はありますけれども、我々も、もともとアコー

今まで通りという必要もないと思うんです

ディオンを教えている先生方が集まってどう

ね。

やろうかというところから始めて事務局を

やっぱり、審査員が若返ったら生徒も若返

段々作ってきた歴史なんですね。ですから、も

るっていうことは絶対にあると思います。

う一度 1 からやり直しても全然おかしくないし、

（木下 尊規／審査員）

ア

コーディオンを楽しんだり練習している

んなの無くてもいいんじゃないかという考え

人が一堂に会するところというのは、

方もあるかと思うんです。しかし、ある程度皆

日本でもたぶんここと大阪のビバだけだと

さんが努力したことの結果というものの判断

思います。すごく貴重な集まりだと思います。

が、この先生たちなら許せるっていうような

この関東地方の、東北からも来たり、大阪か

範囲内での判断が多分できると思うんです。

らも来たり、交流しているこの会は本当に素

それは、相当熟達しているからそれができ

晴らしい会だと思います。年齢に関係なくア

るんだと思うんです。ですから、この会が、こ

コーディオンを愛することができる仲間、そし

ういう形でずっと続いていくということは非

てここに様々なジャンルの音楽全部がこの中

常に大切な日本の中の宝です。

にあるので、確かに審査員の先生方採点する

（山岡 秀明／審査員）

のが大変かもしれません。ある意味では、そ

2

5 回っていうのは今日聞いたんですけど、
これ、やれと言ったって出来ないですよ
ね。25 回も続くコンテストっていうのはあまり
見ないと
思うんで
すよ。そ
れで、しの
ぎを削っ
た仲間が
こうして終わったらお酒を一緒に飲んでいて
ね、これ、素晴らしい会だと思います。実は、僕

の父親っていうのが、地元でちっちゃいのど
自慢のアコーディオン弾きをやっていたんで
す。（へぇーとの声）だから小さい時からアコ
ーディオンの音を聴いて育ちました。なので、
今日一日皆さんの演奏を聴いていて非常に
感慨深いというか、懐かしさもあり、いい経験
をさせていただきました。これからもやっぱり
若い人がどんどん出て欲しいし、また、シニア
の方もずーっと続けて欲しいと思いました。
これからもますます発展するように切に願っ
ております。 （篠田 元一／特別審査員）

今日はすごい台風でしたよね。実は私は
今夜成田空港へ行って明日からイタリ

いうと、埼玉の方は竜巻が発生したくらいひ
どかったんです。大きなトランクを持ってもこ
の私が飛ばされちゃうんだから、皆さんもア
コ持って絶対に来ないだろうと思って状況を
電話で確認していたんです。だけど、みんな
来ているというからもう死ぬ気で行けって会
場に来てみたらキャンセルが数人しかいなく
て完敗です。
そして皆さんのアコに対する情熱と努力に
乾杯！ （柴崎 和圭／審査員）

アへ行ってきます。アコーディオンの聖地と言
われているところです。工場がいっぱいある
だけの小さな町ですが、ソプラーニが工場を
建ててから今年は 150 周年目ということで、
毎年行われているフェスティバルですが今年
は大々的にやるということで、日本アコーデ
ィオン協会を代表した形で行ってきます。
それで、今日は何で開始時間に遅れたかと
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今ばかりの傘が、今朝、ものの 1 秒で壊れ

頑張って

ました。（笑）今日は本当にお疲れ様でした。先

といけな

生方がすでにお話になったのでもうあまりな

いなと 思

いんですけども、もっともっとアコーディオン

います。

を発展させて楽しんで、素敵なミュージシャン

何よりも

がたくさん出てきてくれることを本当に待ち

楽しくやっていきたいと思います。

望んでおります。僕も含めて本当にこれから

（檜山 学／審査員）

69 歳になるんですが、みんなで頑張
私はったねということで、スタッフの方、審

思う人は“ありがとう↗”、うーん、明日からま
た練習頑張るぞっていう人は“ありがとう↘”
と歌います。口を大きく開けて、胸を張って歌
います。よろしいですか、サンハイ！“ありが

日はあいにくの天気でして、昨日買った

査の先生方に有り難う。私の愛する主人にも
ありがとう（笑）ということで「ありがとう」を
合唱したいと思います。
今日の演奏、私を含めて素晴らしかったと

いかない

とう↗” “ありがとう↘” （M ・ U）

コーディオンを弾いていると、アコー
ディオンを抱きしめているような感じ
がして、こういう楽器に巡り合えて本当に良
かったなって家で弾いているときに思います。
毎日弾
いている
曲でも、
ああ、今
日もこの
曲が弾け
て良かったなって思って涙ぐんでしまうほど

ア

嬉しく感じることもよくあって、私はバカじゃ
ないかって思うくらい、そのくらいアコーディ
オン好きになっちゃう人ってやっぱりいるん
だなって思うんですよね。
今日はこういう集まりの中に出させていた
だき本当に光栄です。技術的なことは全然自
信がないんですけど、アコーディオンが大好
きな気持ちと、うたを歌って楽しい気持ちっ
ていうのはずっと持ち続ける自信だけはある
ような気がします。これからもよろしくお願い
します。 （オラン：平賀 康子／ゲスト演奏者）

