
NPO法人全日本シニアアンサンブル連盟 広報誌
令和3年 5月 1日発行「ひびきあい」第76号

発行責任者 :岡村斉能

編集 :全 シ連広報委員会

〒270-1121 我孫子市中峠1604-94
TEL/FAX 0471-88-3322V01076

e-mail : info@npo-jse.org http://npo-jse.orgl

第24回 通常総会中止のお知らせ

NPO法人全日本シニアアンサンブル連盟 理事長 岡村斉能

皆様には、コロナ禍が長引くなか、ご健勝にお過ごしのことと拝察致

します。平素より、当連盟への一方ならぬご愛顧を賜り誠にありがとう

ございます。

さて、本年度の通常総会につきましては、昨春の総会が中止になりま

したので、ぜひ開催する方向で去る3月 19日 に市川市の男女共同企画セ

ンターの会議室を予約し、1時間という短時間ながら皆様と一堂に集

まって、連盟の最近の動きや今後の方向を検討させて頂くことにしてい

ましたが、直近の1都3県の感染者数の下げ止まり、更にはリバウンドの

気配さえ見られるようになり、マスク、ソーシャルデスタンスの中で危

険を冒してまで開催することを断念した次第です。

なお幸いに2月 24回には本年度の第1回理事会を開催し、総会資料につ

きまして各理事にはご検討頂いております。又、各団の代表には3月 3日付けで総会資料を郵送し、

第1号議案より第5号議案まで過半数のご賛同を頂きました。従いまして、これら資料の内容につき

まして概略を述べさせて頂きます。

<昨年の活動概況と連盟の財政状況>
昨年は3月 の総会、及び11月 の第3回楽器別交歓会が中止となりました。但し2回の理事会、3回の

“ひびきあい"の発行、3回の楽譜プロジェクトにより楽譜ガイド2021年版の発行することが出来まし

た。新規楽団として茂原シニアアンサンプルが8月 に発足し仲間入りしました。財政状況ですが、当

連盟の繰越金は約H5万円でかなり余裕のある運営が可能になっています。これらはひとえに賛助会

の皆様のご支援の賜物と感謝致しております。なお繰越金の多くは新規楽団の設立育成、全国大会や

楽器別交歓会の援助及び今後3年以内に実現したい台湾への渡航ツアーの準備金などに充当させて頂

くことに致しております。

<新年度の活動計画と予算案に関する概況>
既にご高承の通りH月 に第16回全国大会を催します (詳細は3ページをご覧下さい)。 それから3月

末日に楽譜ガイド2021年度版の発行、理事会は4回開催し主として全国大会について討議致しま

丸

“ひびきあい"は 3回発行、新楽団は2楽団設立を目指していま丸

予算につきましては、一般経費の他、全国大会の個人別参加費の軽減 (コ ロナによる無観客などを

想定)、 新規楽団設立の援助費などを想定し、次期繰越金は102万円程度見込んでいます。なお、役

員改選の年ではありませんが最新の人事につきましては、 2ページロの会員名簿をご覧下さい。

以上が概況でございま丸 この 1年、何卒よろしくお願い申し上げま丸

L

q



2   令和3年 5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76号

NPO法人全日本シニアアンサンブル連盟 団員正会員名簿

団体正会員            団員数 代表者    役職          住所地

(事務局長)  東京都足立区1足立シエアアンサンブル       17  高橋昭五 副理事長

24  飯田勝男              東京都葛飾区2ア ンサンブルポニー 。かつしか

20  堤 通能              神奈川県相模原市
3ア ンサンブルシガール横浜

4豊中シエアアンサンプル       17  鈴木一雄              大阪府豊中市

5宇都宮シエアアンサンブル      25  真嶋琢平              栃木県宇都宮市

6我孫子シエアアンサンプル      24  上林敦志  牧野直彦 (理事)    千葉県我孫子市
7デューク・グリーン・サウンド     7  佐野敬次              東京都新宿区
8千葉シエアアンサンブル       27  寺島昭夫    理事        千葉市稲毛区
9船橋シエアアンサンプル       25  穴倉和夫    理事        千葉県船橋市

