～フランスで出会ったアコーデオン弾き～
フランス語と関わっているので、ここ十年くらい、二年に一度はフランスに行く
ようにしています。五年前、アコーデオンを始めてからは、渡仏するたび、道を歩
いていても、地下鉄に乗っていても、どこかでアコーデオンの音色が聞こえないか
と、無意識のうちにアンテナを張っているようです。
今回は関東アコの誌面をお借りして、かぎられた散策のなかで、わたしが出会っ
たフランスのアコーデオン弾きについて、ご紹介いたします。（Ｍ・Ｇ）
フランス、パリというと、こんな光景
が思い浮かびませんか?
縞柄のシャツを着た小粋なお兄さんが、
エッフェル塔の下でボタン・アコーデオ
ンを奏でていて、あたりにはカラフルな
風船を売るおじさんや、アイスクリーム
売りのお姉さんがにこにこしている。空
はいつでも青く、セーヌ川の波はきらき
ら輝き、街全体がお祭り気分で浮き立っ
ている。どこか懐かしくて、きれいなも
のがいっぱいで、ワクワクする街。そこ
には、かならずアコーデオンの音色が響
いている。
でも、現実は、そんな「古き良き時代
のパリ」のイメージとは、どうもちがっ
ているようです。
四年前、南西部のポーという町を訪れ
たときのこと。ここは、十六世紀終わり
に即位したフランス国王、アンリ四世の
生まれ故郷で、かつてはナヴァール王国
の首都だった由緒ある町です。繁華街を
少し抜けたところで、初老の男性が、ホ
ーナーの黒いボタン・アコーデオンを弾
いていました。
壊れかけた楽器を使っての、お世辞に
も上手とは言えない演奏でしたが、旅行
中さいしょに遭遇したアコーデオン弾き
だったので、嬉しくなって２ユーロを進
呈したところ、近くにいたおばあさんが
すっ飛んできて、
「なんであんな男にお金
あげるの!!」と、ものすごい剣幕で私に食
ってかかるのです。

「あいつはね、もらったお金を全部、
息子に渡しちゃうんだ。で、息子はその
金で、好き勝手して遊んでる。だから、
あの男にお金もたせちゃいけないんだ
よ!」
はあ、そうですか…。でもそんなの、
こっちの知ったこっちゃないんだけど。
おばあさんは、しきりにブツブツ言い
ながら遠ざかっていき、あとには何とも
言えない、いやーな気分だけが残りまし
た。
その後、電車でルルドに行ってマリア
さまが出現した洞窟に参詣、さらにボル
ドーに二泊してからパリに戻りましたが、
パリではアコーデオン弾きを見かけるこ
とはありませんでした。
このときは、日本に帰国して数日後に
東北大震災が起こり、旅の余韻に浸るど
ころではなかったことを鮮明に覚えてい
ます。
ふたたび飛行機に乗ったのは、去年の
六月。パリからまたもや南西に下り、カ
ルカッソンヌを訪れました。国鉄のスト
で、すったもんだしたものの、何とか計
画どおり目的地に到着することができ、
この城塞都市を見学してから、トゥール
ーズに移動しました。
航空宇宙産業の集積地で、有名な大学
もあるトゥールーズは活気にあふれてい
て、中心街にはたくさんのブティックが
軒を連ねています。ちょうど「ザラ」の
前の広場で、うらぶれた感じの年配の男

－１５－

性がベンチに座って、アコーデオンを弾
いていました。その演奏が、こなれてい
て、とてもうまい! ポーのおじさんとく
らべると、段違いです。これが、本物の
「街角の音楽家」というべきレベルなん
でしょう。
「サン・トワ・マミー」
「ラ・クンパル
シータ」
「愛の讃歌」
「群衆」など、誰も
が知っている曲を、次から次へ、途切れ
ることなく弾いていく。あるときはジャ
ス風、あるときはミュゼット風の自由自
在なヴァリエーションをつけて。どうだ、
うまいだろ、という自慢気な様子はみじ
んもなく、その態度は淡々として、謙虚
そのもの。
「自分には、これしかできないから。
これで生活しているんだよ」そう言って
いるかのようでした。
残念なのは、立ち止まって耳を傾けて
いたのは自分だけで、通行人は、みな無
関心。まるで、アコーデオン弾きのおじ
さんが透明人間ででもあるかのように、
誰も振り返らず、誰も興味を示さない。
あーあ、何てもったいない!
私はというと、三十分ほどじっと聴い
たあと、大奮発して帽子の中に３ユーロ
入れました。当時のレートで、五百円ほ
ど。円安ユーロ高のご時世では、これで
精一杯。
弾いていたのが鍵盤アコーデオンだっ
たことと、フランス語はしゃべれない、
と言っていたことから、たぶんロマの人
なのでしょう。東欧の国々が EU に加盟
したことを機に、ロマの人びとが大挙し
てやってきて、ちょうど社会問題になっ
ていた時期でした。
夕方、もう一度その広場を通ると、お
じさんはまだアコーデオンを弾いていま
した。トゥールーズでしばらく演奏して
から、ヨーロッパのどこかの町に流れて
行くのでしょう。今頃は、どこをさすら

