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年頭のご挨拶

NPO法人全日本シエアアンサンブル連盟 理事長 岡村斉能

新年 明けましておめでとうございます。

平素より当連盟への一方ならぬご愛顧を賜り誠に有難うございます。本

年も何卒よろしくお願い申し上げま丸

昨年は当初より新型コロナウイルスの世界的な大流行で、国内も一時

は緊急事態宣言により産業、教育、文化、スポーツなど全活動が自粛さ

れ大変暗い日々を過ごしていましたが、宣言が解除された頃より、徐々

に諸活動が活発化され始めています。

各団の代表をはじめ団員の皆様には、さぞ不安で不快な一年でだつたと

存じますが、この疫病は歴史的に見ても2年ぐらいは続くようで、今年

も覚悟しなければなりません。

そんな中で私たちのシニアアンサンブル活動は、一定の制約をクリアし

ながら練習を再開し、中には定期演奏会を企画、実施した楽団もあるようで大変嬉しく存じていま

す。ただし何卒クラスターが発生しないようにケアしましょう。

◇ さて、既にお話した通り第16回全国大会は茨城県の取手市民会館にてH月 7日 (日 )に開催しま

す。今回の大会も従来通り「団員同志が聴き合い、楽しみ合う」ことをモットーにしていますもこの

ような非常時ですからお客様の入場者制限、マスク、検温、間隔、手洗いなど対策を施したく存じま丸

私たちの活動には、その目標として発表の場が不可欠です。今回は懇親会や全体合唱もなく、不規則

な内容になりますが、多数の楽団の出演を期待していま丸

◇ 次に、私たちの活動目標である、福祉施設への「出前演奏」ですが、ご高承の通り、昨春の介護

施設におけるクラスターの例を見ても外部からの感染は絶対に避けねばならない事情もあり、当分

の間、中止にした方が無難かと存じます。

◇ それから、私たちの活動の大きな目標である新規楽団の設立ですが、昨年8月 より千葉県の茂原シ

ニアアンサンブルが発足しました。このコロナ禍の中で設立され19名の団員を集められた松永副理

事長ご夫妻の尽力に敬服しています。お陰様で当連盟も34団体の加盟になりました。私たちは今年

度も続いて設立することを目指しています

◇ 次に「楽譜ガイドの1921年度版」を3月 に発行致します。昨年2月 に急逝された松本洋二先生の

作品を松本楽譜として特別価格で販売したり、新しい編曲者の網羅も考慮しています。各団ともこの

活用が定着してきていることを嬉しく存じていま丸

◇ 次に海外旅行は今年度は交渉すら難しいと考えており渡航は 2～ 3年後なるものと存じます。

◇ 最後になりましたが賛助会の皆様には相変わらずご支援下さり、誠に有難うございます。

これからもSEの普及育成に努めますので何卒よろしくお願いします。

最近、電車やバスに乗ってもほぼ全員がマスクをして静かに乗車しておられる情景を見て、日本人の

行儀のよさに感動します。この国は災害が多いので、皆で助け合う「絆」の心が定着しているように

存じます。皆様が、健康で幸せな年でありますよう心からお祈り致します。
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理事会だより
: :|     :      : :      | |    |         | げ

令和 2年度 全シ連第 2回理事会の議事録より

NPO法人全 日本シエアアンサンブル連盟  事務局・副理事長 高橋昭五

0日 時 R209018(金 )13:30～ 16:00
0会場 取手市福祉会館 2F会議室D(取手市東 1丁目 1-5)

議題 1。 第 16回 全国大会取手大会の具体的内容
。会場 取手市民会館大ホール

・期日 令和 3年 11月 7日 (日 )

。顧客動員 :現在の段階では出演者と賛助会員のみで間隔をとって着席して頂く予定。

但し状況によってもっと入場者を増やす場合もありうる。
・打ち上げ :現在の段階では催さない予定だが、コロナの終息状況によっては開くこともありうる。
・要項提示 :来年3月 下旬開催予定の令和 3年度通常総会に提示する。
。その他 主営は茨城県連盟、実行委員長は宮崎理事が担当。これまで茨城県は合同で出演していたが、今回
は 5団体が単独で出演する。

議題 2。  今後の諸活動について

a.全シ連 25周年記念誌の作成

コロナ禍の関係で会合が中断しているが、幸い高橋事務局長が“ひびきあぃ"を創刊以来全号保管しているので
経歴については編集し易い (当初の23周年記念誌を25周年記念誌に訂正します)。 担当は松永、牧野、岡
村、高橋。

b.台湾への親善旅行

コロナ禍で見通し難であり、KNTと の連絡は中断している。令和 4年 3月 頃の実施で交渉したい。

c.来年度の総会の開催

来年3月 下旬にぜひ実施したい。場所は従来の市川市のザ・タワーズィーストで如何と考えている。
本年度の活動実績、会計実績は殆どないが、通常通りの資料を作成して報告したい。

議題 3. 新規楽団の普及状況

茂原シニアE    (8ペ ージをご覧ください。)