10東京コーモド室内アンサンブル    16  瀬尾崇子    理事        東京都港区
11市川シニアアンサンブル       25  柴田 守    理事        千葉県市川市
12市原シエアアンサンブルこすもす   27  松永恒文   副理事長       千葉県市原市
13四街道シエアポップスォーヶストラ  24  日和一郎  佐々木信一 監事   千葉県四街道市
14シエアアンサンブルあすなろ     18  柳原健児              千葉県我孫子市
15習志野シエアアンサンブル      32  戸塚嘉明              千葉県習志野市
16取手シエアアンサンブル       24  宮崎 正  理事 (賛助会事務局長) 茨城県取手市
17つ くばシェアアンサンブル      20  松田耕二              茨城県つくば市
18ラルゴ室内合奏団          17  戸田武夫    理事        神奈川県川崎市
19成田シエアアンサンブル青空     16  関口純代              千葉県成田市
20東金シエアアンサンブル       25  安斎 孝              千葉県大綱白里市
21てぃあらアンサンブル江東      16  福馬恵美子 宮下正代        東京都江東区
22アゼリア合奏団inシ ェア       25  森田忠芳    理事        神奈り|1県川崎市
23牛久シエアアンサンブル       32  岡村斉能    理事長       千葉県我孫子市
24石岡シエアアンサンプル       17  伊藤建司              茨城県かすみがうら市
25上総シエアアンサンプル       22  田村輝男              千葉県袖ケ浦市
26浦和シニアアンサンブルレインボー  13  福島 保              さぃたま市浦和区
27水戸シニアアンサンプル       18  中神 茂              茨城県水戸市
28下妻シエアアンサンブル       14  鳩貝千春              茨城県下妻市
29滝野り||シエアアンサンブル      12  福原幸子              東京都北区
30君津シエアアンサンブル       16  佐藤雄志              千葉県君津市
31茂原シエアアンサンブル       18  松永恒文              千葉県市原市

氏名

1演田文宏

2横溝 敬

3武田晴彦

4冠木美恵子

5宮崎照子

6荒丼まさ子

7松永幸枝

8森 欣弥

9丸林実千代

10五十嵐 淳

顧間・事務局

役職

事務局 (広報担当)

事務局 (会計担当)

事務局 (広報担当)

特命担当 (足立シエア)

特命担当 (取手シエア)

楽譜プロジェクト (市川シエア)

楽譜プロジェクト (市原シエア)

楽譜プロジェクト (市原シエア)

顧間 (日 本女子大准教授)

顧間 (指揮者)

住所

千葉市緑区

千葉県美浜区

千葉市稲毛区

東京都葛飾区

茨城県取手市

千葉県船橋市

千葉県市原市

千葉県美浜区

東京都世田谷区

東京都西多摩郡

(備考)上記は3月 19日の総会資料と若干、異なりますが、本文の方が正しいので、ご了承ください。
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第16回全国大会取手大会の開催概要