っているのかなあ…
今年の二月から三月にかけて、二週間
をまたフランスで過ごしました。パリで
は、有名な観光スポットや地下鉄で数回、
アコーデオン弾きを見かけました。寒空
の下、サン・ルイ島の橋の上で立奏して
いる人、地下鉄の車両に乗り込むなり楽
器を鳴らしだす人。いずれも初老の男性
で、使っているのは、どれも鍵盤楽器。
おそらく、みんなロマの人なのだと思わ
れます。
それにしても、フランスの若い世代は、
アコーデオンをどう思っているのでしょ
うか。
おととし、東京の私の家にホームステ
イした二十代の若者は、自分の友だちで、
とてもアコーデオンの上手な男がいる、
と言っていました。なんでも、古いシャ
ンソンが大好きなおばあさんの勧めで、
小さい頃に始めたとのこと。
「でも、高校でロック・ギターに転向
してから、アコーデオンは人前では弾か
なくなっちゃったんだ。時々、頼むと、
懐メロを演奏してくれる。でも、実はア
イツ、ギターよりアコーデオンの方が才
能あると思う」
今年の三月、ダゲール通りにある「パ
リ・アコーデオン・グルマン」を訪れた
とき、ダニエル・ポーリーさんが嘆いて
いました。
「若い人は、アコーデオンにあ
まり関心をもってくれない」と。
先月、仕事で、四〇代初めとおぼしき
フランス女性と知り合いました。名刺を
渡すと、
「この絵は、どういう意味ですか?」
と尋ねられました。私の名刺には、住所、
氏名、電話番号のほかに、自分で描いた
アコーデオンのイラストが添えてあるか
らです。
「アコーデオンを弾くのが趣味な
ので」と答えると、
「ピアノでもヴァイオ

－１６－

リンでもギターでもなくて、アコーデオ
ン! ずいぶん珍しい楽器を習っているの
ねえ」とびっくりされました。
フランス人にとっても、アコーデオン
はいまや、マイナーな楽器になってしま
ったのでしょうか。
でも、日本では、アコーデオンを耳に
しない日はない、と言ってもいいくらい。
それほどみんな、アコーデオンの音色を
聴いているはずなんです。だって、テレ
ビの BGM で、しじゅう流れていますも
の。特に、グルメ番組、旅番組では、
必ず。たぶん、気づいて
いないだけなんです。

アコーディオンの演奏をしたあと、感
想を聞かせて下さる方は、例外なく「懐
かしい音がしますねえ」とおっしゃって
くださる。
親しみがあって、郷愁を感じさせる音。
日常のなかの身近な音。でも実は、本物
の楽器に触れる機会が意外と少ない。
それが、現代日本のアコーデオン事情
なのでしょう。
フランスでも、そうなりつつあるのか、
否か。はて。
（完）

地理的な
位置をイラスト
にしてみました

－１７－

♪「関 英昭 アコーディオン・リサイタル」 ぶらり訪問記♪
日時：201５年９月２７日（日） 1４：０0 開演 場所：ティアラこうとう小ホール
関英昭氏（以下関先生）は昨年、つながりの
ある仲間にリサイタルへの想いを伝え、それ

