＝ごあいさつ＝「第四回東北アコジャンボリーを終えて」
今でも、これからも被災と
東北の人々は、
戦っていく中で、“忘れていないよ”と
声を掛けていただくだけ
で力が湧いてきます。未だ
行方不明者（岩手、宮城、
福島で 2676 名）が多く、
日々の生活においても、心
底から和む日は決して多
くはありません。
今回、遠くは石川県から、関東圏から多数
の友達を迎えさせていただき、二日間を通し
てアコの友情と個性豊かなアコ文化をご披露
していただきましたこと、この上なき嬉しい
限りでございます。
(株)トンボ楽器製作所の社長、真野照久様
をゲストにお迎えできたこと、且つ男声合唱
団コーロ・ソノーロ様の賛助出演を預かりま
したこと、忘れられない思い出となりました。
一般公開も初の試みで、市中におけるビック
イベント「仙台青葉まつり」を蹴っても「ア
コジャンボリー」へ駆けつけていただいたお
客様に感謝至極です。
3.11 から 2 年を超えて、薄れがちともいえ
る鎮魂を甦らせたのは、
“わたしたちはだれも
ひとりじゃない------”と男性合唱からアコ
の大合奏、心に沁みる尺八の叫び、この「ジ

ュピター大合奏」は今回の集いの命題であり、
編曲、指揮、演奏者の思いがお客様の心に、
そして被災地の人々へと響きわたったことと
信じて止みません。
もう一つ構成の大事なキャストは、
「トンボ
ショップ」開設を真野様、竹田様が「楽譜や
グッズの K ショップ」を北村さん、珍品・お
宝の数々を「お徳市」として荒川さんが、こ
れらのフリーマーケットをサポートしていた
だいた皆さんのお力添えに感謝いたします。
予想以上のお客様でうれしい反面、会場設
営面での大反省に陥り、ご来場者はじめ演奏
者皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことに
ついて、何卒ご容赦を申し上げます。
「東北アコジャンボリー」が産声を上げて
8 年、顧みて思うことは、≪集いを続ける≫
ことこそ使命であり、また、
“出会い、学びあ
い、そして・・・・”のコンセプトは不動で
あり、集いの都度に、参加者一人一人がアコ
文化の構築を担っていただいたことへの感謝
と熱い喜びを感じます。
今後とも東北を巡回する「アコジャンボリ
ー」開催地へのご支援と参画を切にお願い申
し上げます。誠にありがとうございました。
＝遠藤勇さん(宮城県：実行委員長)＝

「第四回東北アコーディオンジャンボリー in 仙台に参加して」

去

る 5/18、19、仙台にて開催された東北
アコーディオンジャンボリーに、
「月の
カケラ」として参加させ
て頂きました。今回で三
回目の参加となりますが、
宮城県福島県はもとより
秋田県、また関東アコー
ディオン演奏交流会の
方々もはるばるいらして

頂き、懐かしくお会いした方、今回初めてお
話させて頂いた方、回を増す毎に楽しく感じ
ております。
また今回初の試みだというアコーディオン
の大合奏「ジュピター」に参加できた事が本当
に楽しくまた刺激のあるものでした。私は事前
の仙台での練習では１度しか参加できず、本番
前日の合同練習を迎えたのですが、初めて関東
アコーディオン演奏交流会の方々と合わせた
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時、その迫力にとても気持ちが高揚したのを覚
えています。初めて拝見したバスアコーディオ
ンも、左手のベースボタンとはまた違った迫力
で改めて低音の重要性を感じました。
そして池田先生のご指導もまた、普段自分
勝手に弾いている私にとってとても貴重な経
験となりました。教えて頂ける事の喜び、と
いうのを本当に感じました。技術的な事だけ
では無く、なぜ今この曲を演奏するのか、心
を込めて演奏する、そして全員が同じ気持ち
を持つ事でだんだんとまとまっていくのをリ
アルタイムで実感してアンサンブルの難しさ、
それ以上の楽しさを感じる事ができました。

また、皆さんが積極的に意見を出されるのも、
より良くしたい、という思いが感じられ大変
刺激になりました。
そして本番・・・。私自身、所々ミスタッ
チがあったのですが、曲が終わった瞬間のな
んとも言えない達成感、本当に鳥肌がたちま
した。
たくさんのアコーディオンと合奏する機会
に恵まれた今回、東北のメンバーだけではこの
ような迫力ある合奏はできなかったと思いま
す。わざわざおいで頂いた関東アコーディオン
演奏交流会の方々に感謝申し上げます。そして
益々アコーディオンが好きになりました！
＝佐藤祐子さん（山形県）＝