& 趣旨

「今こそ青春 !シエアいきいきコンサー ト」を合言葉にコロナ禍の異常事態の中で、

充分でなくても加盟楽団が一堂に会し夢と希望を持つて相互に楽しみ合い研鑽する。

合言葉は「いきいきコンサー トin取手」とする。

各団(

今大〔

| 日時 令和 3年 11月 7日 (日 ) 9 00～ 17 00

会場
取手市市民会館大ホール (収容 1, 000人 )〒 302-0005 茨城県取手市東一丁

TEL 0297-73-3251  ※JR常磐線取手駅東口下車徒歩 10分

主催 NPO法人 全日本シニアアンサンブル連盟

後援
茨1城県取手市、取手市教育委員会、取手市社会福祉協議会、取手市商工会、

朝日新聞水戸総局、茨城新聞社

協賛 全日本シニアアンサンブル連盟賛助会

S 運営組織 シエアアンサンブル茨城県連盟理事会、実行委員長 宮崎 正

% 入場料 無料 ※コロナの感染状況により入場者数を制限する

) 参加料
楽団の負担は団員数×600円、出演者の個人負担は 1人当たり1, 000円  ※従来のイ

は2, 000円 のところ、コロナ禍による客数制限と会場への往復交通費などを考慮し軽i

&( 各団の

持ち時間

従来より単独出演は13分間以内、合同演奏は15分以内であつたが、この度は非常時のため、出濠

楽団の意向が難しいので別紙の解答欄に従つて回答を集計し、出演時間が変更することもありうる、

但し複数の楽団で指揮者が重なる場合、単独では出演人数が少ない場合などは合同出演して頂きたし

&& ステージマネージヤ 演田文宏、前回の江東大会と同様

&! 司会者 中川昇子、前回と同様

&i 記録 大会の模様はDVDに収録し客席数に関係なくコロナ禍における全国大会として販売したい(

&‖

打ち上げと

弁当

・打ち上げは現在のところ予定していないが、コロナ禍の進行状況によつて、各団の要望

場合は考慮したい。弁当は黙食を徹底したい

&・

これからの

スケジューノ|

<4月 1日 ≫瓢 次参加申込書を全楽団に郵送し、5月末までに団として参加するかどうか回答願う

<6月 10日 >第 2次大会申込書郵送し①参加者名と担当楽器、②曲日、図プログラムヘ0

紹介文の原稿などを依頼。

<7月 15日 >第 2次申込締切

<8月 10日 >全シ連の理事会にて出演順その他を決定

<9月 1日 >実施要項及び舞台図送付

1li:i:::[1黒 [FI]代 などの送金締切
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☆全国大会のこれまでと、これから☆