進行したり、情熱的だったり、ホワッとしたりと
初めて聴いたけれど難しく感じた曲でした。

を受けて関先生を講師とするサークルや教室

後半は「街角」、「枯葉」など、「茶色の小瓶」

の生徒たちが全力でバックアップ体制をつく

ではちょっとスィングしたり、なじみのある曲

り、会場を１年前に押さえ、１年かけてつくり上

目で楽しめました。

げ本番を迎えたとお聞きしました。

「天使のミロンガ」他１曲は音楽センター土
曜教室で一緒に講師を務める二人を加えて

終了後ロビーで雑談していた時、アコ仲間
の方が『きょうのリサイタルは、曲の構成とい

のアコーディオン三重奏でした。
以降は関先生とつながりのある仲間たちと

うよりも関先生の人柄そのものだったと思う』

の共演で、一つは「石播労働者合唱団とで「息

とおっしゃっていました。私も本当にその通り

子たちよ」を、二つ目は音楽センター土曜教室

だと思いました。

の「想いの届く日」の指揮を、三つ目は「５５

最後のあいさつの中で、関先生自身が懐か

（ゴーゴー）アコサークルに「三線」と、「ジャン

しい人と再会できただけでなく、お客さん同

ベで（ニーブイ・カーブイ）」が加わった「島唄」

士でも日頃顔を合わすことの無い友達との再

の指揮をされました。

会がかなう、そんなリサイタルにしたかった

演奏を通して関先生の音に、チェロのボー

と話されました。その想いを込め最初の演奏

イングを思わせる音の響き（音の１つ１つが最

曲に「懐かしき思い出の場所で」（作曲：マグダ

後までしっかりのびている）を感じました。

ウェル）を選んだとのことでした。

プログラムに略歴が載っていて、大学時代
学生オケでチェロを担当していた。とあるの

前半、後半合わせて１８曲演奏した中で、いく

で、そんな経験があってのことなのでしょう

つか紹介します。まず、ヘンデル作曲のオペラ

か、音楽というものは必ず何かの想い出とつ

「セルセ」の中から「オンブラ・マイ・フ」（アコ

ながっていると言われます。

ーディオン＆ピアノ:佐藤佳奈子）、それと歌劇
「リナルド」の第２幕の中から「涙の流れるまま

また、打上げにもちゃんとプログラムが組ま

に（私を泣かせてください）」、こちらは山田

れていてびっくりしました。リサイタルと、それ

千賀子さん（ソプラノ歌手）の歌が入ります。

を支える仲間たちの発表会との２本立ての企画

バッハ作曲の「ラルゴ」（二つのヴァイオリン
協奏曲より２楽章）アコーディオン（関英昭／稲

にされたことでより想いが届くリサイタルに

なっていたと思いました。

葉由理子）、ピアノ（佐藤佳奈子）で演奏。プロ
グラムの曲紹介で、この２楽章の「この上ない
美しさ」はまさに天上の音楽。何回聴いても幸
せな気持ちになります。と述べています。
後半になると、FUGAZZA 作曲「モザイコ・エ
スパニョール」この曲は、プログラムの解説
ではアコソロ曲とあります。いろいろスイッチ
を変えたり、同じ音の開きのままメロディーが
－１８－

（記：乙津）

♪歌声喫茶「はなおか」 ぶらり訪問記♪
日時：201５年９月１１日（金）・２６日（土）

場所：音楽スタジオ パティオ はなおか

新所沢の駅近くに音楽スタジオ「パティオ
はなおか」があります。アコーディオン教室、
歌声喫茶の会場、レンタルスタジオになって
います。今回はそちらで月３回行われる歌声
喫茶「はなおか」に遊びに行ってきました。
み、歌声と合わせて
近所の人々、アコーディオン教室のメンバ

いこうとする気持ち

ー等が集まり受付を済ませた後、まずはリク

が演奏からあふれて

エストカードに希望の歌を記入します。花岡

います。１０月末の演

先生の奥様の明るく楽しいリードと花岡先生

奏会は、出演者のア

のアコーディオンの音色に促され、会場はす

コーディオン伴奏で

ぐに歌声に包まれました。友人と私もアコー

観客の皆さんが歌を楽しむ趣向。さぞかし楽

ディオンとピアノで参加。「岬めぐり」「涙そ

しい会になることでしょう。
気持ちの良い秋晴れの日が続いています。

うそう」「月の沙漠」・・・楽しい時間はあっと
いう間に流れ、お茶とお菓子の後は参加者

懐かしい歌を楽しみに、お出かけしてみては

の腕自慢の時間です。ピアノの弾き語りあり、

いかがでしょうか。

（記：織田）

アコーディオンのソロ演奏あり、参加者全員
がそれぞれのスタイルで音楽の楽しさを満
喫した２時間でした。
２回目にお邪魔した土曜日の夜は、普段司
会を務める奥様が不在とあり、花岡先生が
司会、アコーディオン伴奏と大忙し。この日
はアコーディオン教室の生徒さんである高