議題 4。  理事の人事異動

① 市川SE代表の鎌田代表が病気のため退団、代わって柴田守氏が代表、全シ連理事に就任。

② 横須賀SE代表の清水玲子副理事長が病気のため退団、これまで担当していた“ひびきあい"の編集長を取手

SEの宮崎 正氏にお願いした。

訃報

全シ連 元副理事長 萩原充行氏のご逝去

全シ連、SE千葉県連の中枢として活躍され、千葉SEの代表や四街道、市原、習志野SEの設立に尽力され中枢

として活躍され、当連盟のハワイツアーにも尽力された萩原充行氏が去るH月 5日 、逝去されました。

8日 の告別式には岡村理事長、松永副理事長、ほか千葉SEから代表など多数参列しました。享年80歳でした。

心よりご冥福をお祈り致します。



令和3年 1月 1日発行 全日本シニアアンサンブル連盟広報誌 「ひびきあい」第75号

コロナ禍における各楽団の対応・対策

コロナ感染対策 そしてレッスン再開  アンサンブルシ…ガル横浜 代表 堤 通能

新型コロナ感染拡大を受けて、3月 から8月 までレッスンを休止しました。その間 2回の全員会合を行い、感染対策の検討及

び再開時期の見極めをしてきました。

1、 基本的感染対策

○体調が悪い時はレッスンを休む。○入退室前に手消毒。マスク常時着用。椅子 。の消毒。○換気のため全ての窓・ ドアーは

開放。空調機送風最強に 。扇風機利用。○対面 。大声会話は避ける。大型楽器搬入搬出は少人数で行う。○会場スペースを最

大限利用し各人の間隔1.5mを確保。○感染した場合は速やかに報告する。

2、 管楽器飛沫飛散防止対策

当団員は8割が管楽器担当の為飛沫対策に苦心しました。音楽団体の飛沫実験データを参考にしながら、当初は楽器全体をビ

ニール袋で覆う事も考えましたが各パートから演奏しづらいとの意見が相次いだ為次の重点対策としました。○全ての管楽器

はベルをビニール袋 。布などで覆う。○音楽教室の実例を参考に演奏中の口元マスク着用。フルー ト群及び金管楽器は必須、

クラリネット・サックスは任意とした。○マウスピースだけの吹込み練習は行わない。金管楽器の水抜きは布を当て行う。

3、 レッスン再開

この間指揮者の今丼先生からもレッスンでの感染の可能性と予防策の提案を頂き大いに参考になりました。そして9月 から漸く

レッスン再開にこぎ着けました。若千名の一時休会申請がありましたが早期復帰を期待しています。レッスンは従来の毎週1

回 。1回3時間を、隔週1回 。1回 2時間に変更してスタートし、レッスン30分毎に10分の換気休憩を入れています。お陰様で今

のところ順調に進んでいます。そして1回 2時間では物足りないとの声があり、10月 後半からは1回3時間に戻しています。不安

を抱えながらの活動ですがこれが自信になれば良いと思っています。

つくばSE 代表 松田耕二

つくばSEIま 3月 の定期演奏会が中止になり、休会していました。新型コロナウイルス感染症が消えた訳ではありませんので、

感染症対策を厳重にして7月 から練習を再開いたしました。感染症対策の基本は原因ウイルスを持ち込まない、持ち出さないで

すので。この基本に則り、練習場所を音楽室から広いホールに替え、入室前に手指のアルコール消毒、非接触型体温計による

体温チェック、チェックシー トに過去 2週間の体調と行動を記録をしてもらい、ホール内では扉と窓を解放、隣との距離をlm

の間隔を空け、管楽器を最前列に配置しました。演奏時以外はマスク着用し、出来るだけ会話を控えるようにしています。退

出時にも手指の消毒を行いました。指揮者は牧野英一先生に来ていただき、マイクで指示を出してもらう様にしました。来年3

月13日 (土)の定期演奏会に向け、感染症を吹き飛ばすぐらいの元気な演奏が出来る様頑張っています。

ラルゴ室内含奏団 団長 戸田武夫
当団の演奏活動は、調布市の施設を利用しています。4月 から6月 まで、コロナ感染の恐れがあり、練習会場の封鎖が続き、

通常練習が停止になりました。

加えて夏の恒例行事の、邦人でドイツのオーケストラで活躍中の方のご指導による『弦楽アンサンブルの為のサマーセミ

ナー』も中止となりました。

この自粛期間中に、当団指導者の松本先生製作の『弦楽器ボーイングの練習方法』や、『両手うちを使ったリズム練習』の

動画を取り組みました。

7月 から、通常の練習にもどりましたが、数名がまだ練習参加を自粛しております。いよいよ、本年H月 には全国大会が行わ

れます。全国のシニアの皆様と、日頃経験出来ない大きな会場で、楽しく一緒に演奏出来る歓びを、分かち合いたいと思いま

す。今後ともよろしくお願いいたします。
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宇都宮シエアアンサンブル  代表 真嶋琢平

当アンサンプルも新型コロナウイルス感染防止のため3月 から活動を中止しておりましたが7月 より月 2回のペースで練習を
再開致しました。ただコロナ禍が収まるまで大事を取って一体みと言うメンバーも少数おります。

当アンサンブルは令和 2年度より「宇都宮シルバーアンサンブル」から「宇都宮シエアアンサンプル」に改名し、指揮指導
を鈴木基司先生に代わって水越久夫先生にお願いすることになりました。

毎回の練習は大きな集会室を 2部屋続きで使用し、メンバー同士は15m～2mの距離を空け弦楽器や鍵盤楽器奏者はマス
ク、管楽器奏者はフェースシール ドを使用し、又先生は透明のシー ト越しで指揮をしていただいております。 練習時間の半
ばでは窓やドアを開け放し換気をしております。

しかし残念なことはコロナ禍が収まらない現況では演奏会の機会がほとんど無い状態です。
当アンサンブルではプログを開設致しましたので L単力hⅨ週へ鱗仙建an∝ にアクセスしてみてください。

下妻シエアアンサンブルの近況報告   代表 鳩員千春

下妻シニアアンサンブルは、2018年 6月 に発足し、現在17名 の団員が在籍しています。
古谷譲先生指導の下、千代川公民館で月2回練習を重ねてきました。2019年2月 2日 には、石岡シエアアンサンブルさんの協力
を得、発足記念コンサートを開催し、市民文化祭や公民館祭り、近隣の養護施設ホームなどで訪間演奏をしています。

ヴアイオリン、チェロ、フルー ト、サックス、ハーモニカ、ピアノ (キーボード)、 ドラムなどの楽器を用いています。 現
在コロナの影響で十分な演奏活動ができていませんが、練習は続けています。現在はシエアアンサンブルの楽曲の他に、指導
者の古谷先生編曲による楽しい曲をどんどん練習してレパー トリーを増やし、どんな場面でも演奏できるようにしていきたい
と思います。

四街 道 シエ ア・ポ ップス・ォ ーケ スラ   代 表  佐 々木 信 一

私たちのシエア・ポップス・ォーヶストラは、昨年 10月 7日、結成10周年を迎えました。団員一同、大変嬉しく思っておりま
す。思い返せば、長かったようでもあり、短かったようでもあり,それは愉しかったか,楽器の扱いが思うようにいかなかっ
たなどそれぞれの理解の仕方だと考えます。でも発会式に参加したり、初めての定期演奏会に胸をときめかせたり、ボラン