「尺八人生 35 年の中で最高の感動を味わうことができました」

第四回東北アコーディオンジャンボリー
では、私の尺八人生３５年の中で最高の
感動を味わうことがで
きました。アコは４０年
以上前に購入していた
のですが、ホコリをかぶ
っていました。定年後、
「アコネットふくしま」
に参加するようになっても、時折、尺八の独
奏をやったり、合奏のイントロをつとめたり
していました。震災前の東北アコジャンボで
池田さんから、「いつかアコと尺八のコラボ
をやりたい」というお話がありました。今回、
橋本さんのすばらしい編曲によりそれが実現
したわけです。
初めはジュピターの楽章の間に尺八のアド
リブ的なものを演奏することを考えたことも
ありました。でも、それは私の力では非常に
難しいことです。橋本さんはジュピターとは
全く違った「音空間」に浸れれば良いとのこ
とでした。それならばと思い浮かべたのは、
江戸時代に「虚無僧」が吹いた独奏曲「山越
え」が良いと思いました。ジュピターが作曲

された時代より３００年も以前の古い曲です。
「超古典は現代に通ず」という言葉がありま
す。中途半端に古い曲よりは、ずっと古い曲
の方が現代曲に合うというのは不思議なこと
ですが、モダンジャズにも古典尺八の奏法が
取り入れられていることから、ここは思い切
って「仮説・実験」といこうかと思いました。
本番前の池田さんの指示は、「尺八奏者の想
いとその音を感じ取り、しかしそれに流され
ず、アコは気分を新たに主体性を持って自分
の音を出していくのです」という意味だと私
なりに受けとめました。すると私は逆の立場
で、アコの演奏を受けとめて自分の息づかい
に変えていかねばならないのだ、と目を開か
されました。
池田さんからは「再演の機会があればまたや
りましょう」と。橋本さんからは「尺八で深
い思いを奏されて思い出しては胸がいっぱい
になります」というお言葉をいただきました。
今は、「なんとか務めを果たしたかな」とい
うホットした気持ちでおります。
＝佐藤正助さん（福島県）＝
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第四回「東北アコーディオンジャンボリー in 仙台」を終えて

6

7 歳の手習い（？）で始めたアコ。初参加
にも拘わらず実行委員となり、合奏曲に取
り組まざるを得なく、1
年 6 か月の初心者の私に
は楽譜を見るだけで、指
が震え不整脈も起こし痩
せる想い（笑）で過ごし
た数か月でしたが、今と
なっては楽しい思い出で
す。

立奏で独奏したいという夢を描いていた私
は、アコの合奏に対してある違和感を抱きな
がら、実力の大差に落ち込みながらも、合奏
の楽しさを感じることができたのは、見捨て
ずに熱心にご指導くださった池田健先生、勇
気と希望あふれる楽曲に作り上げてくださっ
た橋本千香子先生、東北の災害支援にと遠路
駆けつけて下さった 20 数名の方がたの存在
があったからでした。大勢の方がたから大き

な励ましと力と勇気をいただき心から感謝し
ております。40 台のアコーディオンの大合奏
曲「ジュピター」もブラボー。初参加なのに
とても満たされた想いで一杯です。私の独奏
デビューは何点でしょう。
私のところは、外国製のリードオルガンを
展示演奏する喫茶店「NOEL」というオルガン
サロンですが、アコはお客さんの影響で 67 歳
で始めました。何歳までアコが弾けるのかわ
かりませんが、もう少しレパートリーを増や
して、以前のように施設などを訪問してみよ
うと思います。
個人レッスンのためやや内向的になりがち
だったり、独りよがりの演奏になってしまっ
たりと不安も感じますが、今回のような素敵
なアレンジの曲を合奏できる機会があったら、
是非参加してみたいと思うようになりました。
＝氏家道子さん（宮城県：実行委員）＝