伴奏しながら歌唱指導する花岡米盛氏(主宰者)

校生の女の子がピアノ伴奏の応援に来てい
ました。バンド活動をしているという彼女は
おじさま・おばさま方の懐メロに「知らない
曲」と言いながらも楽譜とコードを見ながら
どんどん伴奏をつけていきます。歌声喫茶
は世代、年齢を超えて音楽で１つの世界を楽
しむことができるのです。

会場の様子(歌詞はスクリーンに投影されている)

後半はもうすぐアコーディオン伴奏の演
音楽喫茶「はなおか」開催案内

奏会があるということで、参加するアコー
ディオン教室の生徒さん（写真の３人）がご

第２金曜日(午後２時～４時)／第４水曜日（午後

自分の持ち歌を伴奏し、会場のみんなで歌

２時～４時）／第４土曜日(午後７時～９時)

いました。「湖畔の宿」「旅の夜風」「愛の賛

会場 音楽スタジオ パティオ はなおか(新所沢)

歌」。それぞれにご自分の曲を楽しみ、慈し

会費 １，０００円(１回)問ＴＥＬ080-5170-8703

－１９－

♪「花とアコーディオンコンサート」 ぶらり訪問記♪２０１５年１０月３日（土）１４:００開演
千葉アコーディオンサークルのコンサート

て和やかな雰囲気が盛り上がった。

会場は素敵だなあと思う。
「花の美術館」
、正

ソロ２曲目は「ジプシーの嘆き」
、こちらも

式には
「三陽メディアフラワーミュージアム」

ご本人の編曲とのこと。
（多才の人が多い！）

（旧称「千葉市花の美術館」
）と言う。

鋭利に深々と刻むベースに、メロディーが霧

門からは庭園が広がり、四季の花々を楽し

の中のベールのように舞っていた。切ない響

みながら行くと、美術館の建物。

きに映画「パプーシャの黒い瞳」を思い起こ

様々な花が飾られた吹き抜けのフロア、宮殿

した。
（５月に岩波ホールで上映された映画。

を思わせる様な円柱の間に椅子が並べられ、

文字を持たないジプシーの、
初めての詩人
「パ

2,3 段高くなった場所が演奏舞台となる。
（も

プーシャ」の悲劇。
）

ちろん舞台も客席もオープンスペース。
）
奥に

最後に合奏「ラ・クンパルシータ」
・
「日本

は展示フロアの絵画が見える。演奏者の頭上

民謡メドレー」
、
どちらも聞き応えのあるたっ

には回廊が横切り、そこからも耳を傾けるこ

ぷりした演奏で、客席も興奮気味。もちろん

とができる。

「アンコール！」の拍手、拍手！
アンコールの曲は用意していなかったの

開演前の舞台には軽やかなシャンソンが流

で・・、と「ラ・クンパルシータ」をもう一

れている。風のように柔らかに空気を揺らし

度演奏。先ほどの演奏より少しテンポを速め

て、アコの音が届いてくる。客席はコンサー

て、タンゴの世界が小気味良く広がった。

トへの期待が高まり、まさに水先案内人。

舞台も客席も満足の拍手と笑顔で終了。あ

オープニングは全体合奏で「真珠とりのタ

ちこちに「良かったよ！」の声が聞こえる。

ンゴ」
、
ベースのリズムが効いて気持ちよくス
タートを切った。やはり総勢２１名の合奏は
音が豊かで聞き応えがある。

私は一昨年に続き２回目の鑑賞だったが、
印象が変わっていた。全員の音がしっかり前

次はメンバーが分かれての中合奏で「花祭

へ向かって出ていると思った。豊かな迫力だ

り」
。
（千葉アコでは、
「合奏」は２１名全員参

った。
そして今回は、
前列の真ん中で聴いた。

加で、１０名前後の編成を「中合奏」と呼ん

指揮者の気分だ。それぞれのパートの音が織

でいる。
）

り成して響き、音楽が鮮やかに曲となってく

そしてソロの１曲目は、
ご本人の編曲で
「シ

る、それを受けとめるのは大変良い勉強にな

ャンソンメドレー」
（パリの
“空”
・
“屋根”
・
“橋”