全国大会の歩み

第1回  H12年  東京足立大会  足立区西新丼文化C

第2回  H13年  東京杉並大会  杉並公会堂

第3回  H14年  山形天童大会  天童市文化会館

第4回  H15年  横浜大会    神奈川県立音楽堂

第5回  H16年  宇都宮大会   栃木県総合文化C

第6回  H17年  東京調布大会  調布市グリーンH

第7回  H18年  札幌大会    札幌市民会館

第8回  H19年  広島大会    広島アス■ルプ対・

SEの全国大会は上記の通り、これまでに15回催されました。第1回から第12回大会までは大ホールに

集まった多くの市民の皆様に私たち中高年のアマチュア楽団が、すばらしい演奏を披露し、感動して頂ぐ

ことに重点が置かれ、出演者は団ごとに控室を用意して頂き、順番が来たら出演してまた控室でモニター

TVを眺めるコンクールのような形式でした。しかしこの方式は全国大会を担当する楽団に大変なエネ

ルギーを負担させました。地方の楽団の場合、出演する楽団への「おもてなし」と大ホールを満席にす

るための労力が大変でした。その結果、全国大会を開催した札幌、広島、天童の楽団が開催後まもなく

全シ連を脱退しました。これらの苦い経験に基づいて全国大会をすべて一楽団に担当して頂くことを改

め、全シ連が全面的にバックアップし客席を満席にすることよりも、出演者に会場で他の楽団の演奏を

つぶさに聴いて頂き、楽しみ合い勉強し合う方式に切換えました。この結果、第14回の市川大会ではSE

千葉県連盟が総力を挙げた努力により、市川市文化会館を満席にできる見込みのところ、本番当日の千

葉県を直撃した台風によって電車が止まるような悪天候で一般のお客様はごくわずかでした。しかし、

客席は出演者でかなリカバーすることが出来、このことは私たちのこれからの全国大会のあり方を示唆

してくれました。

全国大会は各団が演奏技術を競うよりも、まず楽しく交流し、勉強し合うことこそが重要で、終了後の

打ち上げなど交流を密にすることが重要です:但 し各団の練習目標として、客席のアンケート調査により

特筆できる3楽団程度を事後に公表することはこれまで通り継続してゆきたいと存じま丸

今回、人類を襲ったコロナ禍によって、私たちの演奏などを涙を流して喜んで頂いていた福祉施設の多

くがクラスターにより大被害を蒙り、私たちの出前演奏も当分の間は難しいと存じますも私たちの練習は

全て発表の場を想定して選曲や練習スケジュールが組立てられます。これからは発表の場として各団の2

年に1回程度の定期演奏会、ロビーコンサー ト、アフタヌーンコンサート、地域別の交歓演奏会、それか

ら2年に1回の全国大会への出演が重要になってくるものと予想されま丸 11月 の全国大会取手大会への
ご協力をよろしくお願いします。

■ 訃報 全シ連で永年ご活躍頂いたお二人のご逝去。

お二人の氏名は全シ連の前理事長の芹澤昭仁氏 (享年92歳)と元理事の月岡喜久雄氏 (享
年79歳)です。お二人とも一流大学 (東北大学工学部、神戸大学法学部)を出られ一流企
業に勤務のかたわらVnを趣味として習得され、アマチュアオーケストラで合奏の楽しさを
経験され、北の社アンサンブル (現ラルゴ)習志野シニアアンサンブルを設立され、代表
として全シ連にも永年、参加され育成に尽力されました。
6年前のハワイツアーにも参加され、アラモアナセンター特設ステージでの演奏やオアフシ
ビックオーケストラとの共演も楽しまれました。このコロナ禍の異常時のため、お二人と
も家族葬で葬儀をすまされた (芹澤様は昨年4月 、月岡様は今年3月 )ため、当連盟の対応
が遅れました。全シ連としてこのほどお二人のご功績に対してラルゴの戸田代表、習志野シ
ニアアンサンブルの戸塚代表を通してお香典をお供なえしました。

(以上 全シ連 岡村記)

第9回  H20年  横須賀大会  横須賀芸術劇場

第10回  H21年  葛飾大会   葛飾シンフオニーH

第Htt H23年  千葉大会   千葉県文化会館

第12回  H25年  宇都宮大会  栃木県総合文fLC

第13回  H27年  江東大会   テイアラ江東

第14回  H29年  市川大会   市川市文化会館

第15回  Rl年   江東大会   テイアラ江東

第16回  R3年  取手大会   取手市市民会館 (予定)
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私の自粛生活

第2次緊急事態宣言と私の自粛生活 理事長岡村斉能

私は会社勤めの頃から毎日の予定をメモに箇条書きにして、後はただそれを消化してゆく習慣が抜けません。朝は6時半に起

床、コ2分間の我流体操のあとウォーキング (11,000歩)、 帰宅して入浴、朝食、新聞 (¬ 時間ぐらい)、 Vnの練習。TV(再

放送のもの、料理もの多し、チヤンネル権を要にゆずる)。 読書 (歴史ものが中心、半藤さんのフアン)。 日記、手紙、書

類作りなど、時々、買物。家の中の会話は私が難聴のため専ら聞き役。私は子犬 (ポメラニアンの16歳メス)に話かけま

す。コロナに気をつけろよ !長生きしろよ・・ 。など。家の中は子犬が中心で廻つています。9時半ごろ本を読みながら就

寝・・・寝過ぎかも?

