまり馴涼みのない1T・/fですが国民

体育大会(悶/，j，:)の文化版として毎年Wfi面されています。芸Niの秋に/Jflflliされるので同H抑制に予定され

ている rli)28 回 1)[/凶ハーモニカ祭り」 を奈良で尖胞することを般市f していま したが、奈良市が;J<lr~す

る分野))1/フェスティパルの一つに選ばれました。{自には「マーチングバンドの祭典Jrゴスペルの祭典

川 なら 」 等が予定されています。 (r第 32 回悶民文化祭 ・ なら 20 1 7 J の慨~は右ベージの概裂を参!!(!

ください0)iili ~\flではハーモニカ芸術の普及という制点から 「ハーモニカフェティバル」を慌り上げる

ために r':JL!のとおり計四しております。会以の持械のごl.!l!解・ こ。協力をl協り ますよ うお闘い放します。

「ハーモニカフェスティパル inなら」

場所:なら 100年会館'1-'ホール

InJfIi，LI : 2017年 101'/7L1(1:)および8日(日)

-1'11三1: r/則凶ハーモニカ然りJ 10月 71:1 10:00-18:00 

(辿!~日会nによる発表会であり、 一般の方々には前夜祭行'/fとして来しんでいただく 。 )

二H円:r I、ーモニカフェスティハル mならJ10 J/ 8日 10:00- 18・30

Pan 1: r会同選抜副i炎会」各調ljîj lr.m!からのtò4}者ーから選ばれた前奏者によ るむ.~~会

Part 2: rゲス トアーテイス トによるコンザート」あつぎグランドハーモニカアンサンプル

及びゲスト品jH~家による有料i1ii炎会をIHHWいたします。 (2.500 円 / 仰を予定)

関西ハーモニカ連盟会員の皆様へのお願い

L氾. t h岨の実胞に当たり r~i 28団関西ハーモニカ祭りjに限り、 /1:1日中し込みを下記のi国りといた

しますのでごFI!解、こ7血JJ;をお前lい致します。

/J¥ ~M qJ込 jU/r:n : 6 FJ 1 LI-6月 30EI 

JH 1M 1=1: 2017{1' 10月7日 (土)

縦突11年11¥1. 1111数 5分以内、bJi川として 11111とする。

出i奏傾向と分但金 iiii奈冊目 ・アンサンプルの人数条例および分mイi):は例年と同じとします。

く "，込川紙 ・ 分担金振込川紙等については各会nおよび団体会Clf ~友石に郵送いたします。〉

「ハーモニカフェスティバル Par!1全国選銭演奏会Jへの応募について

お 321[j1l]1l主文化祭袋五H，tJi行委員会は全P<I"7 Ift lili附県に対し、フェスティハルへの参IJII応~} I呼び

かけを lid~i します。 応~~.(jの巾から出演者を~依し 「ハーモニカフェスティパル Part 1 Jを:J，ilil!!します。

辿\\U会只も応募できますが、この場合、各都道府~Ir~の 「国文祭窓口」 にL54Eztを拠出していただきますa

sE集は Fri己の要領で行われます。

応~~ IUI 1m: 5月 l臼-5月31日

l.li Ij，) 日 2017{I' 10 19 8日 (1'1)

iiÍí~II.fll:1 ・ 1111数 5分以内、lJ:iJIIJとして 11111とする。

詳細はイ吋己のホームページに発表されます。hllp:llnara-kokushoubun.jp/recruitmentJ
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事業部

「第 32回国民文化祭・なら 2017Jの概要

奈良県のホームページ及び2r1321m川民文化祭~il~V，~尖行委il会の総会資料より抜粋(制u\局)

今1m、奈良における文化祭においては、

rm32巨l岡氏文化祭 ・なら 2017J '1)と 「第 17悶全国防当者三1，lij・文化祭なら大会」罵2)が全国

で初めて一体的に開m:される。

，i1: "1) :国文然と附す。 文化1';ーが主官。 此2 ) ・ l時文然と町内す。 I!/ ~t労働省が主代。

+ 1\1:者 ・文化庁、 j早~Iミツ;-11:IJ省、五号良H，l、第 32 凹 11~[\Ò文化祭1f行委員会、第 1 7 回全l刻印古芸術 ・

文化祭尖行委Ll会、 市町村、市町村l主|民文化祭実行15;員会、文化主主1，[1印休

IHI 111:1馴JJ:平成 29!Iニ9n 1仁1(金)- II 月30LI (本)[91 131日Il

tnHIiU品fiJi: ~，! Iiq全 39 市町村で 1mnu J~ í.i: 

' Jf%~~lìX :①総合フェスティパル ②シンポジウム 'I ~業 ③l主l際公流~J~~ ③l)t;1 ~:!~者交rm'H~

⑤分野別フェスティハル ⑤協従事業・応般事業

「分盟問1 1フェスティパル」 は市町村迎m'J~% (伝統文化、 }~史文化、白楽、美術、話íI担l等)

として市町村[]lt¥O文化祭尖行委員会と文化法制rr聞休が辿倒して尖施する。

。関西ハ モニカ述盟は 「文化芸術|サH本」 として 'J~業実施の一端を憎います。

L 

宮崎へ -・

「交流旅行」のご案内 ヨコ二=ー.

事業部長梁木進

4 { Iーぶり に交流旅行をíf: lllij放しました。一':J!; より}~附カーフエリ ー 「さんふらわあ」 で目的に行き 、

向的ハーモニカ愛好会の皆さんと交消し、l1ii奏会に参IJIIさせていただきます。31:1日は白血可制l光も楽し

んでいただけますので、次ページの1111午・ li程等ι洋紡|をご覧いただき、予めスケジュール.tlf，j惣されて込

~I ー ご参加l下さいますようご案内いたします。 申込締切りは 8 FI 30口です。

tunの 36.000 円 〔基本来、 慨rn には行き ~Î} りのすべてのt~川が含まれております。 なお、宮崎観

光ホテルはすべて一人f市民です。フェリ一利用者でー人船室を1ii恕されるliはilllJII料金として 16.000

川が別途必去になります。その他、 tHb1または片道を飛行機ご布引の場合は例別にご相談ください。
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事業部，

交 涼 旅待
宮崎ハーモニカ愛好会&関西ハーモニカ連盟

【旅行日程】平成29年 9月 15日(金)-- 18日(月・祝)

【人 数】募集人数 30 -- 50名予定

【行 程】基本案

月 日 fT 程

9月 15日 神戸一宮Ff集合(17:30)出航(19:1Q2宮崎カーフェリーさんふらわあ

宮崎港 (8:40着)=今【タクシー移動】コメディキット県民文化センター

9月 16日 で交流演奏会=今【タクシー移動】=今宮崎観光ホテル(宴会)泊

ホテルコ道の駅北方=歩高千穂峡駐車場=今(高千穂峡散策)

9:00 10:30 --10:50 11:30 --12:20 

9月 17日
千穂の家(昼食)コ高千穂神社神楽鑑賞コはまぐり碁石の里

12:20 --13:20 13:30 --15:00 16:00 --16:30 

宮崎港(19:10発)コ宮崎カーフェリ一泊

18:00 
9月 18日 神戸三宮FT (7:30着)=今解散

【金額】上記基本案の場合旅行代金 1名 36.000円(税込概算)

旅行代金に含まれるもの

宿泊・食事

船中泊夕食付

朝食付船内

昼食(別料金)

ホテル泊(夕食)

朝食付ホテル

昼食付

夕食付船内

船中泊

朝食船内

往復フェリー運賃 (2等ツイン)・15日船内夕食代・ 16日船内朝食代・ 16日ホテル泊(夕

食宴会費飲み放題)・17日ホテル朝食代・貸切パス代(17日目高千穂観光)・17日昼食代・

夕食代(船中)・神楽鑑賞代・旅行傷害保険代・消費税・入湯税など

16日の昼食代は、 1名2.000円負担いただきます。

【備 考】 ホテルは全てシングルルームです。 2日目は宮崎観光ホテル「山吹」での和宴会となります。

ビール・焼酎・ソフトドリンクは飲み放題です。

へ

現地合流の方は、宴会費・観光パス・その他費用負担が異なりますので、事前に梁木まで問

い合せください。(参考宴会費 6.000円)

船は 2等寝台です。 1等室への等級変更は往復で 1名 16.000円噌となります。 へ
【申 込】下の申込表にて梁木 (FAX072・286・4890)までお申込みください。受付後、振込用紙を送り

ます。その他お問い合わせは梁木(090・8655-6045) 疋辺地毛息3え足
一一申込表 一一

氏名 電話 (Fば)

T メール
住所

@ 

口基本案で参加する(参加賀 36.000円概算)

参加方法
ロ別案で参加する(追加費用あり)

口往復飛行機口往路飛行機口復路飛行機口他の手段(
口に〆

口船室往復 1等室口船室往復2等シングル

ロ現地合流する(宴会に参加する場合6.000円)