った。普段、先生に言われていることが具体

の下）
。パリに行ったことはないけれど、パリ

的に再現され、生きたアドバイスとなった。

の街角に立つのはこんな気分かしら、という

大変面白かった。

気持ちになる。

心満たされて、打ち上げの場にもお邪魔し

中合奏「峠の我が家」
・
「コンドルは飛んで

（！）
、思わず言ってしまった「ぜひ、関東ア

いく」と続いた後、アンサンブル３曲。

コで演奏してください！」と。最近は２０名

「碧空」
・
「サン・トワ・マミー」
、ベースがし

以上の大きなサークルが少なくなっている。

っかり響き、曲全体を気持ちよくまとめてい

数の強みと深みのある合奏の魅力を、是非、

た。
「学生時代」ではプログラムに歌詞が載せ

関東アコ演奏交流会で聴かせて欲しいと思う。

てあり、客席そして演奏しないメンバーも一

千葉アコの活動の広がりを期待しています！

緒に歌い、それぞれの学生時代に思いを馳せ
－２０－

（記：佐々木）

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪タニグチ・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＊
会 場

谷口楽器４階アコーディオン売り場

◆住所 千代田区神田駿河台１－８ タニグチビル４階

第１５８回 ２０１５年１１月１５日（日） １３:００～１４:３０ 講師: 牧田ゆき氏「歌の伴奏について（3）」
第１５９回 ２０１５年１２月１３日（日） １３:００～１４:３０ 講師: 加藤

徹氏「コンサーティーナ（知識と演奏）」

第１６０回 ２０１６年１月２４日（日） １３:００～１４:３０ 講師: 安西

創氏「ミュゼット・アコ・デコボコ道中（１3）」

問合せ 要予約 ＴＥＬ０３-３２９１-２７１１

Fax ０３-３２９１-５１８８ ★各回定員２０名（入場無料）

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

＊ 手風琴の音色に魅せられて＊

♪たんぽぽ１ｓｔコンサート♪
日 時

２０１５年 １１月９日（月）

会 場

ミューザ川崎シンホニーホール（市民交流室）

出 演

アコーディオンサークル・たんぽぽ

指 導

森

演奏曲目
問合せ

開演１３:30

開場 13：00
★ＪＲ「川崎」駅西口直結

【佐々木和子

高橋恵子

浜岡岸子

渡邉裕子】

陽介
パリの空の下セーヌは流れる／ムーンリバー／母なるふるさと／リベルタンゴ／他

渡邉：044-511-4697

＊ 通崎睦美コンサート＊

♪今、甦る！木琴デイズ vol.4「オンガクの時間」♪
日 時

２０１５年 １１月１１日（水）

会 場

京都文化博物館 別館ホール

出 演

通崎睦美（木琴とお話）

演奏曲目

【昼】開演１4:００

開場 13：30 【夜】開演 19：00 開場 18：30

★地下鉄「烏丸御池」駅下車 5 番出口から三条通りを東へ徒歩 3 分

本村睦幸（リコーダー）

松原智美（アコーディオン）

エーデルワイス（木琴＋リコーダー）ロジャーズ/西邑由紀子編／チャールダシュ（木琴＋アコーデ

ィオン）モンティ／アコーディオンソロ（委嘱作品:初演）当摩秦久／「ミクロコスモス」より（木琴＋リコ
ーダー＋アコーディオン）バルトーク/野田雅巳辺／他
入場料

一般

チケット

チケットぴあ

前売り：3500 円（当日:4000 円）
0570-02-9999

学生

前売り：3000 円（当日:3500 円）

[P コード:２６６-７８１]

イープラス

http://eplus.jp/otonowa/

♪coba＆リアルフレンチコネクション Ｌｉｌｌｅ-Ｔｏｋｙｏ ｅｎ ａｃｃｏｒｄéon～本場フランスの薫りを～♪
日 時

２０１５年 １１月１３日（金）

【１st ステージ】開演１８：30（１７:３０開場） 【2nd ステージ】開演２１：３0（２０:３０開場）

会 場 ビルボードライブ東京（東京都） 東京ミッドタウンガーデンテラス４階

tel.03-3405-1103

交 通 都営大江戸線「六本木」駅８番出口より直結／東京メトロ日比谷線「六本木」駅地下通路にて直結
料 金

サービスエリア￥8.200 カジュアルエリア￥6.200

出 演

coba(accordion)

天野清継(guitar)

Claude Vadasz(guitar,vocal)