我孫子シエアアンサンブル 牧野直彦

この1年間はコロナの影響で、予定した活動の大半を中止せざるを得なくなつた。ステイホームでは気分が滅入るので、三密

を避けながら季節の恵みを実感できる外出を始めた。梅、桜、チューリップやバラの花を求めて、自転車・マイカー利用で近

隣の名所を散策してきた。7月 からは我孫子市内の施設の利用が再開されたので、楽団の練習は再開できたが、その他の活動

の大半を中止したままでした。そこで、有り余る自由時間を散歩と読書で過ごした。その中のある本が、意識の持ち方次第

で、結果に大きな差が出ることに気付かせてくれた。そのフレーズを書き出して、苦しい時の過ごし方としております。『2

匹の蛙がミルクが入つた瓶の淵で飛び跳ねて遊んでいました。遊びに夢中になる内、2匹ともミルク瓶の中に落ちてしまつ

た。1匹はしばらく足をバタつかせていたが、もう駄目だと諦めて何もせずじつとしている内に溺死した。もう1匹は、足を

蹴つて一生懸命泳いだ。何とかしようと足を動かし続けた。すると思いもかけずt足の下のミルクが固まつてバターになつ

た。そこでその蛙はバターの上に乗り、瓶の外に飛び出し生還することが出来た。前者の蛙は悲観主義者で、状況に対処す

る勇気を欠いていた。後者の蛙は与えられた現実の中で、結果がどうなるかわからなくても、出来ることをするしかないと

考えた。』コロナを甘くみると怖いが、恐れているだけでは何も行動できない。結果がどうなるか分からなくても、今でき

ることをするしかないと思います。

市原シエアンサンブルこすもす松永恒文

昨年と今年の2度に亘る自粛期間中は、一言でいうと、殆ど家にこもつてはいましたが、忙しく過ごしたという事です。皆さ

んと同じように、家事や練習や片付けなどはいつもしていましたが、特に忙しくなつた理由は次の2点です。①全シ連の楽譜

プロジェクトの仕事として、膨大な松本洋二先生の楽譜の整理を担当したためと、②趣味で集めていた切手類をオークシヨン

に出品していましたが、緊急事態宣言で皆さん家での時間が多くなつたせいか、落札が増え、出品も多くなつたためでし

た。緊急事態宣言のお陰で、楽譜ガイドの原稿も計画通りまとめることができ、また、切手類の在庫も少し減らすことが出

来たのは不幸中の幸い?で しようか。

千葉シエアアンサンブル・それいゆ 代表理事 寺島昭夫

依然首都圏のコロナ感染者の収東は見通せず緊急事態宣言はいつ解除されるのか、練習は再開できるのかという不安の中、

重昆尋曾言語暦馨層亀竜奮 ちキ:ξ翼堆聴rT翼鍵多認菟島E鷹易

いる。昨年末までは練習で生活のリズム感があつたが、在宅

:に没頭している。

重 魏 糀 ιlま考 綴 鞘 L潔 lで璽 根 霧 懸 、
・

1〔[1]}卜翼 醗 話 ][111[写 :頸 塞 野

理想の音の追及に励んでいる日々である。

5月 の定演に向け早く皆で合奏がしたい。

取手シエアアンサンブル 宮崎 正

:;:曇:[!鷲|:li;:::;:::鷲i馨

11:::]i::|:II::iJl漫
晏量l懸静まil:穐

ています。それが、また楽しいのです。講師は花岡奈生先生と

じ薫「 ♭軍 λ鷲『 11提 Z業14粍革嵯鴇 鍵 基 の
～

げ で演奏し試 明記してあるURLを入力してくださ

ELT習ま管:讐募電増琶翼ま

し

1裸午手な演奏を聴いても少し元気が出た。と思つて戴けましたら幸いです。精一杯頑張り

ます。
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市川シエアアンサンブル 柴田 守 理事

コロナの「巣ごもり生活」のタイムテ=ブルです。

4時 起床 手洗い、うがい、検温、血圧測定、健康体操 (20分 )

5時 モーニングコーヒー (BGMク ラッシック音楽)朝刊読み、読書 (月 刊誌、小説)

6時 丁∨ (ニ ュース、情報番組、洗顔、□腔ケス 手洗い、うがい)

7時 朝食、フルート練習 (40分 )