-16-



編集局

WEBサイト閲覧手引き 1

編集局 HP担当渡辺晃志

民l凶ハーモニカ辿ml公式行'Hおよび述W，l会L1の状況を 41日にわたり WEBにj.l"'"いたします。

fハーモニー』JE々ご利!日ください。

1. WEBページ

ページを閲覧するには、ブラウザと呼ばれる

アプリケーション(閲覧ソフ ト)を使fIIします。

ブラウザは、入力されたア ドレスのサーバーと

通信して、 WEBページを皆さんのパソコンに取

り寄せ (ダウンロー ド)します③

町民IiL~ハ モニカ辿mHのア ドレスは

http://hannonika-renmei.studio-web.netl 

代表的なブラウザには

Internet Explorel 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 等があります。

それぞれのブラウザには検索キーワードの人

)J側があり、 fl則但lハーモニカ辿ml.Bと入れると

お |、のベージが表示されます。このベーシをホー

ムページと言い、ここから次のページ (WEBペー

ジ)に行吉ます。今11、ホームペーシと WEBペー

ジを厳術に使い分ける ことは少ないので、以降

T
U
 

叫
刊総と

J

ンベno
 

p
巴W

 
を，y

 
ベ各+40 

で手

。

の

す

ア」

土ぷ

2.タイトルページ

四fm右側(右フレーム)を/;1イト

ルページと言います。辿¥lUの緊急辿

絡や、 m~なハーモニー記事をjEloI在

する トγプページです。

3.目;欠ページ

岡fmのた側 Ui:フレーム)は WEB

ベージの各ページを閲覧する目次

ページに相当します。目次をクリッ

クすると各ページが表示されます。

次回に続く

すホーム他のページからここに戻る

合カレンダー イベン卜案内カレンダー

育連盟主催行事ハーモニカ祭り ・研修会・

コンテスト等連盟主催の行事記録を掲載し

ます。

食レッスン力、イド:連盟主催以外のハーモニ

カ教室の講習会 ・諦座の案内を掲載します

合アルバム過去のイベン卜記録を掲載しま

1九

すリンク ハーモニカ団体 ・プロ奏者個人

のサイトへリンクしますe 連盟会員のサイト

にもリンウいたしま1九

合会報バック No:WI¥ーモ二一』のパックナ

ンバーを掲載していまれ

合教室案内:関西各地の連盟登録のハーモ

ニカ教室紹介ページで式一

会組織&申請.入会など各種申請用紙入手

に利用くださいロ

" "令、 司縄 問 W 叩

ホームベージ
令 守() .""'.例区山一一一

aι旦ιー 与斗
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4 研修部

2017年度研修会のご案内

2017年度も下記の内容で研修会を実施いたし

ます。皆さん、奮って参加くださいますようご

案内いたします。

参加貨は、今後のさらなる継続性と発展を考

慮した結果、 2017年度より会員 1.500円、非

会員 2.500円とさせていただきます。

場:愛日会館

大阪市中央区本町4・7・11

電話 06-6264・4100

研修時間:毎回 14:00-16:30 

AAZ 

参加費:会場にてお支払い下さい。

人 数:88名(先着順、予約が必要です)

申込先:丸山茂生

TEL/FAX 072・793-7164

第 1固

く日程 > 5月21日(日)

<講師>水野隆元

(複音ハーモニカ奏者)

く内 容> テーマ:r演奏における基礎的で重

要な事」

複音ハーモニカの呼吸法、演奏におけるエネ

ルギーの使い方、フレーズの捉え方、など

く持参していただくハーモニカ> C、C#

<講師プロフィール>

ハーモニカを岩崎重昭氏に師事。

F.I.H. JAPAN (世界ハーモニカ連盟日本支部

1991)、アジア・太平洋ハーモニカフェスティ

パル(台湾・ 1996)、F.I.H.世界ハーモニカ・コ

ンテスト(ドイツ・ 1997)、全ての大会におい

て複音ハーモニカソロ部門第一位。

DAAD (ドイツ学術交疏会)の給費奨学生として

ドイツで音楽学を専攻。

慶臆義塾大学大学院にてコンビューター・ミュー

ジックを学び、新しい音楽の形を模索。現在、

作曲家と共に、複音ハーモニカのオリジナル曲

研修部長小林由美子

を残すことを目的に活動中。

日本ハーモニカ芸術協会師範、複音ハーモニカ

コンクール審査員、グレード審査委員、 F.I.H.ハー

モニカ・コンテスト審査員。

第2固

く日 程 > 7月2日(日)

< 講師>吹上晴彦

(関西ハーモニカ連盟理事長)

く内容> 佐藤秀廊作品集より、「出船」夜想

曲を取り上げ、講師が演奏の思いを伝え、参加

者にマスターしていただきます。

く持参していただくハーモニカ>

C、C#、Am、Gm

当日、公開レッスンの希望者を数人募集します。

ご希望の方はファックスで研修部丸山へお申し

込みください。

へ

第3固

く日 程 > 9月3日(日)

<講師>楠光恵

(ハーモニカ振興会専任講師)

く内 容 >

テーマ:r力まず正しいテクニックを!J 

3穴・ 5穴・ベース編

く持参していただくハーモニカほか>

C、C#、Am、筆記用具、黒赤青ペン

<講師プロフィール>

1989年 rWorldHarmonica Championships (ド

イツ)Jジュニアアンサンブル部門第一位を皮切

りに国内外コンクールでの受賞歴多数。現在、

コンサート・レコーディング・教室指導等の活

動を行うとともに、全国各地で指導者研修講師

としても高い評価を受けている。

子どもから大人まで幅広い年齢層の人々にハー

モニカの音色の美しさと演奏の楽しさを伝えて

へ

いる。

-18-



ハーモニカ版興会作任 iU~師、 IJ本ハーモニカ芸

術協会I川臣、全日本ハーモニカj1!¥RlJ1H事、 NHK

文化セン空ーハーモニカ講師、 NHK教育テレビ

組味悠々"ハーモニカ講師、 NHK学|羽生iII学

沼通信満州 「吹いてみようハーモニカJ院修者。

JR東日本大人の休1:1.ジパング倶楽部組味の会

ハーモニカl部nlji。

第 4固

く日 tJl> 11 1'1 12 101 (日)

く講師〉 新:J:I尚子

(クロマチックハーモニカ奈お)

〈内科)

テーマ 「表的!設かに1111を演奏しようJ

(ク ロマチック .Wtfでのソロ1111とニ

ヨ1~き IU1を泌材に)

く持参していただくハーモニカ〉

使用する怯;ヨハーモニカの Keyは次

匂にjl¥Hl¥:します。

<誠f:i!iブsロフィール〉

「京都ハーモニカクヮルテット」のl山代伺メ ン

バーとして、 1993午、第 4凹iH舛ハーモニカ

コンテスト ・アンサンプル剖il"Jm-仙(於ドイツ・

トロシンゲン)。

1995 年、 U~ 5巨|ハーモニカコンテスト ・アン

サンプルrtI)I"J第一位(於横I則。1997 {~‘ C Df小

さなオーケストラJJb'~。

J)Ujはソロプレーヤーとして、 4若々なジャンル

のミュージシャン ・来日日とJI~ 礼，ii し、日本会l主lに

於いてライブ ・コンサートを行っている。

2006 JIニCD fl:f1iiiU、2010"I'f汗空学問てる

てる家政」、2015"1: C D rトリオ Theが~びる」、

f -'1:1 LJ;昔1淑Jを発売。

本 定nを起jえたILj合は、参加をお断りするこ

とになりますので巾めに中し込み前iいます。

十 途rl'でこ:Xf¥合が出くなられた場合は、早

めにキャンセルのご辿絡をお前iいします。

研修部

なお、当日のキャンセルについては巡回の

郎合 |、会貨をいただきますのでご了示く

ださL、。
ド 申し込みは、 一枚の申込111で阪数回lの参加

申し込みが可能です。

(l'I-I.l6IIFはハーモニー 210号23ページ)

ドι主ちゃA
IHtI'I"-電羽田 辺卯
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島島食 j八1一…
2却口lげ7年仰2月恥15刊日現則抱 |悦閲見則削l脳凶恥ハ一モ巳ニカi辿虫1叩:n刊編集如矧!悶司

ン歩一 ゅうゅうプラザ 5F

個人レッスン 【WEB)案内チラシlふんふんさろん 3，000円

・有生ランチタイムコンサート |三回市総合文化センター 郷の音ホール

mlO回複音ハーモニカ吹き|宇治ふりーすベーす宇治目前l

【|目i】木版 0774-23-6631 

もずの笥堺市明区大山町 1-2

ココプラザ 1.000円

【n¥n梁木 090-8655-6045

YSプレイ倶楽部 (名古屋市緑区)3，000I'-J 

13:30-

月 27日

月1EIとl:)

&~Bニ Duo L1VE 

百131m吹き/j~凶

(1目l】官邸，i<06-6934-7266 

ふんふんさろん

堺市 ゼロワン ・ネーブルハウス 2Fホール

叩斐IIIT3-3-1 1 1.000円

12:30 - 15:30 

FJ 17日(月)
丹22日(土)
月 23日 (日)

月 231ヨ(日)

[1日Jle;村 072-251-9398

.ふんふんさろん 3，000P:J 
倒人レッスン 【WEB】案内チラシ|

|【問]梁木 090-8655-6045

ンド研究会主催 |グアム政府・新潟グアム観接交疏協会後駁

ンド研究会グアムの旅

複音ハーモニカ公IJ目前腹

案内チラシ

告白A
口辿

プ

部
-7
十
v
A

h
J

凶
カ
凶

二
人
告

モ
協

ハ
芸

実

力
花
ニ

と
モ

安
ハ

村

本
寺

E回

明

土

↓
J

r
、

~
旧
~
日

D

E

0

6

 

m
月

四

月 ココプラザ 1.000円

[問]梁木 090-8655-6045

ハーモニカ愛好者集まれ 「吹きま|
|ふんふんさろん 1.000円

くり大会」クロマチックも倣迎 来初1I，'illiJl
I (l1:Jl梁木 090-8655-6045

自1:11[WEB)案内チラシ l 

1mくだけJ!!t料

複音ハーモニカ公Im~:~JM

第 1回研修会

水野隆元 p18参照

複音ハーモニカ公Im~I'~~

まごころの~いれ

お~の水 111通ホール

oc Tlí dt花区港I~ì lt 2-1 アミニティ~1fìJlI
ゲス トi.I:iiU1:、"

(lt¥Jl寺村 072-297-5737 
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18:00-