山内陽一郎(drums)

Christophe Hache(bass)

Patrik Goraguer(drums,Keyboard)
助 成

（１ドリンク付き）

田中晋吾(bass)

Thibault Dille(accordion)

Sublime(vocal)

アンスティチュ・フランセ パリ本部、 リール市
Avcc le soutien de l’lnstitut Fran Çais et la ville de Lille

お問い合わせ

ビルボードライブ東京 tel.03-3405-1133 予約センター受付時間【平日】１１:００～２２:００

【土】１１:００～２１:００

【日・祝】１１:００～２２:００（特別営業時間の場合～２１:００）

【平日・土休演日】１１:００～１９:００ 【定休日】不定休

♪横浜アコーディオン愛好会～青葉区民音楽祭に参加～♪
日 時 ① ２０１５年１１月１５日（日）
会 場

横浜市青葉公会堂

＊ 青葉音楽百景＊

１０:３０～１１:１５

ロビー

★東急田園都市線「市が尾」駅より徒歩１０分

－２１－

②
会 場

２０１５年１１月１５日（日）

横浜市青葉公会堂

１１:３０～１２:３０

大ホール

◇青葉区民音楽祭で演奏

横浜アコーディオン愛好会会員募集中 URL:http://yokoaco.jp ◇貸し楽器あります。
初心者教室
問合せ

第１、2、４、木曜日、午後３時から５時まで。

塚本 ０４４-８７７-９８７１

♪池田教室

場所：横浜青年館 講師：森陽介 レッスン料：１５００円

古岩井 ０４５-３６４-９６８４

＊ 主催：ゼンザーズ＊

第２回アコーディオン発表会♪

日 時

２０１５年 １１月１５日（日）

会 場

小平市中央公民館 2 階ホール ★西武多摩湖線「青梅街道」駅より道路沿いを国分寺方面に徒歩 4 分

開演１４：００

開場１３:３０

◆入場無料

主な曲目 【合奏・重奏・独奏】明るい街角／満州の丘に立ちて／屋根の上のヴァイオリン弾き／チャルダッシュ／他
◆ゲスト演奏 ◆アコーディオン伴奏でみんなでうたいましょう

問合せ

☎042-394-0481（北村）

♪平日の午後にみんなで歌う会♪
日 時

２０１５年 １１月２０日（金）

会 場

音楽センター会館・Ｂ１ホール

進行・伴奏
会 費
コメント

＊ どなたでも参加できます＊

午後２時～４時（途中入退場可） □１２月は１８日（金）
★ＪＲ山手線「新大久保」駅より８分／地下鉄「東新宿」駅より７分

新井幸子（歌声アコーディオン伴奏家）

予約（前日まで）１．０００円／当日：１．１００円 ※お茶代・歌集レンタル料含む
うたごえの歌・童謡・唱歌・懐かしい流行歌などを一寸お茶しながらアコーディオンの伴奏で歌ってみ
ませんか？毎月第３週の金曜日が基本です。

問合せ

音楽センター教育部 ☎０３‐３２０８‐８３７７ ＦＡＸ：０３‐３２００‐０１０４（お気軽にどうぞ！）

♪あこけんコンサート♪

＊ 秋の１日をアコーディオンの音色とともに＊

日 時

２０１５年 １１月２２日（日）

会 場

牛込箪笥地域センター5F 多目的ホール

プログラム

★入場無料
★都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅 A１出口徒歩０分

【合奏】 時間通り教会へ／ジェラシー／アディオス・ノニーノ／他

街の灯り(弾き語り)／他
主 催

14：30～１６:３０

【重奏】 ニューヨーク・ニューヨーク／他

東京アコーディオン研究会

【独奏】 チロルの手風琴／

オカリナ演奏、みんなでうたおう

http://www5f.biglobe.ne.jp/~akoken/

♪「第５回山岳フォーラム 2015」♪ ＊ スイスアンサンブル・エンツィアンニュースより＊
日 時

２０１５年 １１月２８日（土）・２９日(日)