僕の父がアコーディオンをやっていたけど
子供の頃はアコーディオンと聞いただ

て本当に思っちゃいました。
反抗期って言っても僕も 55 ですので（笑）
長い反抗期を迎えて今アコーディオンは本当
に大好きです。“リード”の音っていうのは本当
に心に沁みるいい音だと思います。それがこ
ういう会で盛り上がって本当に嬉しいです。
これからもアコーディオンを愛して音楽を
続けて下さい。僕は老後の楽しみにとってお
きたいと思います。（笑）長生きしたいと思い
ます。 （江森 孝之／ゲスト演奏者）

けで「ええって」思って反抗していたんです。
（笑）
ところが、だんだん年をとってきて、例えば
僕はオランとはもう 10 年ぐらい一緒に活動し
ているんですけれども、一緒にやることによ
ってそういうアコーディオンの音がだんだん、
何か自分の中に眠っていた子供のころから聴
いていた音っていうのがすごくよみがえって
きちゃって「アコーディオンっていいなあ」っ
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関

東アコに参加したのは初めてです。35
歳になってから初めて楽器を触り、好き
でここまで続けて来たんですけどいい経験を
しました。いい仲間に巡り合えてよかったなと

思っているので、これからもこのようなフレン
ドリーなコンクールがあったら参加しますけど、
次はもうちょっと腕を磨いて参加したいと思
います。アンサンブルで参加します。（S ・ Ｓ）

毎回思うんですけれども、私はトンボ楽器
という立場で参加しているのが嬉しい

は先輩に教わったり、先生に時々アドバイスを
もらいましたけど、特定の先生に月謝を払っ
て習う機会はありませんでした。でも、こうい
う会に参加していろいろな曲を勉強してます
ます頑張りたいと思います。
（T ・ M ／アコーディオンアドバイザー）

こともあるんですけど、反面ちょっと寂しい時
もあるんですね。やっぱりアコーディオン仲間
として何か、こう、仲間に入りたいなというの
がありますのでぜひ仲間に入れて下さい。私

今

回初めて参加しました。最初はあまりピ
ンと来なかったんですけれども、檜山さ
んの勧めもあってちょっと出てみようかなと
思って、檜山さんと一緒に曲を作って練習し
てきました。やっぱり初めてだったということ
もあってすごく緊張していたなあと思います。
自分にとってもいろんな方の演奏を観るこ
とができて面白かったのと、すごくいい経験

になったので、また機会があったらお願いし
たいなと思います。（拍手）
これは個人的な話ですけど、外国の方で
Jerome Richard（ジェローム・リシャール）が好
きなんですけども、音が、こう、ビシビシ伝わ
ってくるような方なんです。そういう演奏っ
て素敵だなと思いながら練習しています。
（Ｔ ・ Ｔ）

私

は中国の吉林省におりました。日本に来

この曲弾けませんでした。だから檜山先生の

て 3 年半ぐらいです。2 年前に始めて檜

熱心な指導の下で 1 位の賞を取りました。こ

山先生からアコーディオンを習いました。私、

こで本当に檜山先生に有り難うございますと

賞を取るって思わなかった。1 ヶ月前にはまだ

いいたいです。 （Ｓ ・ Ｋ）

人

生の中でこんなに何かに目標を持って

今年に入ってから檜山先生に習い始めて

頑張ってきたことって初めてだなあと

左もこう、ベースボタンがうるさいほどガチ

思っています。でも優勝したいなって思ってそ

ガチ弾いていたのを 0 から直していただいて

ういう気持ちを持って頑張ってきたので、本

やっと右手の力を抜いて弾けるようになりま

当に嬉しいです。メッセージカードもこんなに

した。アコーディオンって空気で出す楽器なん

たくさんいただいて、この交流会っていうの

だっていうのが本当に最近分かってきました。

は、本当に交流会なんだなあって思いました。

（K ・ Ｃ）

今

ものね。本当にアコーディオンを選んで演奏
されている方は私も尊敬します。
教室の方にも出させて頂きたいなと思った
会でした。
（M ・ M／アコーディオン教室講師）

日は初めて参加させていただき中級の
部から全部観ました。
皆さん情熱的な演奏で、情熱がないとこの
引っ張るという作業ができませんのでエレキ
のように押したら音が出るわけではないです
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ア

コーディオンを触ったこと自体がまだ 1
年未満。
あまりの重さに、先生私、床からアコーディ
オンが担いで立てるようになりましたとかっ
てそんな状態でした。今日は本当に楽しくっ
て、朝 5 時に起きてこちらに来てあっという

間の 1 日でした。
始めるまでこんなにアコーディオンの愛好
者がいるなんて、どこにいたんだろうって、こ
れを機会に新しい世界が開けてとてもうれし
いです。 （Y ・ Ｏ）