テイアでお客様が涙を流して下さったり,結果的にはいい思い出ばかりが浮かんできます。

さて、そんな中、コロナ禍で如何んともし難いのは、皆さん共通の痛恨事だと思います。私たちのオーケストラでも、咋秋
の10周 年記念定期演奏会を特別のものにしたいと期待を膨らませていたところでしたが。̈ ¨。。延期になったことは止むを得
ません。が練習場の対コロナ制限かなり解除されて来つつあり、4ケ月のやすみののち、6月 の後半から,マスクの着用と拡散

着席ぐらいで、ほぼ平常に戻った練習を続けています。溜ってきているコロナの抑圧をバネとして、さらに高みを目指したい

と考えています。演奏会は今年の4月 としています。これからも明るい未来を指向して,大いに学び、大いにオーケストラと人

生を楽しんでいきたいと思っています。

市川シエアアンサンブル 副代表  高崎 康史

昨年3月 、根拠地としている公民館の閉鎖で練習場を失いましたが、6月 に演奏が可能な施設を探して練習を再開しました。8

月からは公民館も利用できるようになったものの、以前より制約が多いため、未だに練習場の確保には腐心しています。 6月

の活動再開時の出席団員は約半数で、爾後、徐々に増えてきましたが、依然として健康に不安がある若干名の団員は出席でき

ていません。この様な状況で、団員の帰属意識が希薄になることが懸念されるため、団員への連絡メールの発信を頻繁に行う

などで連携維持に努める他、若い指揮者・野村先生が定期的にYouTubeでオンライン授業 (合奏の基礎知識)等を配信してくれ

ています。目下の悩みは、昨年5月 に予定していた定期演奏会が延期になり、開催の目途も立たないこと。また、それ故に練習

をする目的を見失いがちになることです。加えて、頻りに開催していた「激しく盛り上がる大宴会」が開けないことも残念至

極です。
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習志野シニアアンサンブル  代表 戸塚嘉明

習志野SEでは3月 初めより10月末現在まで、コロナ禍のため練習は一度もしておりません。中止の期間中、夏に公民館が再

開されましたが、今まで使用していた音楽室だけは密室状態の為使用禁止となりました。運営委員会を開き今後の練習方法と

して、管楽器を除いた少人数での練習も検討したのですが全員ができる条件が揃うまで再開しないとの結論になりました。

10月 15日 に公民館の使用規則が緩和され、管楽器がある場合一人当たり4平方m以上確保することで部屋の使用が許可され

ました。ただ36名全員を収容し、音が漏れれても大丈夫な部屋は市内には1,2か所しかなく、毎回部屋を確保するのは困難と

判断、年内は練習中止を継続することに決定しました。

今後もう一段階使用規制が緩和されたら、来年以降改めて協議することとしました。併せてイベント、ボランテイア活動、

定演等今年度は中止、延期することにしてます。

湘南リラフィル・同弦楽アンサンブル 9月より通常活動を再開しました

湘南リラフィルは60名 、弦楽アンサンブルは30名 の団員がコロナにより今年3月 より半年間休眠しましたが、活動を再開し

H月 には90%の 団員が復帰しオーケストラ音楽を楽しんでいます。

新配置(写鋤 は現時点でのプロオケの標準である管楽器1.5M,弦楽器 1.2の間隔をとり、管楽器はマウスシール ド着用 (フルー

ト)な ど個別の対策、弦もマスクでの演奏です。客席も使つての演奏ですが、会場の充分な広さと優れた音響に助けられ、

ディスタンスの不便やハンディーは感じられません。 (現在は写真のビニールフェンスは外してます)

曲目はリラフィルが、ラローのス

ペイン交響曲 (写真 :ソ ロは団専門

演奏員の永瀬成美)を終え、現在は

ベー トーベンの運命の他、チャイコ

フスキーの自鳥の湖、シベリウスの

フィンランディアなど大型曲を楽し

んでいます。弦楽アンサンブルはア

レンスキーの変奏曲を終え12月 より

シューベル トの大作「死と乙女」

(マ ーラー編)に 取 り組みます。

今回判ったことは、プロアマ問わず

演奏に対する意欲願望は非常に強い

という事でした。現在大型オケは場

所の関係などで活動中止の所もあるようですが、当団は感染対策の上活動していますので皆様の参加を歓迎します。見学だけ

でも結構です。詳細はホームページ         を参照下さい。

団代表 中島良能 (問合せ090-8345-6050)

近況報告 船橋シエアアンサンブル  代表 穴倉和夫
定期演奏会は今年の10月 予定でしたがキャンセルしました。来年秋予約するつもりです。訪間演奏はすべてキャンセル。こ

れからの練習の見通しは7月 中旬まで管楽器を除くなら許可されていますが、10月 に管楽器もコロナ対策を厳重にして「OK」

でました。普段の練習がいかに貴重なものだったか !6月に定期演奏のプログラムのなかで、パート別発表がありますが、管楽

器を除いて三咲公民館の講堂 (定員240人 コロナ対策定員102人)(普段は音楽室定員70人,コ ロナ対策定員40人)で 6月 24日

に行いました。

開始時間 :12時 練習場所 :講堂

①お互いの近況報告、②パー ト別練習 1.「乙女の祈り」マンドリン、ギター 2.「魅惑のフルツ」弦楽、ビアノ 3.「私のお気

に入り」キーボー ド、ベース、打楽器

(「見上げてごらん夜の星を」フルー ト&グロッケン、七夕さま」クラリネット&サックス)は管楽器も練習できるようになっ

たとき)