※サミー・ツンブルンさんのヨーデルとアルプホルンの演奏は２８

日(土)の１２:４５からです。
場 所

松本市民芸術館

（長野県松本市深志 3-10-1）

■詳細：http://www.sangaku.net/

♪永易理恵ピアノリサイタル Vol.1「デュオが生まれる♪ ＊ OTO の会 新作コンサートシリーズ No.17＊
日 時

２０１５年 １１月２４日（火）

会 場

東京オペラシティ

開演 19：00

開場１８:３０

リサイタルホール

【第１部】 小﨑光洋作曲 「ニュアージュⅢ」アルトサキソホンとピアノのために（サクソホン：上野耕平）
佐藤公一郎作曲 ヴィオラとピアノのための「不如帰の唄」（ヴィオラ：佐々木亮）
新井健歩作曲 ベートーヴェン:ピアノソナタ第２１番ハ長調作品５３「ヴァルトシュタイン」新しいペタルを考案
【第２部】 末吉保雄作曲 「エチュードの形をした小作品より₋連弾版」（作曲者との連弾：改定初演）
大家百子作曲 「Duo」第２番 スタンダードアコーディオンとピアノのために（アコーディオン：山岡秀明）
深澤
料 金
チケット

舞作曲 Nameless Tree チェロとピアノのために（チェロ：金子鈴太郎）

全自由席

一般：３．０００円 学生 2．５００円

メール：otonokai.concertinfo@gmail.com

☎クレッシェンド 080-2151-7725

－２２－

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪地球音楽工房より コンサートのお知らせ♪
◎日 時 2015 年１１月２５日（水） 開演 13:30（終演 15:30）
会 場

小金井

宮地楽器ホール（小ホール） ★中央線「武蔵小金井」駅南口前（小金井市民交流センター）

出 演

藤枝貴子（アルパ） 八木倫明（ケーナとナイと作詩）

予定曲

広い河の岸辺／想い出のサリーガーデン／アマポーラ／コーヒールンバ／他

料 金

全自由席

申込み

コンサート・ラド（長谷） ☎090-6515-1059

アルパ独奏曲など

前売:一般 2.500 円／学生:1.000 円（当日はプラス 500 円）

2015 年１２月３日（木）

◎日 時

■ゲスト（歌と朗読）：中村初恵（ソプラノ）

地球音楽工房 ☎0８0-5379-4929
開演 1４:０0（終演 1６:０0）

会 場

千葉市美浜文化ホール音楽ホール

出 演

藤枝貴子（アルパ） 八木倫明（ケーナとナイと作詩）

予定曲

広い河の岸辺／映画『ライムライト』～テリーのテーマ／イエスタディ／他

料 金

全自由席

申込み

地球音楽工房 ☎0８0-5379-4929 FAX 03-6759-3297 E-mail：yagirin88@gmail.com
2015 年１２月４日（金） 開演 1４:０0（終演 1６:０0）

◎日 時

★京葉線「検見川浜」駅より徒歩７分
古谷真未（チェロ）

歌と朗読：枝元一代
アルパ独奏曲など

前売:一般３.０00 円／学生:1.000 円

会 場

文具のキムラヤ（八幡通りルーム（定員 70）★西武線「本川越」駅より徒歩６分、八幡通り商店街沿い

出 演

枝元一代（歌）

料 金

全自由席

藤枝貴子（アルパ＝パラグアイ・ハープ）

八木倫明（ケーナとナイと作詩）

前売:一般３.０00 円／学生:1.000 円（当日はプラス５００円）

申込み：１２月３日（木）と同じ

♪五十嵐・小林・柴田・山路「アコーディオン教室 合同発表会」♪
日 時

2015 年１１月２９日（日）

開演 15:０0 開場 14：45

◆入場無料

会 場

ギャラリー櫻文堂 TEL：042-573-5676 ★JR 南武線「谷保」駅、徒歩１０分

予定曲

サンタルチア／シュワジュベチカ／オリーブ・ブロッサムズ／
小さな喫茶店／蘇州夜曲／ヌエベ・デ・フリオ／他

問合せ 五十嵐：０９０-３６００-７２７８ 小林：０９０-２５６０-０４４２
柴田：０８０-５１８３-２７１５

山路：090-8322-2684

♪ゆうやけ合唱団 うぶごえコンサート♪
日 時 2015 年１１月２９日（日） 開演 1４:０0 開場１３:３０
会 場

八王子市元八事務所

八王子市大楽寺町 419-1

★JR・京王「高尾」駅南口、北口よりバス

京王八王子行き乗車、元八事務所降車１分

演 奏

ゆうやけ(混声)合唱団：アリオンコーラス(女声)