8時丁V(朝 ドラ、モーニングショー)

9時半 朝のウォーク (約4,000歩 )、 買物、手洗い、うがい
11時 TV(情報番組)

12時半 昼食 TV(ワ イドショー)スマホチェック、デスクヮーク
3時 夕方のウォーク (約 4,000歩 )ジムトレ、入浴、手洗い、うがい
6時 家呑み、夕食、T∨ (ニ ュース、バラェティー番組)

9時 就眠、読書 (週刊誌)、 ラジオ (音楽番組)手洗い、うがい。

アゼ リア合奏団inシェァ 森田忠芳

昨年の3月 から8月 は活動中止が続き9月 から11月 にかけて6回合奏練習を行いました。その内の1回は「秋の内輪の演奏会J

という名日でグル‐プことの発表会を2時間ほど行いました。自粛中に作曲した由の発表や演奏に合わせてのダンス、男子学
生と女子学生に扮した「高校三年生Jの唄などで大いに盛り上がって最後に「アゼリア合奏団inシ ェアの歌」を全体で演奏し
て終わり、免疫カアップの楽しい演奏会になりました。

また、特別請座でオカリナ奏者の演奏を鑑賞することもできました。再び12月からは活動中止状態が続いていますが、団
員の皆さんと合奏できる日が早く来るように願っているところです。

船橋シエアアンサンブル 穴倉和夫

このような緊急宣言のもと楽しいこと、なかなか難しいですね。今までもけっこうゅとりの時間はありました力ぐ、よりその
時間が多くなりましたね。音楽の時間、スポーッの時間。集中して出来るのがいいですね。スポーッの中に車に折りたたみの
自転車を積んで手賀沼の周辺をサイクリングしたり、ハイキングをしたり。音楽では昼間に録画したテレビの歌番組と一緒に
大声で歌つたり、定期演奏会に発表する曲をじっくり取り組んだりしています。暇で困ったことはありません。しかしゃっぱ
りみんなと練習をして、あ―でもないこ―でもなといわいゎい、飲んでちょっびり騒げることがどんなに大事か !

東京コーモ ドS.A 瀬尾崇子

昨年1月 にオーストラリアから転勤でアメリカヘ移住した長女家族はアメリカの桁違いに多いいコロナ感染者数と死者数に怯
え、どうせ今はネット授業で学校に通えないのでと、昨年10月から安全な日本にコロナ疎開して我が家で一緒に暮らしてい
ます。お婆ちゃんとしては孫たちに囲まれて楽しい反面、同じマンションの上の階に住む次女家族と合わせ毎日9人の食事作
りで察の賄さんみたいです。クィーンズ伊勢丹で毎日買うお肉はl kg超です。日本にいる孫もインターナショナルスクールに
通っているので日常会話は英語が主になっています。運動不足解消の散歩に加え、任天堂スイッチのスポーッゲームリングフイットというのを使って直径1.2mの トランポリンの上で走ったり、跳ねたり、スクヮットしたりして普段つか合わない筋
肉を鍛えていますが5Kg増えた体重は一向に減る気配無いです。

足立シエアアンサンブル 会長 高橋昭五
私は現在足立、葛飾、江東3つの楽団に所属していますが、緊急事態宣言に伴い練習を中止しています。実際の合奏がないと、どうしても日常の練習は怠けてしまいます。ただ、合奏のほかに目下、メロディーと和音の関係を本にしようと思っていますので、こちらの作業がはかどってぃます。

ラルゴ室内合奏団 戸田武夫

テレワークが始まり我が家での練習は、仕事の迷惑になると
言

うゎけで出来ませんでした。このような時に団員の方から、心の洗濯をかねて庭園の散策をしようとの提案が出されましたので早速参加させてぃただきました。総勢9名が参加しまし

::         魏IiliiI:;:書
:111lilF種1lili:ilililli
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音`楽と私メ