9月 2日 に何しろ集まろう、と言うことで三咲公民館の音楽室に集合しました。その時指揮者の脇田先生のはからいで。『演

奏にも役立てよう !音楽ミニ講座』 第一弾「調性について」を30分 くらい講演して頂きました。後は今後どのように練習し

ていこうか ?という話し合いがもたれ。最終的には月2回、公民館と八千代市にある明治ゴルフの会議室 (こ ちらは管楽器も入

れて)で行う、また船橋文化ホールの舞台だけを借りて行うなど、いろいろな考え、コロナヘの感じ方、どれが正しいのか『正

解』はないだけに困りました、しかし方向は示さねばなりません。しかし10月 から厳重にコロナ対策をして練習出来るように

なったことはうれしい限りです。

¬1
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水戸シエアアンサンプル  代表 中神 茂

首都圏での新型コロナ感染拡大を受けて3月 から私達の練習場所である水戸市社会福祉協議会のボランティア会館も閉鎖とな

り集合練習の中断を余儀なくされました、毎回の練習ではほぼ100%の出席率だった団員の落胆は想像以上のものでした。

約4か月の中断を経て6月 24日 の再開ではどの顔も満面の笑みで溢れてはいたものの感染への不安を抱えながらの練習となり

ました、ポランティア会館の配慮で従来の練習場所から一回り大きな部屋をお借りする事が出来るようになりました。弦楽器

キーボー ドドラムは全員マスクの使用、管楽器は間隔を空けての飛沫拡散防止に努めております。 12月 に予定をしておりまし

た第二回クリスマスコンサー トの中止を決めましたが無観客での演奏会を実施することにしました。各自がコンサー トに向け

て練習の成果を発揮し調和の取れたまさに響きあいになると確信しています。

石 岡 シエ ア ア ンサ ンプル   副代 表  口 山機 明

当楽団が常時練習場にしている公民館が3月 から使用禁止となり、3～5月 の間、楽団の活動も休止状態になりました。6月 に

予定されていた美野里町ミノーレでの公演も残念ながら中止となりました。

それでも6月 からは、恐る恐る練習を再開しております。だだっ広いスペースで、団員どうしの距離を確保しながら。まず
は、本年2月 の4楽団交歓演奏会を、さらには我が楽団の第2回定期演奏会を目標に頑張っています。

ところで、コロナ禍で印象に残った音楽シーンが 2つありました。 1つ 目は新日本フィル楽員による「パプリカ」のテレワー

ク演奏。ネット上で大編成の合奏もできてしまう時代です。我々シエアもITを使いこなしてやってみたいですね。2つ目は、ク
レモナ在住日本人ヴアイオリエストが医療従事者に感謝を込めて行った演奏。病院の屋上で弾いた「ガプリエルのオーボエ」
はクレモナの町に、厳かに響きわたっていきました。暫し手を休め、聴き入る自衣の人々、本当に魂が揺さぶられる感動的な
光景でした。

足立シニアアンサンブル  代表 高橋昭五
足立シエアアンサンプルは毎週日曜日、足立区立栗原小学校の音楽室をお借りして練習しておりますが、この度のコロナ禍

のため学校開放が中止になり3月 から6月 まで練習を中止しました。その後、団員の居住する団地の集会所をお借りして練習を

開始しましたが、来る10月 18日 から再び栗原小の音楽室で練習が出来ることになりました。コロナ禍のため例年実施されてい

る施設訪間演奏 (5月 )足立区音楽祭 (9月 )及び第14回定期演奏会 (10月 )がすべて中止になりました。

定期演奏会は隔年、全国大会のない年度に開催して来ましたが、練習日程が整わず止む無く中止に致しました。演奏曲目に

はベー トーヴェン作曲の田園交響曲第 1楽章や時代劇絵巻「ああ人生に涙あり。銭形平次 。大江戸捜査網 。大岡越前 。暴れん

坊将軍」等の大曲を含みますが、これらは次回の定演に演奏したいと考えています。

東金シエアアンサンブル  副代表 其原章治
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、3月 から練習を自粛。緊急事態宣言が発令された4月以降は全面的に活動を中止し

ました。残念ながら文化会館で予定していた5月 24日 の演奏会、直前のリハーサルも1年延期せざるを得ませんでした。6月 に

なると練習場所にしている公民館が人数制限の条件付きながら、いち早く使用できることになり、管楽器を除いて練習を再

開。全員参加となったのは7月 に入ってからで、それまでは自宅での巣ごもり練習のポイントを大野先生のアドバイスをもとに

毎週メール配信して士気を保つよう努めました。再開後の練習は、手指のアルコール除菌、マスクの着用、換気はもとより、

各人の間隔を広げて演奏、使用した椅子の除菌など、これまでとは違ったものになりましたが、みんなが集って音楽を楽しめ

る喜びを噛みじめながら、次の目標に向かって練習に励んでおります。

東京コーモド室内アンサンプル  代表 瀬尾祟子

東京コーモ ド室内アンサンプルは現在ヴァイオリン9名 、ビオラ2名 、フルー ト4名、タラリネット1名 の少人数で港区登録

サークルとしてアンサンブルを楽しんでおります。2月 16日 の高輪区民センター主催の演奏会の後、3月 以降コロナ騒動が全国

的に広がり秋の港区音楽連盟主催のコンサー トは中止となってしまいました。通常練習会場としておりました高輪区民セン

ターは、港区の要請により使用できなくなってしまい、8月 まで合同練習もできず、メンバーは自宅に引きこもって寂しい思い

をしておりましたが、やっと9月 になり条件付き (扉、窓開けっ放しで室定員の半数以下、換気に努める、毎回出席者の連絡先

など記入)会場が使えるようになりましたのでこの日を待ってましたとばかりに10月 18日 の港区高輪区民センターのサークル

紹介のYouTube撮影に参加することになりました。撮影まで lヶ月で練習もたった4回で本番という事になりましたが半年振り

に会う元気なメンバー (90歳を超えたフルー ト奏者も含めて)と アンサンブル演奏ができ音楽の楽しさを満喫できました。こ

れからも月1回でもいいのでソーシャルディスタンスを取りながら練習を続けたいと思います。
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滝野川シニアアンサンブル  代表 福原幸子
岡村斉能さんのお声がけにより、平成年30年9月 に発足して、毎月2回の水曜日練習を続けてきました。令和元年9月 に第 1回