「アコーディオンが好きですか？」
「東北アコジャン」の秋田での開催
まず、
を期待されていた方々にはお詫び申し

しい事に演奏の依頼が多くなって来ました。
学校やホテル、地域の催し物、敬老会や新年
上げます。会員数の減少
会、忘年会、秋田市の各種イベント、桜祭り
と高齢化により「関東ア
等のステージ、病院や各種施設への訪問演奏
コーディオン演奏交流会」 等で下手な演奏を披露しております。
の皆さまの様な活動は出
来なく、今はデユオでの
今回の仙台開催では久方ぶりの「関東アコ」
活動が多くなっておりま
の皆さまはじめ東北の仲間との「交流演奏会」
す。
でしたが、仲間の演奏をじっくりと聴くこと
が出来なかった事が非常に残念でした。しか
秋田でのアコーディオンの弾き手の減少と
し、一般入場者が多かった事はそれだけアコ
は別に、このアコースティックなアコーディ
ーディオンに魅力を感じる人が多いと言うこ
オンの音色は、人を振り向かせる・立ち止ま
とではないでしょうか。
らせる魅力がある様です。
部屋に入りきれない程の入場者数は大変嬉
各種イベントには出演しておりますが、嬉
しいことですが、前の椅子を２～３列撤去し
－8－

てカーペットに座って居られる方には直接座
っていただいて多くの方をホールに入れると
かの臨機応変柔軟な対応をすれば、もっと多
くの方々に演奏者の顔を見ながら聞いて頂け
たのではないでしょうか。
プログラムⅠでは、演奏者もどういう気持
ちでこの曲を選んだのか、お客様も知らない
曲は特に説明を聞いた上で演奏を聴くのはよ
り楽しさが広がったのかも知れないがコメン
トを制限されたのが残念でしたでしょう。
プログラムⅡの「ゲストステージ」の合唱
団の時間の長さの割には、真野照久氏の演奏
が短かったのは非常に残念で奇異でした。
ポスターに大きく写真が載っている真野氏
の演奏に期待して来たお客様も多かったでし
ょうに。
「ジュピター」は、秋田は遠いので練習に
参加出来なかったのは申し訳なく思っており
ます。練習の演奏を聴いただけでも、まさに
オーケストラという感じでアコーディオンだ
けでこんなスケールの大きな演奏が出来るの
かと感動しました。
「アコジャン」仙台実行委員の皆さまには、
準備から本番まで大変なご苦労があったこと
でしょう。実現出来たことに感謝致します。
２日間とも実行委員の皆さまの的確な指示

動作には感心致しました。本当にお疲れさま
でした。
「みんなで歌いましょう！」で歌い終わっ
て、帰りは興奮状態のまま、４時間半の運転
中も「アコジャン」の話ばかり！ 車のエン
ジンと「アコジャン」の話は途切れませんで
した。でも運転は１回休みましたよ（笑）
帰宅後、遅い夕食でしたが、ビールが美味
しくはかどりましたよ！（笑・笑）
「関東アコーディオン演奏交流会」の皆さ
まには毎回、毎回感心しております。
「人のまとまり・技術のまとまり・表現のま
とまり」。
特に今回は、大曲のアレンジから、トレー
ニング、レッスンと大変な事だったことと思
われます。秋田からは参加出来なくて申し訳
ありませんでした。
今回の「東北アコジャン in 仙台」は成功だ
ったと言えるのではないでしょうか。
「関東アコ」の皆さん、仙台実行委員会の皆
さん大変お疲れさまでした。
今回も長距離運転で疲れましたが、『やっ
ぱりアコーディオンが好きです！』
＝八柳隆司さん(秋田県)＝

「大好きなアコーディオンで東北に関われる」
何回か東
震災後いてもたってもいられず、
北を訪れました。気仙沼、陸前高田、南
三陸町、石巻、桂島・・・。
今回関東アコのニュー
スで東北アコーディオン
ジャンボリーのことを知
りました。今までは仕事
の関係で行くことが多か
ったのですが、自分の大
好きなアコーディオンで東北に関われる、し

かもジュピターは、私の大好きな曲。すぐに
申し込むと OK の返信でした。
でも、なにせブランクがあって、合奏も久
しぶり・・・。こんな私で大丈夫かなぁと・・・・・。
おそるおそる１回目の練習にのぞみました。
ほとんどが初対面の方たちなのにスーっと練
習に入れ、旧知の仲のように会話もでき、あ
ったか～い空気が流れていました。同じ目標
に向かって音を重ね合わせる「仲間」を感じ
た瞬間です。
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仙台へは娘(中３)も行ってみたいというの
で一緒に参加しました。子供が多いので２人
だけの旅は初めてのことでした。ワクワクし
ました。
いよいよ合同合奏のとき。アコーディオン
を津波で流されてしまった人、福島から参加
の人など東北の方たちの気持ちを思うと何度
も胸がつまりました。前を向いて生きていく
だけでも精一杯なのに、よくぞ一堂に集まる