月 18H (1ミ1)

1'1 19EI (月)

ンサート

堺地区合同党表会

1ーモ三カフェスティパルIn芯ら

ましんアルカイックホール ・オクト

吹上

大谷ホール 【1M])木ノ山洋子

1 ・J~ ;(1 ffl~~~木

ら 100{Io会館中ホール 【問】事業部梁木

トアーティストによるコンサート (有料)Iなら 100{I会館'1'ホール 【!品])'1四郎栄木

p14参照
t野田フェスティパル ・フラッ トホ一

日間】 吉村口72-251-9398

モニカ友の会;n13回1U<会
1'1') %is水勤労iIi民センタ一、レパンテ

5日(EI)

11月 12日(EI)

www.whf-2017.de参照

第 4回研修会

新井尚子 p19参照

華ソフィア堺隣自由
11月12日(日) ! 

|クロマチックコースが出淡

11月 121:1 (日)!NHK神戸マリンハーモニー

13:00 - 第14@Iたのし，"、ーモニ力発表会

月 10日〈日)!寺村安雄合同ハーモニカクラブ

10:00 - クリスマスコンサート

[11:])渡辺説明

南海北野田駅前

【11:1)1日lい合わせ先 【WEB】WEBのカレンダーに案内政紺|をリ ンヲしています。過去のイベントはホー

ムベージの 『会報パック NoEJ次s をご覧ください。http://harl11onika-renmei.studio-¥veb.nel/

・II¥J合せ先
全 1 1 本ハーモニカ辿'，~l~ll務局 048-446-6126 FAX 048-445-6161 

徳永延生(特)j1IlifW:1 クロマチック』居者 )..06-6934-7266

1-1 1t ~lij ~佐木 ..........................................072-284-8808 

ふんふんさろん 06-6352-8005 FAX 06-6353-1393 

ハモ二郎吹上 0798-22-1844(FAX Hilli) 

、料、t.五jjt.........................................................072-297-5737(FAXJ~illi) 
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教室だより

が5くたーす(もり・けん堺ハーモニカ教室)

所イj:J:也 よみうり明文化センター

lJ¥l市甲1区戒品町 4.45.1

ポル';lスピル7F

指持者 もり ・けん先生

練習 日第 17!<IIM目、第 4土11/11日午前

会只数 B名 (9J性 4名、女伯 4名〕

I，j?齢 平均 72成G詰年長 78段、品年少 70成)

教室の発足は 1997(平成 9)年4月です。今

年でちょうど 20{Ioとなりますが、その|川メ ン

ノtーの入れ替えが多くありましたが数は大差な

く、現在やっと部ちおいた感じです。

段業の内容は先生のご指導の下、 ドレミ音1射

をtT迎の長さで、次に少し長く制l也Zします。そ

して 「ドレミ の枇」と絞吉、以後は 3首 - 10

1訴の聴音の訓紛lでトレーニング終了となります。

このあと、íÌíj ~l:.は月別に決められた1iT 訴の;ì*氾j

1111を彼露。全誌のiiii奏が終わる と宿題が出され、

次回は宿題を織り込んでilIi裂しなければなりま

せん。織も手彼きだけは上手く、宿題もli1i日に

慌てて紺li目するのが尖状のようです。授業の後

半は自由Illlを-llhilU奏することになっています

が、これは"，'.i，tの自由ですからプレッシヤーは

ありません。

代表薄j皮粛夫

ボランティアで演奏

一方、教室の練剖成果を年2巨lの数'話合同発

表会で発表し、 i也教釜のi古~}j状況を lilr認してい

ますロ教室以外にもボランティア活動をしてい

ます。数年前にメンバーの一人がハーモニカ泌

奏をUd抗されたのをきっかけに有志でh1!i;没へ出
向き、約 l時1mハーモニカuii奏を倣滅して皆様

と共にエンジョイしています。前半は主にfil孫、

"目取とし、後半は泌秋、出i行歌を季節の:院を織

り込みながら演奏します。施設の方々も品のill

~ffiや流行r.f~はよく憶えておられて、 1111が始まる

とハーモニカに合わせて取ってfJ'lv、ています。3

1 1~前までは月 5 回出かけたメンバーも、寄る年

波にはJOiてず、 2I，f.iiijからは訪れる組放を 2グ

Jレープ!こわけで、 lか月交代とし、J'J3厄|にし

ました。訪れる待に皆様に忍んでいただき、iii'i

鳴りrp斐があります。

ふんふんさろんで発表会
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教室だより

ピッコ口コロハーモニカクラブ

所在地 刈槻r/j城西I1lrm会所

指導者 小林IIJ美子先生

練習日 レッスン flI1己lハモ二郎

l'Uo鯨!T.l、Zfi3火11111日とif， 2rIlli<!日

/:00 -4:00 

会員数 5;Y， (女性)

年齢 、l'向 72歳

辿ml以外のrir;~iJ デイサービス、柄 ~I 会飢ロビー

コンサートなど

200 I ( '1勺正 13)qo 10 JI 、， Iiの生泊予 ~I)I セン

ターハーモニカ訓肢がス安一トです。ハーモニ

カに初めて触れる人ばかりで、今思い返すと怖

かしいです。講座終了後、 I，;IWI受満生で 「カプ

リスハーモニカクラブ」を結成し、引き続き.訪

日iIJの入n・11次先生にご指却していただきました。

そのHUには先生ご指呼の教室が-1;tに会し、 {I'
3回迷人会 (めいじんかい)コンサートを制。し、

ソ ロ iíii~を主lζ アンサンプルも発表し、恕器i会

で更に相111告を深めたり、 1-1本芸術協会定IUI協奏

会、ハーモニカ祭り他の副i発会などに数々の1~

2EのI誌をl'ーっていただきました。

先生の下を雌れたのが平成 22年。それからは

指導者なしで 7年間 (・l'ば 28年まで) 1'1 UJi 

ハモニ館にて小林由美子先生と

代表伊藤よし子

集会所にてボランティア演奏

仰を而iね、辿 'r~H tmιのlVf修会に参加したり、公

IJU.U.'州を受講したり、札.I.i奏会をl飽きに行っては

IJUV/}Jにしていました。ボランティア活動は施

法の怖さんに淡しみにしていただき、毎年iiii突

の機会を糾ています。

千/，j(26 {I'にメン八ーが今の 5人になり同11:

1~で 「ピッコロコロハーモニカクラブ」 と改名。

メンハーの共通点は M 一人では1!!tPI!でも{11'Imと

すればfrrJとかなる問のチャレンジ軒IT!Jがl任椛な

ところです。 ハーモニカ以外でも、よく食。I ~会

をしたり、たまに 11Mりの!jiHこIl¥かけたりする

仲の良いメンバーです。 月 31亘lの自主練習はI~

:I1illhのアンサンプルを主に練旬、ソロiiii突はm
1m3火11M日にそれぞれ披減し合いますロ

以前のように大きい71iiM会に削てみた

い気持ちが膨らみ、自主練習だけでは知

識及びjJ:，t不足のため、小林111美子先生

におl虹lいしてご指導を仰ぐようになりま

した。昨年収から)'11回ハモ二郎に迎っ

て教えていただき l年になります。印iら

かな先生のご指導にはi耳回感動と感謝で

す。昨年はζ指渇いただいた1111で日本ハー

モニカ芸術協会定WI泌奏会とハーモニカ

祭りに 7年ぶりに出自iし大感激でした。

今後も一致Eil結で頑張るぞ 1 と燃えてい

ます。
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第 9回ハモニ館合同望年会コンサート

ハモニ館教室の 3大行事の一つ 「ハモニ似合

同盟主1'-会コンサート」が 2016{I三12月 11日、

大阪 ・肥後橋近くの「徐悶」で行われました。

前年は 70名の参加者でしたが、今年は 79名

で1:日{仙寺If¥Iを 30分早めて 1211寺からの始まりと

なりました。小柿先生、吹上先生をおい、ハー

モニカを愛する生徒が同実にI押えているという

却であります。

当日は、どんより曇ったト~J冬の部ら怨い円で

ありましたが、心はハーモニカ演奏に燃え、 11

l昨wには既に多くの人が集まり、 fiJ'itIJのいる山

を見つけて和やかな按修が交わされていました。

先生方のご米場と同時にiiU炎の順番を決めるく

じ引きが始まりました。Mか自分のili命を決め

るような華やかなざわめきです。

初めに、小林先生のご挨拶でコンサートが始

まりました。r{1'- 1fiにこの守~!1 1ミ会が椛大になり似

しいことです。今日は安会がメーンですので、

ハーモニカはリラックスして楽しんで吹いて下

さい」というお言葉で、会場は何かj現われた織

な?Jf.聞気がitいました。

泌奈が始まり、吹き終ると小林先生から一人

ひとりにメッセーシ ・ラブレターを頂故します。

このラブレターは今?f:四の迎 (.~ìWjのようなもので、

過分な誉め言葉を扱きながら卜分応えられたか

と反省し、来年へのìJ~:\J:を新たにするものです。

約 l時IUJ1fj:に休恕を入れ、吹上先生のウイッ

トに富んだ出初、いお言1躍を俄き、プログラムは

24 

福田徹士

どんどん進んで行きます。それそ

ごもの気持ちをl味味わいながら 511時寺が2半|ドモ ζ ろ lにこ乱泌iE~奈喜

会は終わりました。

1*むItIJ もなく 全日の記念、~;IH;~です。 l!iいぜl上

で全日の1mが見えるように蛇ぶのは大変なこと

です。raiiを出して、ちょっとそこ泌り合って」

と戸を附けながら、チーズと笑ってやっと 1Ia;;~

が終わりました。

さあーこれから待ちに待った(つ)宴会です。

先ずは 「乱Ji歌の神様」と言われる川凶グループ

の河川武夫さんの位』午のご発lliで、本日のメー

ンプログラム ・2会が始まりました。

少し食事が務ち ~~fいた頃に、本日の泌i奈プロ

グラムのトリをつとめた小林希久子さんの 「ア

ルプスの牧場」の泌奏が始まりました。小林先

生のお父様から 3代目になる総版のYN希久子さ

んがタクシーの中で疏れていたこの1111をIHJいて

感動し、 小林先生の編1111で本日の先表になった

そうです。軽やかに吹き終えられた時、吹 1:先

生が 「近い将来の我々の先生だ」と言われて大

I'IJ采が起こりました。

1泣いて先生方で結成されている THEHom s 

グループから 「シングルベッドJrLove マシー

ンJ21111の披館があり、宴会はいやがうえにも

'1::1:り上がっていきました。そして今回は各教室

の軒{介在代表の方、またはクループ全員でして



もらうことになり、 10教室の紹介が始まりまし

た。 プログラ ムド~iで 「産経学 j;;)1Jから始まり 、

言い足らないところは、 小林先生、吹上先生が

NIi足されて、皆が拘lらない教室のj悟史、悩み、

活動状況などを知りました。{日jれの教室もハー

モニカ以外に団らんの場、飲み会などで楽しん

でおられ、この憾なことで教室が長く続いてい

る総訣かと思いました。u会の終わりには、お

土産をくじ引きで手Iり雌く u'i¥'iY.し、小林先生か

らは特lj1lrtとして 「大相撲カレンダーJr~r.~r. lll lJ 

などが川むされ、先生とジャンケン大会で11持ち

残ったJiが栄仔に治されました。

i詰1去の1I¥しものとしてi次UVjーから、 川l祉士の

r Y"t 'ji J、民，iZの 「会 i j! ~ 'l悌 I.lJ J を、小林先' j か

らは灰川勝彦の 「鈴懸の径」の披誠があり、以

後lこユットラによる小林忠夫先生の愛唱1111メド

レーで、 「街のサンドイツチマンJr佼滋のブルー

スJrふるさとの士l台Jrわが人生にffれ、なし」

の '1 111 1の ìlii~で締めくくりとなりました。 いつ

l徳いても上手な i;ií~に酔い、大倣J11のもと 8 11主

1111余りのr?J年会コンサー ト」が併を閉じました。

Mt去に小林先生から 「年々、併さん方は上手

になっていかれ、出いなとjLlっている。今後も

ハーモニカを愛し続けてもらいたし、」と結びの

江JI);があり、ハモ二郎教室の-{Iが終わりまし

た。小林先生、吹 |二先生ありがとうございまし

た。
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第 8回吉村クロマチック教室合同発表会盛大に開催

l瑚凶ハーモニカ述mu長般の、第 8回吉村'7ロ

マチック教室合同発表会は、 2016年 11月 27

日(EI )に、ザJ市東文化会館北野間フェスティパ

ル ・フラッ トホールにて、延べ 121人の11¥山i者

をmて、日在大にImHiiされました。

同ホールのイベント海内チラシや明iIi文化事

業団のホームベージにもIlJ，服されたらし

く、 一般の方も 25;j!，liii1itが来られてい

た線子。そのrl'から、 クロマチック・ハー

モニカを始めたいというプiも耳tれ、12月

から個人レッスンで1nJ!lf.iしております。

吉村則次

ですので、 4人以上のグループには、マイヲな

しということにしているので、 出入りに11年II-lJが

かからず、 311年1m半で 36のプロクラムをスムー

ズにこなすことができま した。多くの方のど協

力に感謝しております。なお、 2017Jrは 10月

15 EI (日)、同じ会切です。

t 換~ -P:-，."，: J 

iiJ大のクループは、 36 人の堺自由の~j!

大学のクロマチック・フラワーコース(写

真)で、 「エーデルワイスJrコンドルは

1暗んでいく JrlEの季節」をilii奈されまし

た。

' 必ペタirjさぬI
園田

PAは、持ち込みのものを使111し、 会

叫が約 150 才a収容の白~に適したホール

-・・四鴨署F!'!I!二工ーー司

36人のm自由の泉大学の

7ロマチッ?フラワーコースの演奏

t三Z

徳永教室発表会に 57組も

{lo 2 I!!I ~J則的に Im Hii される徳永教室発表会、

2017 ilo冬の分は、 2017ilニl月291:1 ( 1:1 )、い

つもの阪急武It!<之荘のライブスポット・アロー

で開催された。今回は例年になく、多くの山.tX}

徳永有生さんとuf下伶さん

吉村則次

者があり、 57 制 lが、 !:~ J 10 lI!iから午後5111iまで延々

と泌奏された。fij1m、レギュラーの当辿ml会員

を含む我々にIJIIえ、新sliの 「比較的」若い方が

/J:l喝され、 ./~iil'化が感じられた。

トライアングル
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あたかもバラエティー ・ショー

クリスマス ・ハデコン ・コンサート

2016年 12月 11 1:1 (仁川、恒例のHiI'1.lij (梁

木進さん)主1mのぷ記コンサートが、新大阪駅

近くのココプラザ2附ホールでI!flfil:された。い

つもの 「プメハナ」によるハワイアンダンス(抑

制2人女tJ2人)に加え、 今回は、 11.¥軒三味線、

ギ空一、アコーデイオン、寸劇が加わり、ハー

モニカ中心のコンサートではあったが、バラエ

ティー ・ショーの符りがするものであった。

トンボ楽RHの 1~[型的民治会長のアコーデイオン、

ーーーーー一 [J
圃 圃 圃圃園ι- イ 時.ベ ~ ， .... _. J • ("..... ・liQil句、 .，.

ー.

- ‘次じ い?言、
- =、~ ー

~ 画ー
fハデコンjコンサートに多く集まってくれました。

日
ゲストのトンボ楽器会長真野泰治氏

シーズンフ才一

吉村則次

同点野世IUlIさんのギ安一、斎il長jpf:さんのハー

モニカをゲストに迎え、 一般参加lの、津軽三味

線の恒~会グループ、 '1'村淑子 ・ 1到子持1子によ

るiI¥n三味線とクロマチッウ ・ハーモニ力、錨ケ

iJ治之さんがt¥いるホルン ・ハーモニカばかり

のグループ 「アルトフレンズJ~~;の 1 1\iiii、さら

に1111名あてクイズもあり、聴衆を釘付けにする、

楽しいコンサートであった。

みんなで「恋するフォーチユンフッキーJで踊る

ゲストの斎麓寿孝氏 「地上の星jを演奏

梁木進 このコンザートの主宰者I津軽海鹸害額色I
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「日韓ハーモニカ交流琵琶湖巡りJの旅をして

I~' {I' 2016 {Iニ12月 3EI (:1:)に斡図書官111市

から来1:1されたハーモニカクラブ 「有t1iiWJの

皆さんと t~~ml湖畔を巡るパス旅行と iJ.?t~ V;t大

津市内の居酒屈で交筑前奏会をfli1しました。今

回は滋口県の|副I)'.((-Jさんと、その 「ドラゴン 7J

の皆さんのご尽力により、手i忠誠で楽しい交im:
出~旅行ができました。 主主 1 1 1から 1 6 名、 ，lJ- 34 

名での石山寺を村田l し、水生 hli物|到、琵芭 li帯I~~

物館のパス観光巡りは附ijE人りしたとは思えな

い小谷|二| 有lの好天気に!!~まれました。

石IJI=.!i'の境内で私はキム ・ピョンソプ(和白

悦代表)さんに、半年前の 6月lこ我々が釜山へ

観光旅行した折の議山の寺院を11いwして 「仏

教は悦l王lから日本へ伝わったことは名尖ともに

よく出併できた」とJliりかけると 「そうです、

仏教は仰図から日本に伝情しましたが、ハーモ

ニカは日本から仰凹へ伝わりました」との日I1答。

日本と仰|耳は同じよ胞の文化であり、 一衣fifノ'1<

の関係である引をこのこつの旅行を通して、参

加者全日が再認織できたことでした。

しかし、この感忽文を記述しているl時に、テ

レピ等マスメディアに隣国内に従軍慰安~，Iの少

女像技i白のショッキングなmiliがされていまし

寺村安雄

た。その後、後山の和f1tl!tの皆さんから、その

危似を打ち消すような191るい未来志向の琵包iNI

交泊旅行の感!l!文をTiWIlしました。

-私は11r段、 f{l恒i的lこボランティアri1"i[!}Jをする
機会がなく残念に!思っていましたが、今回はお

かげさまで添い印象と感動、そして生き 'l'斐を

l陶 lこ J包いてMI14 しました。 またこの~!{illJJはそ~1 っ

きりではなく、次の機会を約束する矧しい1mり

物にもなりました。i却さん、寺村さんのi品かい

お心は忘れることができません。又いつも黙々

と日仰交械にご尽力下さっている梁木さんに感

l捌いたします。大阪から来て Fさった皆さん、

ドラコン7の皆さんにも深くお礼申し上げます。

議IIt'iらしい自陣交涜となった今回の旅行は、私

たちに感湖、 gミ吉町1斐、感動、歓びをもたらし

てくれたポ似な経験でした。ありがとうござい

ました。伺!日例会長キム ・イクハン)