の発表会を開きました。賛助の方々の大きな応援があつたので、いささか無理矢理かもしれませんでしたが開催出来ました。

今思うと、やつてよかつたと思います。コロナ感染症がはやりだし、今年は2月 から6月 まで集まることが困難となり、練習会

場も貸し出し不可に。9月 からようやく練習会場も弦楽器だけならば貸してもらえることになり、指揮指導の鴨丼先生にお願い

し、私の好きな映画音楽「タラのテーマ」の楽譜を用意していただきました。聴いていると簡単に思えるこの曲がなかなか難

しく、でもやっと雰囲気が出せるようになってきました。以前発表会で演奏した曲も賛助無しでも自分たちのレパートリーと

して演奏し続けられると自信にもつながると考えています。ようやくH月からフルー トやクラリネットの管楽器も参加できる

ようになります。演奏する楽しみも、皆が集まれることの喜びもひとしおです。来年には、第2回 目の演奏会を開けるように目

標をもって励んでまいりたいと思います。

コロナ禍の中、スペシヤルコンサート開催 千葉シニアアンサンブル・それいゆ 代表 寺島昭夫

コロナ感染者拡大の第3波襲来かと報道されたH月 末。美浜文化ホール・メインホールにてスペシヤルコンサー トを開催し

ました。コロナ禍中に開催することに際し、どのように準備して来たか簡単にまとめてみました。皆様の参考になれば幸いで

す。2回 目の東京五輸開催を控え、6月 の第6回定期演奏会に向けオリンピックマーチの練習に奮闘していた2020年初頭。それ

が2月 の新型コロナウィルス感染報道により、団員の中からも感染拡大を怖れて練習を休む連絡が出始めたため、2月 24日 より

急速活動を一時休止する旨告知。利用公共施設とも頻繁に連絡を取りながら、練習再開を望む団員たちの声を聞き日々再開日

を模索しました。5月 末久しぶりに対面役員会を開き、6月 8日管楽器以外の練習を再開。利用施設からの連絡で翌週から全楽

器での練習が解禁になりました。6月 の定演の延期で、前年から取り組んできた曲の発表機会が見通せなかったため役員会を開

き、団員の練習意欲を促す企画を検討。

例年は定演を終えるとH月 には畑コミのロビーコンサートを開かせていただいていましたが、Facebookで拝見させていただ

いている熊谷俊人千葉市長の発信で「こういう厳しい状況だからこそ文化芸術活動を止めるべきではない。活動の機会を促進

する施策を提言するべく動く」とあり、早速市の文化振興財団に問い合わせ、結果市議会で可決後詳細がHPに発表されまし

た。それからの役員の動きは速く、会場の予約、プログラムの打ち合わせ、練習計画の作成及び楽譜手配、広報活動、近隣のSE

へのスタッフ応援依頼、フアンクラブヘのDM等々。役員だけではない。全団員がマスクを着け手指消毒後、協力して練習会場

の除菌、全団員の検温、換気、椅子 。机等の設置を手伝い、コンマスの指示で調音を終えた後、全員で先生へ礼をして練習を

開始する日々の繰り返しでした。

今回の演奏会は、三密を避けるため事前予約制とし、プログラムもアンケートも人が密集するため作成せずt歌伴・アンコー

ルも中止。長時間会場に留まることを避けるため休憩なしで一気に15曲 を60分で演奏することにしました。コロナ感染者の拡

大で入場予約者156名 の動静が′い配でしたが、欠席は42名。当日受付6名を含め120名 のお客様をお迎えすることができまし

た。受付では、検温、手指消毒、マスク着用の徹底。客席は定員の半数以下に抑えるため間隔を空けて一つ置きに座っていた

だくよう貼紙をしました。

プログラムは、クラシック5曲、日本の曲6曲、外国の曲4曲。この中には、笹森敏明先生編曲の4曲 (瀬戸の花嫁、ラ 。クン

パルシータ、エル・チョクロ、アメイジンググレイス)も含まれます。2015年 H月 17日 が先生のご命日。我々の元団員も第

二代代表の萩原充行氏がH月 6日 に天上に召されました。その他結団以来5名の団員が鬼籍に入られ、リハーサル前に全員で

「感謝の気持ちを込めて精一杯演奏しよう」と呼びかけました。終演後会場の出口で来場者から「ありがとう。とっても楽し

かった」「生演奏を聴くのも久しぶりで癒された」との声。DMの返信欄には「今年は演奏会はないのかと思っていたので待っ

ていました」のコメント。やって良かった、と心から思いました。また、県内のSEからも受付等応援に来ていただき、とても

感謝しております。音楽を愛する仲間がこんなに多くいるのだと心強く感じた一日でした。既に来年5月 31日 の定演に向け動

き出しています。

令和3年 1月 1日 発行 全日本シニアアンサンブル連盟広報誌 「ひびきあい」第75号
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シエアアンサンプ lレ

(新加盟楽団紹介)

茂原シニアアンサンブル発足報告

2020年 8月 1日 に千葉県茂原市に新たにシエアアンサンブルを立ち上げました。本来なら5月 スタートの予定でしたが、新型
コロナ騒動が持ち上がりのびのびになつていました。

茂原市は、千葉県外房の長生地域中央にある人□約88,500人の歴史ある商業都市です。ここにシエアアンサンブルを立ち上
げようと思つたきっかけは、千葉県連盟のコ0周年記念誌を編纂したことでした。千葉県内のSEの分布を図に表してみると、こ
の地域にSEがないことが気になったのでした。

茂原市には何の足がかりもなかったので、まずヽ シティライフという地域情報紙の3月 版に「茂原シニアアンサンブル立上げ
協力者募集Jを掲載してもらいました。するとなんとコロナ騒動の最中にも拘わらずヽ 僅か1週間で10人の方から電話がありま
した。なお、指導者は、2月 頃、千葉SEの指導者、横林歩先生を紹介していただいて早々に決まっていました。