ことができたと。このジュピターのひとつに
なった音色はじわじわと世の中を動かす一助
になったと思います。東北の方たちを励まそ
うというのに逆に私たちの方が大きな感動と
勇気をもらったように思います。
１ヵ月も経ったのに、あのときの思いは一
生忘れることはないでしょう。
＝加藤郁子さん(東京)＝

「本番は本当に一つ一つの楽曲に感動しました」

私は今回母のつきそいという立場で参加
し、弾いてはいませんが、素敵な演奏を
聴け、本当によか
ったです。
私が参加した動
機はクラシックが
好きだから、とい
うことが大きく、
ジュピターを 40 台のアコーディオンで…と
いうのは、とても想像できないし、そこにひ
かれ、視聴者になりたいと思いました。
19 日の昼のリハーサルに参加した時、初め
て聴き 40 台という数の多さを痛感し、その台
数でだすメロディーは迫力がありきれいだっ
たのをおぼえています。想像以上のものがあ
る・・・と、率直に思いました。
東京の方と東北の方と合わせたのは、その
日が初めてだったのに、そろえようという意
識の高さ、この会をつくろうという、大きな
気持ちが、皆さんからあふれていたと、聴い
ていて感じました。
本番は本当に一つ一つの楽曲に感動しまし
トンボショップの様子

た。音楽にも、言葉とは違うかたちだけれど、
何かを伝えることができる、そう改めて思い
ました。
私には、皆さんの「復興」という思いが大
きいと感じました。色々なかたちで、沢山の
人が被災をされて、その中でも、まだアコー
ディオンを手放さないで、先日までやってき
たのは、
「誰かに聴いて元気をだしてもらいた
い」
「自分を主張したい」そんな想いがあった
のではないかと思います。
私には、そう伝わってきました。そして、
それは、とても大切なことだと思います。
やはり気持ちが入っている、音、言葉とは、
こういうものだと感じました。それを直接聞
くのも、大事なことだと思いました。
何もできなかったですが、一緒に参加でき
よかったです。
(写真は一日目の「ふれあいの会」でお母さ
んと一緒の一コマ、左が寄稿者)
＝加藤 道(東京)＝

販売グッズの一例
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ホワイトボード
（連絡はがきその他より）
♪谷口サンデートーク『アコーディオンを語る集い』♪ ＊谷口楽器のホームページより＊
第 133 回 2013 年 7 月 21 日（日） 13:00～14:30 講師: 牧田ゆき氏「アルゼンチン音楽、チャマメとタンゴについて」
第 134 回 2013 年 8 月 18 日（日） 13:00～14:30 講師: 安西 創氏「ボタンアコ・デコボコ道中（6）」
第 135 回 2013 年 9 月 15 日（日） 13:00～14:30 講師: 望月真也氏「もっちゃんのアコーディオン人生（19）」
会

場

谷口楽器４階アコーディオン売り場

問い合せ 要予約 ＴＥＬ０３-３２９１-２７１１

◆住所 千代田区神田駿河台１－８

タニグチビル４階

Fax ０３-３２９１-５１８８ ★各回定員 20 名（入場無料）

http://www.taniguchi-gakki.jp/sunday.html

♪JAPC アコーディオン夏祭り 2013♪
日

時

2013 年 7 月 20 日（土） 12：30 開場

会

場

日暮里サニーホール・コンサートサロン ★JR、京成「日暮里」駅前、徒歩 2 分

入場料 無料
演奏形態

13：00 開演

☆ゲスト演奏（予定）檜山 学／他、

アコ独奏／アコ二重奏／アンサンブル(アコ＋他楽器)

問い合せ JAPC 日本アコーディオン振興協議会事務局「(株)トンボ楽器製作所内」 Fax 03-3802-2107(竹田)

♪木星音楽団 千葉/横浜 演奏会♪ ＊尺八、爭、ケーナ、アルパによる 4 人の管弦楽＊
☆日

時

2013 年 7 月 18 日（木） 14：00 開演(16：00 終演)