(この他、11名の和音仙の方々の感忽文があり

ましたがせ7附させていただきました。辿mlの
WEBサイトlこは全ての方々の感畳!文を，1世せてお

りますのでご覧ください。編集室)
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寺村安雄先生企画主催

複音ハーモニカ研修会に参加しての感想

平成 2811'11月2011 ( EI)、神戸より会!~/}の

愛11会館までが'180分で到417、定L180名の会tM
はほぼ満州の状態、 .... i:村先生lこ~拶をする。 い

つも千常心の先生が、今上lは張り切っておられ

るのか、少々J挺q民主(1沫で忙しくlJ~J!lfj前のt和的、

1;11:，泌をされている。山高IJの午後 III，~Iこ 1m始され

る。研修テーマは主に次のi且りでした。

l ハーモニカは何J在住Wiに良し、か

2 持台で去iしく吹く Jiil，
3 各相炎世、

!と2については、 ιl然の呼吸にU、識をiFiく、

11 ~ii~のストレスを続減させる、腹式呼吸在日 111

する、コーピング(気分Ilii段、趣味をもち前111)

呼の，訊がありました。これは先生の11';;i'の体験

からと思われますが、 ①できるだけ人に桜し②

できるだけ他の楽総炎行ともJtuI!する③自然の

生前の '" で訓有l して ~I~きていく、とのWN'のよ

うですね。

3は分散布1(1が'"心ですが、分i泣有1首とは 「布l

Jfの各15を11i) II ，I"でなく、分散して順次に ilil~す

る{11:'1Jと本には附Ij11こ占かれていますが、な

かなか難し く、 20人に一人か 30人に一人しか

完突できていないのではないかと141いますが如

何でし ょうか。また先生は 「術r;:呼吸法」でガ

ラスのコップに水を入れてストローで吹いてi主

山本健司

切れない方法を災証されましたが、 JI"，'i，に解り

や喧い;説IVIでした。

JVIの熱心なご指導で、未熟な私どもにもI"IJ

下のJ';j;欲が l!J~ ~ 、てくるのを党えました。このぷ

IIN らしいご JR却を 1!!~にせずに一歩でも先生に近

づく ために縦刊に励みたいと足lいます。またH

i1iíの川却II ~"道隙はじめ、スタ ァ フの}j々いろい

ろおIItJ1iいただきありがとうございました。

アンケート感想文より

l' 分 II~和 iIの~-?9ープ炎訟を 1 i}ずつしてい

たが、 2i'';'!;.言法でおWi守してみますa

ド3Iíl'~法はJê側 2 背を舌でブロ ックする hit

で、*f/i:X先生の指持itと一放していると以

いました、今後取り制lみたいと11います。

持，11'I(iIのtbtめないLU畑11氏の鍔力はぷIIlt;らしいと

l.!.tいました。

2ド先'1:.の 「羽'JのilIi奈も聴きたかったです。

*とてもいい訴でよかったて‘す、 t~ ，~:ßハーモニ

カのlE色が災しく、 II;~人したいとjLlいます

ネ内容~~~'I' ;~なご指導だっただけにもう少しl時1111

をとってほし力、った。

'1 数lロ| シ リーズで!J儲から I. I- I t止まで"MN~を，ìIi山i

して |之さb、。

みみずく・7?口ウとハーモニカ(吉村則;史さん写真混供)

-29ー



水野隆元さんのレポート転載

若手ハーモニカ奏者で、音楽を語れる第一人者が水野隆元氏だと思います。あつぎハーモニカ協会の

rAHA会報」に水野氏が 5回にわたり、我々ハーモニカ愛好者に非常に参考になる記事を投稿されてい

ます。早速、水野氏及びAHA協会事務局にこの記事を「ハーモニー」に転載したいとお願いしたところ、

両者とも快く了承していただきました。(村上博回)

第一回 岩崎先生から教わった演奏上の技法

であっても同じようにメロディーを鳴らす事はこんな風に演奏したいなと思っていても、う

まく穴の移動が出来なかったり、息の強さを調

節できなかったり、そんな時には必ず、身体に

負担が少なく無理なくできるコツがあります。

私は岩崎先生からそういった技術の数々をたく

さん教わりました。厚木のハーモニカを盛り立

ててくれる皆さんに、岩崎先生から直接指導を

受けていなくてもそれらのうちの幾つかを知る

事ができるよう、何回かに分けてお伝えしてい

きたいと思います。

できます。どうせ舌で隠している部抑制の へ
で、それがどのくらいの広さであっても、一番

ほとんどのものは教わったのが 20年も前の

事になりますので、解釈が自己流に変化してい

るものもあるかもしれません。また本来音声で

のみ伝えられる内容を紙面で伝えようとする為、

わかりにくい箇所があるかもしれませんが、ご

容赦ください。

-メロディーを鳴らしながら、瞳える広さを変

える。

イワサキスタイルの演奏ではタングプロック

奏法を基本とします。つまり、複数の穴を同時

にlIiえて、その一番右側の穴で主旋律を鳴らし

ます。この「複数の穴」というのが今回の注目

点です。

皆さんは演奏する時、幾つの穴を同時に唾え

ておりますか。恐らく、多くの方は大体 3穴ぐ

らいじゃないかと推測します。ご存知と思いま

すが、この穴の数(唾えの広さ)がどれくらい

右の穴には影響を与えないというわけです。※

ですから見方を変えれば、一番右の穴でメロ

ディーを鳴らしている最中に、唾えている広さ

(穴の数)を変更したとしても、メロディーには

影響しませんよね。これが今回お伝えするテク

ニックですが、まず何の役に立つのか、実際の

譜例を見ながら考えていきましょう。

丸で囲んである部分に注目してください。こ

こは非常に難しい演奏箇所ですが、多くの場合

5 6 
。

「岩崎重昭ハーモニカ入門改訂版J78pより抜粋

吸い音のオクタープがしっかりと出せるかと

いう事に意識を集中してしまいそうです。で

も、そうではありませんよね。大事なのは、メ

ロディーが美しく演奏できるかどうかで、オク

タープや分散和音がしっかりと出せるかどうか

は二の次です。メロディーを美しく演奏するに

はダイナミクスや音の形状など様々な要素を考

える必要がありますが、この部分では単音のド

からオクタープのファヘ移る時に音が途切れて

しまったり、繋がっていたとしてもドの音量よ

りもファのそれが急激に大きくなったり、或い
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は自然なクレッシエンドが得られないと言った

事が特に問題となりそうです。

これらは何に起因しているのかというと、単

音のドを鳴らしている時には口の唾えが 3穴ほ

どで、次のオクタープのファを鳴らす為に急激

に唾えを 9穴に拡大する時に生じる突発的なエ

ネルギーです。人聞は身体の一部を短時間でエ

イヤっと動かすとエネルギーを使いますので、

当然と言えば当然の結果です。

この時点でピンとくるかと思いますが、では

ファのオクタープを吸う時にはもう唾えが 9穴

の広さになっていて、エイヤっとやる必要がな

くなっているならどうでしょうか。単音のドか

らの流れを意識しながら、無理なくファの音を

吸う事ができそうです。つまり、単音のドを吹

いている時点で唾えの広さが 9穴、ないしはそ

れに近い 7穴ぐらいにまで接近していれば、ファ

への移動の際に最小限のエネルギーで実行でき、

呼吸に意識を集中する事ができます。

今回のテクニックは、ベース奏法、和音の奏法、

分散和音奏法の含まれる曲を滑らかに演奏する

為に絶大な効果を持っています。是非習得した

いところです。これを習得する為に、岩崎先生

は次のような練習方法を教えてくださいました。

1)タングブロックで任意の単琶を鳴らしながら、

瞳えの広さを自在に変える。

これは練習方法というより今回のテクニック

そのものですが、単音の後にオクターブを出そ

うとか、大ベースを出そうと考える必要がなく、

ただただ広さを変えるだけなので意識的に容易

になります。実は多くの場合、肢も困難なのは

その技術的な部分ではなく、人間の思い込み、

つまり脳の捉え方を変える事なのですから。

それでも難しい、そんな事できないと忠われ

る方は、今I堅えている穴数から 1穴だけ広げて

みてください。例えば 3穴をI堅えて音を出して

いるなら、少しだけハーモニカを口の左側に押

し込んで 1穴だけ日宝えを噌やしてみてください。

4穴に増やすのも 9穴に噌やすのも理屈は一緒

です。

2) ドレミファソラシドのスケールを、一度も左

右に動かさずに演奏する。

えっ? 穴を動かさずにスケールが吹け

る?? 左右に動かさずにスケールを吹くため

にはどうしたらいいでしょうか。

答は、唾え込んでしまえば可能です。例えば

3穴の喧えでドを鳴らします。次に位置を変え

ずにそのまま右側に 1穴広げて吸うとレがでま

す。この要領で右側に 1穴ずつ広げていけば、

ハーモニカの移動ではなく、口のI竪えの広さの

変更によってスケールを演奏する事ができます。

こちらの練習方法は左側を起点にしている為、

唾えを右側に拡張していく動きとなります。こ

の筋肉の動かし方は逆分散和音への布石となり

ますし、メロディーが上行していくフレーズで

の唖えの広さ調節を可能とする為、非常に有意

義です。

余談ですが、岩崎先生は速いパッセージのフ

レーズを奏する時にこのやり方を使っていらっ

しゃいました。日く、ハーモニカを動かすより

も唾えの広さを変える方が、速い。これは本当

に速いです。

※実際には、タングプロックのI竪えの広さは一

番右で出しているメロディーに音質的な影響を

与えています。 I喧えが広い方が、芯のある豊穣

な音色が出せます。共鳴の関係でしょうか。

文責:水野隆元(広報部)
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ねハーモニカカミ上達するための大切なこと (66)~r
~J全日本綜合音楽院・隈世界ハーモニカ趨日本支部 (F ・ 1- H)役員池田輝樹