6月 6日に先生と協力者の方にお集まり頂き準備会を

開きました。そこで練習会場、練習日、発足日を決

め、分担して発足団員募集を開始しました。

8月 1日 (土)午後1時、茂原市本納公民館 音楽室に先

生を含めて19名が集まリスタートしました。

合奏が初めての方が多いので初日は合奏練習の基本

的な説明が先生からありました。

最初は指揮の見方、全体音量の大小は指揮棒の振り

方や左手の上下で示すこと、音のタイミングは想定

した窓枠に指揮棒がぶつかる時など。

ついで、楽譜を用いた4声帯和声による八―モニーの

練習に入りました。4グループに分けて8」 節ヽを演奏

しハーモニーを感じとる練習。更に、指揮者の指示

で、各グループが強弱をつけて演奏する練習など。

その他、ドラムスは第2の指揮者といわれており、指

揮が見えないときはドラムの音に合わせること、さ

らに、ベースとともに曲の上台を作るので、曲はこ

の土台の上にのつてつくるという話でした。

休憩後、「川は呼んでいるJ、 「遠くへ行きたいJ、 「コンドルは飛んで行くJを合奏しました。

前半の基礎練習があつたせいか、最初の1曲 目からかなり揃つた演奏が出来たと思ったのは私だけではないでしょう。今後の成

長が楽しみな楽団になりそうです。

10月末現在、パイオリン、ビオラ、チェロ、マンドリン、フルート、サックス、ビアノ、ギター、ベース、ドラムスと揃いまし

たので、あとクラリネットとキーボードなど今後期待したいと思います。(松永恒文)

添付の写真は、8月 29日の撮影です。

―
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シエアアンサンブル取手、シエアアンサンブル牛久 ドラムス佐川友英

私の今のドラム付き合いは,小学6年生の鼓笛隊小太鼓から始まつた。1964年東京オリンピック開催の年で

校内で鼓笛隊が発足され初期の小太鼓メンバーになつた。指揮、大太鼓、中太鼓、小太鼓、鉄琴、リコーダ

ーの構成、ユニフォームは体操着だったと思う。中太鼓も担当し、指揮に合わせて小太鼓 (4～ 5人)の

□一ルのテンポ、イント□の「タララ～ン タンタン.タ ララ～ン タンタン.タ ンタンタンタカタンタンタン

タンタン タカタカ タンタンタン・・・」が合わずヽ 放課後残され、女性音楽教師の黒板に譜面が書かれた練

習が毎日あつた。黒板譜面を見ながらメロディーも無し先生の手拍子たよりの練習を今でも記憶にある。

町内の祭りで小太鼓を0口 いていたので祭り太鼓は耳で体で身につけてきた。リズムが覚えやすく隣の太鼓に

合わせるのは楽に考えていたと思う。記憶にある曲名は、ソ・ソ・ソ・ラ・ソ・ミ・レ・ドの「希望の虹」や

「若い力」で町中をパレードしてた。中三の頃長兄が大学でコーラス部を立ち上げその仲間違と交流し (現在

も)音楽が更に身近になリギターを始める。高二でギターバンドを組むが物足り無く、その後兄は社会人ジャ

ズバンド活動していて影響を受けコントラバスを譲り受けて、たまたま近所の人(現在プロジヤズピアニスト)

に教えて貰い文化祭等で演奏してた。更に友人のドラムをD口 き始めジーン・クルーパーを尊敬した。

就職は都内の百貨店、早速楽器売り場のジヤズが好きな店員とバンドを編成、ベースとドラムを担当、たま

たまプロのバンマスと知り合いベースの空きがあるからと誘われてプロと一緒に演奏することになつた。女性

ボーカル2名、キーボード、ドラム、ギターがバンマスのバンドで、練習なしリハなし譜面なしバンマスがギ

ター弾きながらコードをそつと言つてくれ

るやり方でその日から本番。ジャズスタン

ダードから客のリクエストをこなすプロバ

ンドに20才の自分がいたが、全然立派で

はない。知らない曲の言われたコードを分

解して弾いているだけで1年程続くが仕事

の都合で英・仏国で働くことになりやめる

ことに。今思うと継続・努力してたら別な

人生があつたかも・・ 。と懐かしむ。成長

するに従つて仕事、家庭の方が優先になり

音楽は聴く方のみになる。新宿の厚生年金

会館・銀座ガスホールでのライブヽ ジャズ

喫茶ピットインの会員にもなり内外のジャ

ズアーチストを近場で聴いて楽しかつた。

あれから36年 ,50半 ば、ギター・ベースは弾けなくなつていた、好きなドラムは教室に行つたり継続してい

てクラッシクジャズが好きになり友人と楽 しむ。その年2006年に仕事中右手首骨折 。指複雑骨折腱断裂の大

怪我する。リハビリするもドラムは0口 けなくなつていた。チタンのプレートとボル トが16本埋め込まれたま

まで、8年後の平成26年 7月 取手SEに友人から誘いがあつた。昔の様に合わせられるだろうか、すぐ入団して

やはり合わないのが自分で気が付いていた。それを最終的に解消してくれたのは指揮者、菅先生だった。指導

法が巧みな話術で自信を持たしてくれる。私の場合はと言うと入団当時菅先生に「リズム感が無い」と言われ

悔 しくて数ヶ月欠席。過去は出来ていたけど今はできていないんだと気付き、感覚を取り戻す為にドラム教

室をマンツーマンの週1回通い、基礎からやり直ししたのが64才。数ヶ月後楽団に行き菅先生が変化に気付

き、何度も褒めてくれた驚き顔を今でも思い出す。褒められるからそれに答えねばと練習を重ねて期待に応え

る、難曲は体が拒否反応するが、練習に練習重ねているうちに少しずつ出来ているのに気付く。後に1楽団で

物足りず牛久SEに も入団する、県内に新規楽団が次々発足しドラマーがいなく、岡村顧問から応援を依頼さ

れれば、石岡SE。 水戸SE。 下妻SE・ と定演向けての応援を喜んで受けた、定演や慰問も多く、聴いてくれる

人がいると一生懸命楽しませたい。コンボとは違う楽団での演奏は格別に伝わる。また奏でる方も緊張と感

動が何とも言えない。アンサンブルでの ドラムの役割を指揮者通じて向上したいと思つている。現在は取手と

牛久の団員で石岡SE・ つくばSEの応援メンノヾ一で4団体を楽しんでいます。
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心音楽と私メ

『桜の頃に』  見松淳子 (習志野シエア アンサンブル )