私は前回とその前かな、計時係りのお手
伝いなどしていたので、皆さんの顔と熱

素晴らしい演奏をされているのに感心します
し、私よりもうんと先輩の人で、失礼な言い方
かもしれませんけれども、技術的に云々って
いうんじゃなくて、すごく味のある演奏をさ
れる方が多いっていうのが驚きでした。何っ
ていうのかな、発酵しているような（笑）深い
のがアコーディオンの世界なんだなって思い
ました。 （E ・ Ｗ）

意はちょっとは知っていたんですけど、今回
初めて出場してみて、皆さんの演奏も聴いて
みて、どんな思いでアコーディオンを演奏し
ていらっしゃるかっていうのが少しずつ分か
ってくるようになりました。
若い人があっという間に技術を習得されて

実

は関東アコに出るのは 8 回目なんです。
独奏と合奏、重奏を 2006 年からほんと
に初心者の時から賑やかしでずっと弾いてい
て、今日も出ました。年々一般中級がレベルア
ップしてきて、でも私はずっと出していただ

今

いているので、賑やかしでもいいから何らか
の形で関東アコやＪＡＡに関わっていきたいし、
アコーディオンの未来のために自分はすごく
微力ですけども、何等かの形でずっと関わっ
ていきたいです。（Ｍ ・ Ｏ）

日演奏したのはフリーベースです。私が
あの楽器を手に入れたのは 70 になる

今日演奏したのは、琉球民謡を素材にした
もので、これは私が大変尊敬している戦前の

ときでしたが、今日フリーベースで演奏され

音楽家の合唱曲を（さすがにブンチャッチャで

た方が、僕が聴かせていただいただけで８名

は表現できないので）なるべく原曲を活かす

いらっしゃいました。ジュニアの方でもいらし

ように心がけて取り組みましたが、そういっ

たらしいですけれども、アコーディオンでこう

たところを先生方がいろんな角度からコメン

いう音が欲しい、出したいっていう形のもの

トを書いてくださって大変うれしく思ってい

が広がっているのを大変うれしく思いました。

ます。宝物になります。

初出場と紹介されましたけれども、合奏に
は２０年近く関わっていました。

ども今日の中級と上級の方とか、初級Ｂの方
を見ていると、え、どうしてっていう位すごい
方たちがたくさんいました。でも、そこに自分
を置くんじゃなくて、自分が弾きたい曲とか
一生懸命やれば少しは今のレベルより良くな
るかなというのを目指しています。
今日の若い方たちの演奏っていうのは、あ
あ、私もまだまだアコーディオンを続けられる
なって、そういうエネルギーを頂きました。
（E ・ Ｏ）

私は、１０数年前までサークルの常任指揮者
だった浜名先生がおっしゃった言葉が忘れら
れないんです。「どんなに難しい曲に挑戦して
も人の心に響かなけりゃだめだぞ」って、で、
やさしい曲でも人の心にちゃんと響くように
演奏しなさいっていうその先生の言葉はず
ーっと私の座右の銘です。
自分の限界って作っちゃいけないんですけ
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（Ｋ ・ Ｔ）

初心者の方は次回初心者になれないので、
そうですよね。概ね 3 年だから、（まだ 3
年未満だったら次回もう一回チャンスがあり
ますよ）そうでしたら初心者の方はもう一回
チャレンジして頂いて、惜しいのは、上級の部
の方が 6 名しかいないんですよ。
一般中級の部を見ていても、上級の部に入
ってもいいような人が何人かいるので是非

上級に入って、チャレンジをお願いしたいなと
思います。
それから、ＪＡＡの松永理事長の代わりにお
話ししますが１２月に開催される第６回国際ア
コーディオンコンクール、前夜祭、パフォーマン
ス・アンサンブル・コンクールにもぜひ参加して
欲しいと思います。（I ・ Ｍ）

審査員、ゲスト演奏者、初めての出場者、聴きに来られたお客様、たくさんの方が参加され、25
周年につながる有意義な楽しい打ち上げ交流会になりました。
（料理もお酒も美味しくいた
だきました）
写真は感想に耳を傾ける参
加者のみなさん。

≪当日会場でいただいた感想などから≫
◎「出場した人は皆勝利！」御喜美江さんがあるとき言っていた言葉ですが、ホントで
した！出場してよかったです。演奏前は緊張して、心臓がバクバクだったけれど、弾
き終えてみると、何たる満足感！ちょっぴり悔いも残るけれど、青春さなが
ら、こんなに練習した日々は、ここ最近なかったもの！チャレンジ精神は
いくつになってもいいものですね。（Ｓ・Ｓ）
◎初心者の方がもっと出てみたいという魅力的な会にして欲しいです。
例えば、ミュゼット部門とか、タンゴ部門とか、クラシック部門とか部門を分けて、
観に行きたい会場へ行くとか・・・。
新しい風を吹き込むようなチャレンジとか・・・。（Ｔ・Ｔ）
◎ロビーやリハーサル室前でいろいろな方とお話が出来てよかった。メッセージカード
を書くことも楽しかった。（アンケートから）
◎本番前に１５分間の個別練習ができるのはとてもありがたい。更にごちゃ混ぜで構わ
ないので音を出せる部屋があるとありがたいです。
（アンケートから）
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