観音ハーモニカやスライド式クロマチックや

10穴単音や教育用シングル・ハーモニカ等々に

ついて述べてきましたが、それぞれの専門の方々

は別として、一般の方々は好む好まざるに関わ

らず、一応全部の種類を奏してみては知何でしょ

うか。もちろん基本奏は身につけることは大切

なので、それが終わったら一応奏してみて下さ

い。極端な言い方をすると、奏する楽曲によって、

ハーモニカの種類を変えるのも良い事だと思い

ます。もちろん編曲等によって、曲自体がいろ

いろ変わることもあると思いますが、それぞれ

向きがあると思います。複音には複音向きの曲

や 10穴単音には 10穴の特色、クロモニカには

クロモニカ向きの特色がありますので、楽曲に

よって使い分けると大変面白いということです。

尚、楽曲の色々な分野も考えて、なるたけ幅

広く見ていって下さい。大まかに分けると次の

ようになります。

1. 童謡、唱歌

2. 歌謡曲

3. 歌曲 ①ポピュラー的 ②クラシック的 等

4. ジ、ヤズ①デキシー②スイング③モダ

ン(ウエストコーストやイーストコースト

等)④現代ジャズ等々

5. 器楽曲 ①ポピュラー的 ②クラシック的

6. その他

現在は大抵の楽曲を入手することが可能に

なってきました。但し絶版のものや日本で出版

されていない曲等に閲しましては、入手が困難

なものもあります。文、大変大切なことは、現

在は簡易的な楽譜が横行しているので注意する

ことが肝要です。つまり、いい加減な楽譜が多

いということです。以前にも述べたかも知れま

せんが、各出版社が内容よりも、なるたけたく

さん売れるためのものを主眼にするようになっ

てきたからです。

例えば幼稚園や保育園等の先生向きのピアノ

楽譜の場合、なるたけ弾きやすく、やさしい楽

曲に直して、難しい和音はやさしくしてしまっ

ている楽譜が多くなっているのです。和音まで、

三和音にしてしまって、作曲者の意図とは違っ

た楽譜にしてしまっているものが多くなってい

るのです。これは大変いけないことで、知らな

い方が購入した場合に、大変なことになります。

私は日頃なるたけ原曲を入手するように心がけ

ることをいつもうるさい位言っております。原

譜が一番良いので・あって、編曲された楽譜もな

るたけ避けるべきです。一応原曲を入手してか

ら、他に色々と同じ曲で編曲された楽譜があれ

ば参考にするのはょいと思います。つまり、作

曲者が表現したことを忠実に見るには原譜しか

ないからなのです。現在は原譜が失われようと

していると言っても過言ではないと思います。

又、単純な楽曲であればあるほど気を付けな

ければいけません。例を挙げると「キラキラ星

(お星さま)Jです。 traditional(伝説的な)曲は、

出版は多くされていますが、それぞれ違います。

例えば、拍子 (4/4や 214など)や和音などです。

私は編作曲を比較的多く依頼されることがあ

りますが、単純なよく知られている楽曲に限っ

てよくよく注意、留意するように心がけており

ます。尚、各種の楽器に関しましては、次のよ

うなことに気を付けております。

1. 種類

どのような種類があるのか詳細に調べます

2. 指導法

どのような手順で指導をしてゆくのか、で

きるだけ実地の観点に立って調べたり、実

技の実習もいたします。

3. 奏法

基本的な奏法の他にも、各楽器によってど
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のような奏法があるのかを、実地に必ず自

分自身で奏してみたり、各種類の教則本を

数多く調べてみるとょいと思います

数字譜のことや、移動ド、固定ドなどに閲しまし

ては、いつか是非述べ

※下の楽譜は池田蹄樹様による新曲「すてきな

ハーモニカ」です。大人から子供まで共通し

て歌える曲が少ないのでと、ご紹介いただい

たものです。(編集室)

てみたいと思っておりま

す二これらに関連してい

きますと、音楽の起源

説や又、音符のいろい

ろなことに閲しまして、

「色音符」なども述べる

ことになると思います二

くり:た・ム宝!"7

l r lLW すてき手 lい毛三舟

<3静繍唱・阜11-*> ラ也回締樹作詞作自

ハーモニカを深く掘

り下げてゆくと、どう

しても鍵盤ハーモニカ

やアコーデイオンの各

種類、すなわちリード

楽器全般が浮上してき

ます。発音体がリード

ですので、リードを愛

する者としては、是非

述べてみたいと思って

いる次第です。

... ~1 c c G'1 C. 

d F -F ・F 司V ， 
*"4・-#- ' 

、，，

3三三 3-z Z 3 
1¥- t. -::. f1? τ 寄てま 戸ヒ・・ なあ
'-ノ 、ー/ -

C C q9 C 

11J1HV  l v ，， ， I I I 1 I 1之'33 3 4 F55 3 
L、づ "t"毛官、すtτ..s ピ"二て，¥6 3、寸

，... ~3 C 
わ3v~c

d 
5S 6 

.. 
5.主 1555ち γ

みんー 与 て・・ t I 3、主宰 ιょ
r--0)- し 〈

事待。~ (t需要:;11 91， ! 2、!3.I屯 ft，t，g--ゎ ~l 下さ、、ー

※池田卸樹さん手書きの楽譜をご本人の了解を得て編集局で写譜したものです。

“行って!見て!聞いて I" (私の備忘録)vol.4 岩本洋之

『文章力jと『演奏カj

「“文章力"とは平易な文章が書けるか?と

いうこと」とよく言われます。小説家は出だ

しの文章に心を込める。「吾輩は猫である。

名前はまだ無いJr国境の長いトンネルを抜

けると雪国であったJr恥の多い生涯を送っ

てきましたり等々“平易な文章で人を惹き

つけることが出来ればー涜"ということと学

んだ。同じように、「演奏力」とは平易な曲

を奏でて人を惹きつけることが出来るか?と

いうことになるが、やってみると平易な曲ほ

ど人前では吹けないような“頼りない演奏"

になってしまう。その点、テンポが早くてメ

ロディーが急展開するような曲は「格好良

い」し「誤魔化しが効く」ので「挑戦」とい

う美しい名目のもとに必死で練習に励んだも

のだ。でも、やはり童謡・唱歌で人を惹きつ

ける演奏にも「挑戦」しなければ!!と思う今

日この頃です。素晴らしい先生方のお手本が

たくさんあるのですから。
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ハーモニー編集室では、読者の皆厳からのハーモニカに閃)illする「お

役立ち情報」の提供や「教えてほしい司'Jの呼びかけやトピックス等の

般稿をl~迎します。 般車1者一氏名と者Hi'lするタイ トルを付けて編集主主犯て

にEメールにワード文l'f孫付でお送り下さい。但し原稿の内容やページ

数の都合で全て悶秘されるとは限りません。P5下の文も参!!({ください。

.クロマチック・ハーモニカには使い捨てカイロを(吉村則次)

iiij号p44で、il!t辺見志さんが、ハーモニカの冬の結露対策に、ヘヤードライヤーを1止う旨主Bべられて

いますが、これは、組73ハーモニカに似つてのみ有効なのではないかと考えます。クロマチック ・ハー

モニカの指合には、 m行ハーモニカとはwなり、各リ ー ドに7\~い柔らかいプラスチック製のパルプとい

うものがついており (16穴には 52枚)、これが熱に弱いので、ヘヤードライヤーやファンヒーターは

使うべきではないと思いますロいずれも然によりパルプが納み仁がって変形します。私は、熱の迎ら

ない袋(ベットボ ト ル川など)に、ハーモニカ在使い姶てカイロと Jtに入れて、 il~~に備えておりま

すロある人がコードハーモニカをへヤードライヤーで暖めてパルプを台無しにした話をIHIいております。

コードハーモニカの中側のパルプ交換は11"ii¥に凶縦です。パルプが384枚ついています。 トホッ。ク

ロマチック ・ハーモニカ JIJには、 I~~~r!:J市のil.品開義弘さん (06-6852-0439)が乾Y14池式のヒーターを作っ

て販売されており、各科l7ロマチック ・ハーモニカの背而にネジでftlめるようになっています。

.ミスが少t"，い「パス鍵盤ハーモニカjを使ってみよう (吉村則次)

私は、ホーナーの 「パス鎚銚ハーモニカ」 を使っています。 1I~， 1 1'のハーモニカ祭りで、私が、明!ハー

モニカ・アンサンブルの，+，で使っているのを、 ζ覧になったかたもあると思います。我々、堺ハーモニカ・

アンサンブルの中には、コード誌i[奏者はいましたが、パス・ハーモニカを持っている省がいませんでし

た。 それで、払が、 1 61，クロマチック ・ ハーモニカのー吊 IL~いオヲ世ープの1'11111を吹いて、ごまかし

ていたのですが、これより低い白が必型!と感じ、以前、ホーナーのパス鎚縦ハーモニカを買ってあった

のを思い出し、使ってみました。16穴クロマチック・ハーモニカより Il¥いFのUまで/11ます。クロマチッ

クやH1tJハーモニカと同じリード楽端ですから、白色に|則してもJi凶|感はありません。39'Mのダブル ・

パス ・ ハーモニカのようには低い首は/11 ませんが、鍵総なので指の~iHi:で引けますので、 IUE主いは少な

くなりますa

パス・ハ モニカは、討を出すのも、正しい穴に述するのも， ~ I 常 lこむずかしい楽部だと思います。 ハス ・

/、ーモニカを京臨に、きれいに吹いておられる方を見ると、私には、だめだなと思います。ハーモニカ

を吹いている烈々は、以の1止い1i(沓のJ1'ち上がり、 'JnlSTl、余躍し ピプラート、舌の使い方等)に忙iれ

ているので、鎚総ハーモニカは、 一般の1;が新たに始めるのに比べ、はるかに有利です。2016年 11

J-j 28 日の例日新 IlHでも 「大人も鎚焔ハーモニカ」という組で、「指と忠のアンサンプル、 ~Ii:のような白

色感党」とWJめていました。パス鍵鍛ハーモニカに限らず、;l!I'J自の市さの鎚総ハーモニカ (3オク者一

ブ36鎚)も.ハーモニカに混ぜて使ってみられてはいかがでしょうか。

品 巳M

.月の沙漠は、千葉県御宿 (吉村則次)