桜が咲き始めた朝の公園で、フルー トの音色が聴こえてきた。

私がOLだ った20代の頃、通勤途上の事である。姿も見えなかったけれど、澄んだ音色は心に残った。

父はヴァイオリニス トだった。幼い頃、私がヴァイオリンを弾く真似をすると、父は大層喜んで、8分の1の

ヴアイオリンを買って私に教えた。

その頃、ヴァイオリンを習うのは裕福な家の子女が多く、父の生徒にも有名な会社の社長や一流ホテルの副社

長の息子がいた。父は若い頃、端正な顔立ちでォシャレでもあったから、生徒の母親のセレブなマダム達には

人気があって、食事やコンサー トに誘われる事もあり、私も綺麗な洋服を着せられて連れていかれた。そんな

父が好きだった。

しかし、成長するに従って、その年代特有の頑固で支配的な

父に反発を感じるようになり、思春期の頃には父にヴァイオ

リンのレッスンを受ける事も、ヴァイオリンを弾く事もすっ

かり嫌になってしまった。私は「ヴァイォリンをやめる」と

宣言した。

父は激怒して、私のヴァイオリンを叩き壊した。そんな修

羅場もあったけれど、後悔はしなかった。父との確執はそれ

から長く続いた。

それでも私の結婚式に、父は「からたちの花」を演奏してく

れた。

からたちの花は白いよ  白い白い花が咲いたよ

ウェディング ドレスになぞらえた私に対する思いだと分かっ

て胸が熱くなった。

結婚して、子育てが一段落した時、何か音楽をやりたくなっ

た。私にとってヴァイォリンはとっつきやすい楽器であった

けれど、今から習うのだから専門家になるわけではないし、

未知の楽器がやりたいと思った。

昔、公園で聴いたフルー トを思い出した。

「そうだ。フルー トをやってみよう」

丁度西武ライオンズが優勝して、船橋の西武デパー トが全ての商品をダンピングしていたので、フルー トと教

則本を買ってきた。

独学で習得 しようと思ったが、楽器の構え方からして分からない事が多く、読売文化センターでグループレッ

スンを受け始めた。先生のアドヴアイスで、何度やってもうまくいかなかった事がすんなり出来楽しかった。

夫の転勤で大阪に10年間住んだけれど、その間もその後もずっとフルー トは私の何よりの楽しみである。

妹が声楽を習っていて、フルー トと歌でコラボしようという事になり、実家のレッスン室で、合わせた事が

あった。父はレッスン室を出たり入ったりしていて、聴きたいけれど、聴くのも痛という感じだった。

父は晩年、脳梗塞で倒れ、それ以来ヴァイオリンは弾けなくなった。倒れる前日まで練習していたらしく、

レッスン室の譜面台には正の字のメモがあった。

父が何度目かの入院で、かなり弱っていた時、妹と一緒に父の病室を訪れた。その時3人で音楽の話をした。

初めて父と本当に対等に音楽の話ができたと思った。感慨深かった。

それから2か月後の4月 3日 、父は89歳の生涯を閉じた。

病室の窓の外は満開の桜が散り始めた。
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q:l 7 hq
シニ77ン サンプ :レ のための楽器知綺