男声コーラス ＲＥ；ハート

ゲスト

ＫＲＵＧアコーディオン四重奏／他

参加費

５００円 問合せ ０４２-６６２-９７１６(遠藤) ０４２‐６６４‐９８１８(橋本)

♪青山義久さんを偲び作品をうたう会♪ ～ありがとう青山さん。たくさんの歌を生み出してくれま
した。これからもずっと歌い続けていきます。
大好きな青山さんの作品をみんなで歌いましょう！～
日 時 201５年１２月８日（火） 午後７時～９時
会 場

ルミエール府中 コンベンションホールＡ・Ｂ

呼びかけ団体

・うたごえサークル青梅麦笛
・国立うたおう会
・さんゆう会

・三多摩青年合唱団

・じゃんけんぽん

会 費

１,０００円

問合せ

(有)さんせい ＴＥＬ：042-576-9247

京王線「府中」駅から徒歩６分

－２３－

ホワイトボード（連絡はがきその他より）
♪ＣＤ「ふるさとの風」発行のおしらせ♪ ＊ 木下そんきが選ぶうたごえの名曲＊
選ぶシリーズ③
井上頼豊・外山雄三・堀喜美代・渡辺昌子・・・名演奏の数々を収録

□器楽曲も!!

みんなが笑う日まで:オーケストラのための／ふくろうの歌：チェロ二重奏による／鳥の歌（カ

収録曲

タロニア民謡）／しらす畑／アカシヤ・内灘数え唄（組曲「百草のうた」より）／手のひらのう
た／ふるさとの風（２００７年日本のうたごえ祭典 in 奈良テーマソング：木下そんき作曲）／以下
木下そんき作曲作品：花には太陽を子どもらには平和を（１９６０年５０回国際婦人デーのために）
／地球家族のぼくら（合唱組曲「月の輪からのメッセージ」５章）／明日へ／他全１８曲収録
■発売元

株式会社音楽センター

■申込み

(株)音楽センター

■定価

２．０００円（税込）送料は別に２００円

ＦＡＸ：０３‐３２００‐０１０４

木下そんき 電話＆ＦＡＸ：０４９‐２９２‐６４５０

告知
青山義久氏（アコーディオン奏者）が２０１５年９月１２日（土）自宅で急逝されました。６７歳でした。
葬儀は、９月１６日（水）延浄寺（東京都調布市）に於いて住職による読経、焼香の後、葬送歌とし
て最初に合唱団「道」による「鶴」（詞：ガムザトフ／曲：フレンケリ）、次に３９年間指導されていた吾
妻水曜コーラスによる「あの鐘を鳴らすのはあなた」（詞:阿久悠／曲:森田公一）がうたわれ、続い
て参列者も加わり「ともしび」「故郷」「赤とんぼ」を中山英雄氏の伴奏でうたう、そのような１日の
みの音楽葬として執り行われました。
青山義久氏が初めて関東アコの審査員として参加されたのは１９９１年（第３回関東アコーディオ
ン演奏交流会）でした。そうして次に審査員として参加されるのが５年後の１９９７年（第９回）になり
ます。それ以降毎回審査員のメンバーとして関東アコに関わって下さいました。
また、関東アコ主催の伴奏講座では、２０１０年
（第７回伴奏講座）にオブザーバーで参加されて以
降、今年７月に実施された「第１２回伴奏講座」まで
継続して講座を持ってくださいました。関東アコー
ディオン演奏交流会としても貴重な講師のお一人
でした。心よりご冥福をお祈りいたします。
◀今年の伴奏講座の夕食後の交流会で、大学の歌
声サークルに入るきっかけになったという「心さ
わぐ青春のうた」を演奏する青山義久氏。
◎青山先生は、『お寺の住職にアコーディオンを教え
ていて、檀家を中心に歌声サークルができたので、
月に１度は私が伴奏に行くんです』と今年の伴奏講
座の中で、最近変わったことを始めたとご自身で紹
介されていました。延浄寺とはそのようなつながり
があったようです。 今年の演奏交流会で譜面にアドヴァイスを書き込む姿と講評のときの青山義久氏▲

第２７回関東アコーディオン演奏交流会「第９回実行委員会」のお知らせ
１１月２２日（日）18：00～ 会場：エデュカス東京（市ヶ谷）
■第２７回関東アコを振り返って、講評カード廃止での感想など ■今後の伴奏講座について
■実行委員・出場者・お客さん・ともに増やす取り組み

■障がい者介助への対応

－２４－

■会計報告

■その他