2016年 12J'12i:1の何回テレビ 「ちちんぷいぷい」の01'のr:1.川町ものがたり」で、!JIIII曜まさを作制、佐々

木すぐる作1 111の 「月の沙悦」 が取り上げられていました。 m当の九1 .IJ-'~アナウンサーが、千葉以房総半，~'，~
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の御前に行き、羽;仰をilliftUし、地元の方とその淑について傑 F字通両両、'}IO')妙，."‘.t'ttI17

，j}jしたものです。r}-)の沙i史Jは、払もよく泌炎する1111ですので、

興味を持って見ました。DVDにもfklりました。御祉iのilijJj1の

砂浜には、秋山lにIUて米るラクダ2IÍ({の銅像がM~び、)jの Jf~

をしたおに秋山lが釦lまれていました。術辺の{ι1民なので、 rr&

i見」ではなく、 ri引先」という字を使ったfnfiJ.r，-の気持ちが分

かります。千LJEUiLの御山首"iJ-，lには、ラクダがいるはずもあり

ませんが、 IJIIJI車まさをは、 ~JIの 1/'ではアラビアの砂it:! ~1与を込li

!i!しながら、あるいは mlì!l!させて、 ~I ilを n られたもの と以わ

れます。大阪からは、ちょっと述いですが‘ mlli'ilこ行ってみたい気持ちはあります。

.戦争体験記(菅村ー鑑)

ハーモニカ教室の諜足ilUIを逃1111した1/"こ 「とんがり制I(-J が人っていました。 ~.'iい J さんがi選んだ

1111で、私にとっては、この 「とんがり制i子J(r釧の鳴る行」のラジオ政進出l主題歌山1)は忘れられな

いIJhの一つでありました。 この1111の歌山JIこ JJJ~(な f どもたちが、 lリ!日に Itllかつて IV J るく元気に欣って

いる資がJLlい浮かんでくる。 第二次世界大戦の戦争ÐJl~~ 12万 3，500人。浮浪児と呼ばれた子どもた

ち3Ji 5 ，000 人。 私の:mの小には、当 I I.'iのニュース 1~111hiの 1/"こ、 It~!;(狩りのように街角からつまみ

出される子どもたちがいた。 それは的!，没へ辿れて行かれる i宇1良川たちだった。「とんがり制 i子」 の r:J~

の主人公こそこの子どもたちなのだ。(後目白)興味のあるjjはインターネ y トで大rl!市立附2f者百;iM

センターを検点して ください、 1111子 「きらり」に全文がIll，Ji目されています。

もり・けんさんの祝賀会

モンコJ"日本貌普協会 40周年記念功労賞受賞

渡辺晃志

2016年 12月5日(月)太|期間ダイヤモンドホールで妓大な祝賀会が開催されました。当選i

mもり・けん編集局長の、モンゴル日本mis協会 40J1i1年記念功労賞受賞祝賀会でした。参!市さ

れたモンゴル総f，fi'JI/!l'!総領事 ・面[J領事、外務行室長、モンゴル日本知書協会の関係者、教背関係

者・音楽l見l係者 ・医療IMI係者 ・天商同窓会、旅行制、出版社他 200人の多彩な顔ぶれは、氏の

活附ぶりを如実に物足1るものでした。 功労日メダル綬与 ・ *~空の祝辞に続く祝宴は、モンゴル音

楽ホーミーともり ・けんハーモニカが相和して、しぼ r一一 -I~~ーー『ー

しモンゴル大草原の風に吹かれる!日いでした。今回の

受1'iは、 WI'にわたるモンゴルの子どもたちとの交流

支援や、モンゴル民肱音楽家を中心とした交換交流な

どの功鎖によるもので、その多くの場而でハーモニカ

を供えてのもり ・けんさんの姿を見!日lきしてきました。

『討を拾てて町に111ょう』の言葉を借りて、 『ハーモニ

カをポケ yトに町に出ょう』と、ハーモニカ将及を但

うー貝として大いに勇気づけられました。
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ポーランドのワルシャワとウッチでハーモニカ演奏

201611' 11月 17EI (水)から 12月5日(月)

まで 20日IHJポーランドに滞在し、ワルシャワで

は教育省が実胞している子供古楽教育プロジェ

クトの年間行事 「いろいろな楽総に縦しむ」と

いうプログラムで 45分、ウッチ市では日本料更I!

レストランの観しいオーナーのfldf!iで 30分ハー

モニカをM奏しました。

ワルシャワでは首都中心部のポーランド医li'i

オペラ劇場小ホールで子どもたちと父兄合わせ

て220人程が!.Ilまりました。5- 10践を対象

として毎年総々な楽部が紹介されてきましたが、

このハーモニカプロクラムは初めての試みで 7

か月前に決まりましたので子供述を飽きさせな

いような準備をして行きました。

図工tオペラ劇場は子どもたちも普段は中々人

れない所なので当日は興献気味、騒がしい泌~

会になるのではと心両日しましたが、 「口筒吹きと

小犬JIトランベッ ト吹きの休日」など"1111、日

本の1111は 「さくらのワルツ」、ポーランドの1111は

「シュワ ・ジェヴェティカ」と 「ショパンのエ

テュード(fJlIれの1111)J、父兄の方々の興味を必

くべく 「ロシア民話」と 「ハンガリアン ・ダン

ス (6鴨川を泌奏しました。アンコールの 「ロ

ング ・ロング ・アコ一変奏山」でJ記長も大いに

慌り上がったので教育省の方にも満足していた

だきました。

国立オペラ劇場玄関

岩本洋之

-Jj、ウ γチ市と言うのはポーランドの中央

にf1't:Ij~lする 3m目に大きな郎市です。 1 9 1!.t紀か

ら 20 世紀にかけてがJ紅11J1ff~が栄え、全ヨーロ ッ

パに繊維製品を供給していました。地図で見れ

ば京間はモスクワからロンドン、南北はギリシャ

からノルウェーを谷拐にカバーできる事が分か

ります。iJHtは赤レンガのj.Jl造物が何十械も残っ

ていて、美しくI.t*lかれホテルやオフィス等に利

f;f; IH されています。 この地をílU出発展させた~.，jj

*1'1王の財力はロシア皇帝であったニコライ 21止

も嫉妬したといわれ、その日照(宮殿)の一郎

は1¥1物館になり、その周辺の事務所棟、合1，IH!li

/1'1は大ショッピングセンターに生まれ変わって

います。東京ドーム約7つ分に相当しヨーロッ

ウッチ市ショッピングセンヲ一入口

パ応大のショッピングセンターとのことで廿 。

ヨーロッパ全域をl坂路にしたい日本の企業も

工I封建設や投資先の発侃に来ています。日本に

好jぷ的なポーランド人はたいへん多く民川交流

がm~んです。 ハーモニカのi1il奏では 「さくらの

ワルツ」や 「荒城の月JI上を向いて歩こう」は

もちろんのこと、 「タ!J't，j¥jJ'ijや 「もみじ」にも

直ぐに日本を感じて反応してくれたので似しい

・jrでした。

{nJはともあれ、来日占らしい出会いと1'1怒な経

験をさせてもらい、またハーモニカの良さを感

じてもらえたことを感謝しています。
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会員異動のお知5せ (2017年 2月15日現在)

個人会員入会
組鎗部長梅田恒弘

番会員号
氏 名 T {主 所

番会号員
氏 名 T 住 所

678 稲築久美子 579 東大阪市 683 近藤健孝 567 大阪府茨木市

679 橋詰 勝 彦 5l17- 大阪市平肝区 684 中谷 1;;(干 6711 兵庫県明石市

680 松井正m 535- 大阪市j也区 685 fd回 fn美 572 大阪府寝屋川市

681 IDi'村 とも干 牢本本牢 (非公開) 6~6 (準会員)iili部フじ子 牢牛ヰヰ (非公開)

682 大西 安 子 535- 大|坂市旭区

2017年度登録団体

番団号体 団体名 代表者 す 番団号体
団体名 代表者

全量員

l ハーモニヂス大品目 山下 1:1 9 '1，1 ハーモニノIJ-1}ークル活活クラブ 江崎 武

2 日生相l芝ゅう坤うハンド 梁Aζ 進 7 16 時Jハ モーカ ・アンサyプノレ 吉村則次 9 

3 NHK神戸マリ yハーモーー 吉村 '11 12 .18 寝尽川ハモーヵ同好士 外村 武 II 

匂 音大7'/サンプJレ 阿部焼洋輔 8 49 もり けん堺ハーモーカ教室 日~i班粛夫 7 

6 向日ハーモ:=j} :;ラプ 本凹 1告干 15 50 ド1mハーモーカメドレー 中西昭子 II 

7 甲子園もりけんハーモニ，JJ教室 竹井健コ 6 51 ノ、ーモーカサークノレ It千里 海境佳干 9 

8 もみじ~ず 中村山f古 6 55 毎日ハーモーーキャッツ 片岡則仁 5 

9 奈良ウエノレネスハーモー方倶楽部 高山美千代 26 56 |牢治ハーモーヵサータノレ・セドナ 高木宏之 5 

10 開!日カルチャ一川西 稲田徹士 i 57 ハーモーヵ同好会いかるが 岩本洋之 16 

12 中之品サyサンズ 須Jm Pk¥彦 B 58 同阪教室 ・コープカノレチャー原口 山本博子 9 

13 わかくさハーモーカ& 吉 岡 文IIg II 59 すずらんハーモープU7レyズ 諮問和俊 D 

14 垂水ハーモニカ友の会 渡;是筏明 18 63 和歌山ハーモ=.11タフプ 加l門 {言志 25 

15 生駒ハーモー力 字簡の会 .It問美知! 16 64 高槻ハーモーカデラプ 小林 副主 6 

16 山TtliハーモニノI}J;ラプ ・生駒 今泉 7:'fif，f: 16 65 天理音楽院複音ハーモー力教室 青木鈴子 20 

17 コープこうべ アンサンプノレ 1'1百IJ..鉄男 5 66 ヨークプ'J/レザーャ一夜良 間永 進 12 

18 須磨パールエコーズ 新家 徹 3 67 ハーモー j}アンサンプル ほほえみ 吉田 町子 。
20 大阪ハモ朗会 光野利一郎 6 69 アンサンプル ・ポレポレ 中村 進公 。戸
21 白鷺ハーモーー ü陥 13 1~1 6 70 グシドフエロウズ ・ハーモー力クラブ |森1市和子 6 