〔l日 ]オ ーlレ ドバイオlノ ン その2

∨nの本体は全て本で作られ接着剤は動物の骨が材料の

二カワですから湿気さえ注意すれば何年でも使用出来ま

す。その典型的な例がオール ド∨nで、中には350年も前に

作られたものが未だに20数億円で売買され使用されてい

ます。

今号ではその代表的なものをご紹介します。

《アマテイとスタイナー》

この2人のVn作 りの功績について前号でご紹介した通

り、1800年 頃までは最も人気が高かったのですが、その

後の演奏会場の大型化と共に弟子の作品に最高位を譲り

ました。しかし未だその評価は高いものがあります。アマ

ティはストラディバリとガルネリの師匠で、スタイナーは

バッ八やモーツアルトも彼の∨nを 使用したと云われるな

ど人気を誇りました。

《ストラデイバリ (以後、ストラドと略します)》

Vn作 りと云えばストラドと言われるほどマニアに尊敬

されています。彼は推定1～И年頃に生まれ1737年 になく

なっています。

17歳からアマテイに弟子入りしてなくなる年まで実に

77年間もひたすら弦楽器を作り続け、作った本体は約

2600本で、現在は約600本が世界に残っていると云われ

ています。その内訳は殆どバイオリンですが、ビオラ、

チェロ、バスも含まれています。

1本当たりの単価は30年前で5億円と云われ、また現在

では24億円とも云われ。希少価値としてますます投機的

にも値上がりしています。

彼の作品は当時からよく鳴り、音色も美しかったので、

王侯貴族や寺院が自分の資産と楽団の備品用に買い求

め、その価格も高かったので、彼は大金持ちになり、2度

結婚し11人の子供に恵まれ、幸せな人生を送っていま

す。彼の作品が近年、世界で最も評価されるようになり、

他の全ての製作者は彼の作品の規格を採用 しています。

ス トラドVnの所有者は時代と共に変わり、現在では一

部のプロ奏者の他に銀行、財団、博物館やお金持ちが財

産の保全のために購入して新進で有望な奏者に貸与したり

しています。ウィーンフイルの最前列の∨n奏者はウィーン

国立銀行からの貸与されたものを使用しているようです。

戦後、辻久子が自宅を売却して購入したり、千住真理子

が近年、代金を正面して購入した事が大きな話題になりま

した。

《ガルネリデル ジェス》
アマテイに弟子入りしたガルネリのVnも 評価が

高く、―時サラサーテが使用していたと言われま

すが、ガルネリを一躍有名にしたのはイタリアの奇

才ノ(ガニーニが3代 目のガルネリデルジェスの作品

を愛用 し、超絶技巧による演奏でお客を驚かせ、

1830年 頃のヨーロツパに大旋風を起こしたからで

す。そのVnの音色はス トラドよりも高く評価する

人もあり、仕上げはストラドほどではないが価格

も同等のようです。

但 し、ガルネリデルジェスは少し気まぐれのとこ

ろもあったようで製作本数は250本と少ないようで

す。世界的にはノヽイフェツツが使用していました。

日本では戦前戦後は諏訪根自子、最近では五嶋み

どりが使用しています。

《ガダニーニフアミリーと
ガリアーノフアミリー》

オールドVnは上記のほか数多、ありますが特に

ガダニーニー族はクレモナを中心に250年間 (8

代)に亘って活躍して有名であり、2代目のG・ B

ガダニーニの作品 (1750年頃)は最近ますます評

価が上がってストラドやガルネリよりも高く評価す

る人もいます。ガダニーニ事件というニセ物∨nの

悲劇でも有名です。

ガリアーノー族はナポリを拠点として4代続きま

したが、初代の1750年 頃の作品がガダニーニと同

様に評価が高いようです。

くこれらの銘器は誰が弾いてもよく鳴るか?>
昭和50年頃にNHK総合Wで5本のVnの 中から一

本のストラドのVnを聴き当てる番組が放送されま

したが、的中率は20%で した。

20数億円のVnは確かに音色はよいが現在の100

万円以上のVnと 際立った違いはないようです。

ストラドを使っている千住真理子さんの感想では

'Vnが難しいフレーズをクリアしてくれる"と 言って

おり、ある人は・弾き心地が違う“と言っています。

また、・遠達性 (遠 くまで音を響かせる)に優れて

いる
°
という人もいます。何れにせよ、入手しても

自分と一身同体になるぐらいに弾き込んで自分の

ものにしているようです。

最近SEの団員の中にも高価な∨nに 買換える人も

散見されますが、周囲で聴いていて楽器の音色と

共に本人が弾き込むので演奏力も向上し、大幅に

上達するようです。やはり奏者にとって楽器は命、

よく弾き込み、楽器が一段と響くように可愛いが

りましょう。

(全シ連 岡村、つくばSE小泉安治氏助言)
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賛 助 会 員 202眸 1月 1日 ～202眸 H月 30日現在

皆さま、ご協力ありがとうございます。 (◇)笹森先生の遺言により、先生の編曲物を特価で各団に配布しています。
そのお金をご遺族のご容赦のもと、賛助会に寄贈するものです。

轟

投稿1『音楽は、たあぁ～のし♪』 下妻SE 亀高 肛 (ヴァイォリン)

本当は、チェロが弾きたかった。。。

むかしむかし、学生オケに入団したとき、ヴァイオリンをほんの少しかじっていた程度なのに、
言わせずヴァイオリンパートに押し込まれてしまいました。
「チェロを～。。.」 という私の控えめな声は誰の耳にも届かなかったようで。.。
チェロパートには背の高い、体格の良い同級生が収まっていました。

子育て、転勤などの長い長いブランクを経て演奏活動を始めたときは、弓を張つたままの状態でしまってあったらしく、弓を緩
めるスクリューが動かずヽ ベンチの力を借り、何とか緩める始末 (汗汗)。 猛省の末、今は半年に一度楽器をメンテナンスに出し

ている優等生です。

その後は、少しのり八ビリ期間を経て、市民オーケストラの末席に置いてもらい、音楽に浸ることを楽しんできました。友人に

シエアアンサンブルに誘われた時は、迷わず大好きな「チェロを !」 希望しました。それまでは遊びで少し弾いていたことはあり

ましたが、ヴァイオリンとは体や筋肉の使い方が全く違う。市民オケのチェロのおじさま方をあらためて、すごいわ～なんて、見

直したりしていました。ところが、一昨年末に腰椎を痛め、楽器をケースごと持ちあげることもままならなくなり、あえなく断念。

現在は、これまた拙いヴァイオリンでアンサンブルに参力0させていただいています。 下妻シエアも世の中の様子を見ながらの、

恐る恐るの活動再開でした。コロナ禍で、いつまた演奏機会を奪われるのか、不安のつきまとう日々ではありますが、長い自粛期

間の後に再開された練習で、仲間と音を合わせた時の無上の喜びはきつと生涯忘れられないでしょう。。。

たとえ、小節の頭がずれていても (笑)音程が怪しげに違つていても (笑笑)」 音楽は、たあぁ～のし(AA♪

今、音楽できるしあわせを精一杯楽しもうと思つています。

一言つ,3iやデも
は理

t__

「経験者 !Jとみなされ、有無を

賛助会員名   賛助

下妻SE様   法人1回

飯田藤治様    2口

柿本饉様    1口

鵠 貯  1口
伊藤賢

轟鰤   法人2口

アンサンフ
｀
リバ ルタ様  法人1回

牧野英一様   2口

渡邊佳子様    1口

川添保利様    1口

松田耕二様    2口

杉崎俊方様    1回

賛助会員名   賛助

佐藤恭子様   1口

岡村道枝様   10日

伊藤建司様   1口

宮崎照子様   2口

高橋昭五様   4口

森山喜代子様   1口

久住三枝子様   1口

紅林宏次様   1回

様 蛸 様
1旧

杉山精展様   2口

賛助会員名   賛助

岡村勝亘様   1回

斎藤 良様    1口

◇笹森楽諧様   16口

宮崎正様    2口

マイハウス様  法人1回

石岡SE様   法人1回

永瀬美都子様   1日

佐藤由梨子様   1口

田淵 崇様    1回

谷岡憲隆様   1口

賛助会員名

森り|1清 様

黒須治子様

福馬恵美子様

匿名希望様

小り|1好子様

柳原健児様

小澤均様

三浦はるか様
(ピアニスト)

高木周二様

高橋孝様
(行政書士)

贅助

2口

1回

1回

1口

1口

1口

1回

1口

2回

1回

メ_編集後記メ

前任の清水玲子編集長が都合により退団され後任に、私が編集長を務めさせて頂くことになりました。

いま、コロナ禍の最中で皆様の練習や本番もかなり制限されたものになり、大変苦しい中ですが、お互いに

より活発に情報を交換しながら難局をのり切りたいものです。皆様の積極的な投稿をお待ちしています。

編集長  宮崎 正 090。 8775。 4930  メールアドレス  加撃眩歯コZ盈堕伊Qn‐卯

hftp://npo-ise.org/ info@npo-ise.org