会

場

千葉市美浜文化ホール(音楽ホール)
★JR 京葉線「検見川浜」駅より徒歩 6 分

☆日

時

会

場

2013 年 7 月 24 日（水）

19：00 開演(21：00 終演)

鶴見区民文化センターサルビアホール
★JR、京浜急行「鶴見」駅前ビル「シークレイン」
（写真：チラシより）

出演者

(千葉、横浜共通)

八木倫名(ケーナとナイ)／藤枝貴子(アルパ)／小野美穂子（笙）／三塚幸彦

（尺八）
予定曲

(千葉、横浜共通)≪クァルテット演奏≫木星「ジュピター」／コンドルは飛んで行く／コーヒー・ルンバ
／オリーブの首飾り／イエスタディ／アルパ協奏曲《鐘つき鳥》／明日／少年時代／涙そうそう／月
の砂漠／他

≪デュエット演奏予定曲≫ロンドンデリー・エア(尺八＋アルパ)／芭蕉布(ナイ＋笙)／

子守唄(尺八＋笙)／アマポーラ（ケーナ＋アルパ）／他
料

金

(千葉、横浜共通・全席指定)

3.000 円 ／ 学生 2.000 円

問い合せ プランネット・ワイ（03-5988-9316 平日 9 時～18 時／土曜 9 時～13 時
FAX 03-5988-9319

E-mail:yagirin88@gmail.com

♪第 25 回 平山教室アコーディオン演奏発表会♪ ＊ご案内のはがきより＊
日

時

2013 年 8 月 17 日（土）

18：00 開演

17：45 開場 ★入場無料

会

場

川崎市中原市民館 2F ホール（044－433－7773） ★車でのご来場はご遠慮ください。
★JR 南武線、横須賀線、湘南新宿ライン／東急東横線「武蔵小杉」駅下車徒歩 4 分

コメント 今年もアコーディオン演奏発表会を開催いたします。お誘い合わせの上、是非お出かけください。
発表者一同ご来場を心からお待ちいたしております。
問い合せ 平山アコーディオン教室 平山 尚 Tel：044-411-3561
後 援 日本アコーディオン指導者協会
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ゲスト演奏者 プロフィール
■オラン■
20 年ほど前フレンチミュゼットが琴線にふれ、アコーディオンをはじめる。
その後江森登氏にアコーディオンを師事。
様々なレコーディングやサポートでアコーディオンを弾くのと平行し、
オリジナルの歌でアコーディオン弾き語りライブを続けている。
ナニワエキスプレスの岩見和彦氏(gt.) やラストタンゴの江森孝之氏(gt.)ら
と『パナシェ』というバンドのメンバーとしても活動している。

◆オラン歌の CD『ネイキドアコーディオン』『スケッチブック』『スケッチブック new』、他

■江森孝之■
潮先郁男氏にジャズギターを師事。バークリー音楽院卒業。
尾田悟氏のグループでプロとしての演奏活動を始める。
様々なアーティストのサポート、レコーディングやミュージカル等
幅広いフィールドで演奏活動している。
オランも参加しているアコースティックなフュージョン系のバンド、
『パナシェ』のリーダーとしてライブ活動を行い、３枚の CD をリリ
ースしている。
また、オランのレコーディングにも多数参加している。

「関東アコーディオン演奏交流会」実行委員募集！！
学びあうためのコンクール『関東アコーディオン演奏交流会』はアコーディオン愛好家の
皆さんの集まりです。できるだけ多くの、様々な方にご参加いただき記念すべき 25 周年
に向けて充実した活動を行っていきたいと考えています。
≪特別な参加資格は必要ありません≫・・・見学大歓迎！！
実行委員は年間通して募集しています。毎月 1 回後半の日曜日に都内で委員会を開催
しています。日程はニュース等で事前にお知らせしていますので気軽に見学に来てくださ
い。
■次回実行委員会のお知らせ■
日 時 7 月 28 日(日) 18：00～
場 所 エデュカス東京 ★JR「市ヶ谷」、「四谷」駅より徒歩 7 分／地下鉄有楽町線「麹
町」駅より徒歩 2 分（日テレ通り、旧日本テレビビル向かい）
議 題 実行委員の近況報告／申し込み状況の確認／特別審査員、ゲスト演奏者の確認
／広告について／抽選会について／会場の下見について／プログラム印刷日
程について／ホームページの改善について／その他
■7 月の実行委員会から新しい方が一人メンバーに加わります。
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