22 池田アゼリアハ モーカクラブ 石本雅fJ 71 たなかファミリ 京都 和問 同 b 

2'1 ハーモー力ンズ ・アパンドーヰ 新 井 尚一'f- B 72 ハーモー j}~ラプユーユーダックス 問中正夫 6 

26 アンサンプノレレインポー京焔 7吉田和美 6 73 アノJンサλ 竹本雅英 。
27 町風アンザ yプノレ 道下正怖 9 74 N H 1¥1!ーデyズ 松本千佳子 12 

30 朝日 1丁目アンサンプJレ 大西素子 7 10 ~々くらぶ 北川淑干 。
31 ハーモニj} アンサンプ/レ 生駒 塚原妙子 15 78 ピッコロコロ/、ーモーカずラプ 伊藤よし干 5 

32 ハモーノJサロン御影 訟原弘吉l 5 79 岩田ハーモーカ教室 岩田和春 7 

33 尼崎ノ、ーモーカエコーズ 機'ci 世s 27 80 ヤンタン狭II.iノ、ーモーカクラブ 米国雅洋 22 

34 尼崎市総合文化ビンター 新山ミツ子 17 81 ココプラザ公開 レッス y教室 小野浩子 34 

35 伊丹ハーモニカフープ 問中英一 II 8~ 大見Iハーモーカクラプ 河村しおり 14 

36 陸中ハーモーカアンサyブノレ 消印興一 10 84 おの ・協同学苑アンサンプ/レ 高阪他美子 i 

39 7E実ハーモニカクラプ 小Illh、じ子 a 85 なかのしまハモヤ '/A 村上玉代干 3 

40 ハーモーカ ・ゴサェテイ with YOU ~frUM 英人 6 86 すずらん 二輪とみ子 5 

41 西神戸ドリ ムブリッチハーモニ 見争原 延之 10 88 エコーズ ・ダリ-/六甲ハーモーー 米国雅洋 o 

43 茨木ハーモ カファミリー }担問細見 10 89 まほろぱ 脅木鈴子 13 

団体会員数 663名
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団体代表者変更

団体
番号 団体名 (新)代表者 (前)代表者

ハモ一方タフプユ ヱL

72 ダッデス 田中 E夫 高知11 慾f台

31 ハ モニカアンサンプノレ生駒 塚原妙子 百事森 );111台

住所等の変更 ・訂E
10 朝日 カノレずーャ一川西 領問 徹土 丸 山 茂 生

個人
氏名 変更訂正の個所 | 

番号

2 日生相]芝ゅうゅうパンド 梁木 進 矢問慶子

85 なかのしまハモヤンズ 村上五代子 岡谷秀喜
融会 早瀬 l主紀 宝塚市山本商
日 =今干 637-∞13五保市
664 居伝町 800苦手地 ト206

8 0906607 1228 | 

15 生駒ノ、ーモーカ 宇宙の会 北岡美知l太田美絵子

43 茨木ハーモニカファミリー 梅岡 細見 辻 本 昌 彦
.........・

ハ モーカンλ ・アパン ド 熊谷 正信
2.1 ネ 新11 尚子

18 須磨パールエコーズ 新家 官故 ~~原伸示

30 朝日 J丁目アンサンブノレ 大 西 素 子 岡 谷 秀 喜

86 すずらん 二輪とみ子 藤原 誠

個人退会 団体退4

会員
番号

677 

528 

634 

32 

563 

618 

309 

515 

606 

'115 

'106 

463 

-" 日

氏名 耳II 由
団体番
号 聞体屯 代表者

大村義宣 自己都合 60 八木市民センターハーモニカクラブ 後藤貞男

勝森 主主治 自己都合 83 ふんふんノ、)モーカ教室 石 本 英 雄

佐藤 ↑iH排 自己都合 23 エコーズミァキー Ji;i回 利雄

大石喜一郎 自己都合 61 貝原ハーモニカジフプ 中小司和夫

1主良 ;;>JI弘 自己都合

=:iin多美子 自己都合
物故者 (組織剖lに連絡があった方のみ掲椴)無し

谷 lE井it 自己都合

中谷 K11;干 自己都合
2017.2.15現在

和田徹也 自己都合

梁木新一 自己都合

石原栄子 団体会員へ移行

個人 ・準 ・賛助会員は 254名
団体会員は 663名 (66団体)です。

松田 末吉 体調不良

お願い
個人会員の入会 ・退会、団体会員の入会、住所・住居表示 ・
電話番号市外局番等

¥ 

名簿記載事項の変更は必ず韮謹畠へお知 らせ下さい。

お詫び

riijη 210号 13ページの下段右写!'!;，B!1引でカルテッ 卜の名前を 「ほろりほろ

り」と表，i"2しま したが正しくは 「ほろほろり」です。お詫びして訂正します。

編集部

J ノ

40 



.Jili'，Rlサイトは、 fieIHのJffi110で日々 [¥1]きが鈍くな

っていくようです。さしもの光回線もファイルの多

さと、そのサイズの大きさで、時々息切れを起しま

す。ちなみに昨年のハモ祭りのデータの大きさは

ネット上で約 1.5GBを占め、ハーモニー・ハック

ナンバ一合計約 1.1GBと合せて 2.6G目、サイト令

休で約 10GBとなりました。これはハーモニー

210号I1111分 11MBの 900倍 (9001111分)の辿

W;l会民関係的蝦が、ネット上をi瞬時に行き来して

いることになり、緊張を持って編集に当たらねは戸

と54{を引き締める毎日です。(HP担当 i立辺晃志)

・編集室から徒歩 5分、大阪天満宮の悔は見己}

ろ、でもまだ冬のような風が知lを打つ。皆織から

いただく原稿には、その方の尊い!思いが込められ

ているのだから、悦重に扱わなければならないと

脱内の冷たい風に諌められた。(竹内寿子)

・述W，lは会民のi'lillな会政で運蛍されていま

す。その迎滋の起点である 「総会」は毎年 2月11

1:1 cill図記念のEI)に開催されま90
'
腿肢である

内は必ず州防するJと仰る会員の方々のご様子等

を氾録に残すことも会報の使命。またiillWilO)数々

の事業をお知らせし、結果を報告すると共に会日

の十年総からの!f):制を掲;j，占することも大切な使命

です。このため出来るだけ幅広い、多くの方からの

編集後記

校制をお願いしていま衣戸一方で、年度予算にお

ける会報発行政用の比重は高く、毎年決rr.時には

終f'i節減への方策が問われます。連出lの規約に

!uげられている目的 「ハーモニカの普及発展と会

民相互の籾l泣を図る」ために会報はどのように武

献していけば良いかつを議論している編集室の

今|二lこの頃で丸(岩本洋之)

・2)'1から3月にかけてハーモニーの原稿チェック

を終え、 20年続けている沖制ツアー。 i<l'純本，1~fJ北

端1r，辺戸川」から再開filr主主;屋武山iりまで阜の走行

800キロ9EII問。北は今帰仁村の小学校、幼稚l羽

と夜のライブ~ PIiは糸満市や南城市の保育幽やデ

イサービス、 JJII闘の2高校、ライブハウスなど全15

1'1'の講むHコンサートを終えて、事務所に。ハーモニ

ーの校正が卓上に。何事も継続するすnを心がけて

いる。「主任ないで、もう辞めて」と言われるまでは続

ける。「継続はカなりJ0 i<l'制20年。いつまであt
けられるかつモンゴル22年、屋久，1;)，;11年、 );)j徳!・

隠岐のぬ12年、迎W，lハーモニーの編集も今号で7

年になる。今年は5月台湾、 6月ノ、ヮイ、 mモンゴ

ルと続く。 辿~KIの行事には参加できないが会報の

編集は武任を持ってさせてもらうという事で、"*手

をさせてもらっている。これからも私なりのノ、ーモ

ニ力作及活動を続けたい。 (もり ・けん)

次号第212号 (2017年7月号)の

原稿筒切りは 5月15日(月)、会報編集室必着でお願いいたします。

同封物締切りは6月5日(月) 発行|孟6月中旬予定。
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発 行 人 吹 1:: IW彦
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KANSAI Harmonica Association 

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

風策等などハモニ力と 緒1<:写っている写以を広く会報読者から募集しています。

嫁用分は会報の表紙または裏表紙I<:!目減いたします.ふるってご応募ください。プリ

ントまたは写真データを郵便またはメール添付悦で下記までお送リくだ古い。

関西ハ モニカ連盟会報編集室 『ハーモニカとワンショ ット」係

〒530-0037大阪市北区松ヶ筏町6-12酉栄ピJレ2F 関西J、ーモ二力連盟事務室内
e-mail: harmonica@cardandmedia.(o.jp 