♪音楽 と私 ♪‐2『私 の音楽足跡」 ラル ゴ室内合奏団

私が音楽と出会つたのは、中学校にて、一年先輩がブラ

スバンド部を設立する時に、クラリネットでの参加を誘わ

れたところから始まりました。もともと八モニカとかスペ

リオパイプ (リ コーダー)な どは、小学校音楽必修で楽しん

ではいましたが、本格的管楽器を手にしたのはクラブで在

庫品だつた半分壊れかけたクラリネットからでした。音が

出にくく、つらい日々を過ごした記憶があります。後輩の吹

言:[『 :吉li;[li[ili;::;]::i:il
し短 く高音域を担当する E♭ (エス)ク ラリネットヘと続

いていきましたが、自分でお金をためて購入 した楽器は後

輩から譲つてもらつた当時5000円の中古フルートでした。

さてそれから自分勝手に練習 して社会人になつて初めて

レッスンを受けるようになりました。そのころからの基本

が、今ある自分勝手な音程、音痴さが作られたのだと思い

ます (笑 い)。 それでも私の合奏への思いは強くなり、社

(フルー ト)佐野義也 (76歳)

会人から転身した住まいの調布にて自営業を始めてすぐに、管弦楽団を作ろう、という怖いもの知

らずの行動に出てしまいました。34歳ころのことでした。呼びかけた私のほか10人ほどで「調布

フィル八―モニー管弦楽団」としてはじめました。その楽団はいま80名ほどになつているようで

す。

30周年記念演奏会のレセプシヨンに呼ばれたのを最後に私は若い優れた後輩たちにすべてを任

せて、引退しました。設立当初のメンバーはほばいなくなった今、私は忘れられた存在となつてい

るようです。当時の音楽活動を「アマオケえれじい/調布フイル八一モニー管弦楽団私記」という

本で執筆し、全国の図書館に所蔵されて私の音楽足跡として残つているのが救われるところだと

思つています。

寂しがつているところを拾つてくれたのが、今所属している「ラルゴ室内合奏団」。この合奏団

は、きつと私の音楽人生の集大成をバックアツプしてくれるのではないかと思われるほど人生経験

豊富な演奏家たちと、集団をまるで中学校の吹奏楽団の基本に戻して手直しをしてくれているよう

な、メンバーたちからすれば、子供のような年齢の若手トレーナーで出来上がつているグルニプだ

と言えるでしよう。ほとんど私より年上の爺さんばあさんの音の交通整理をするだけでも大変なの

に、基本の音程を楽曲練習の初めにかなりの時間をかけるカリキュラムを持つている指導者は、か

つて出会つた棒振りには見当たりませんでした。全シ連にあまた存在する楽団に負けず劣らずの合

奏団だと自負自慢できるところです。独習というでたらめな音程から始めた私の音楽人生をこの

「ラルゴ室内合奏団」は大団円を迎えるプラボーを私に叫んでくれるに違いありません。事実、

ティアラ江東での第14回の全シ連全国大会で、モーツアルトフルートカルテット、4人メンバーで

やるのを、20人以上の団員達の弦楽器をバックに独奏できたことは感動以外何もありませんでし

た。数えるほどしかなくなつているわが余生を (笑い)何回ブラボーと叫べるか、この「ラルゴ室

内合奏団」が最後の音楽足跡を残してくれると信じています。

ヽ 、■
で 月
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令 和 31■度 賀醐力会:J義  令和3年 1月 1日 ～令和3年3月 31日入金分

お詫び 昨年、森山英隆様の 2口をご芳名しませんでした、また、杉山精展様の 4回が 2回 と明記されていまし
た。水戸SEの睫捜二様の個人 2国が水戸SE法人 1口です。大変、失礼致しました。
*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。皆様いつも、ご協力ありがとうございます。

賛助会員名   賛助

古谷 譲様    2口

宮崎照子様    2口

牧野英一様    2回

高橋昭五様  ‐ 4口

森山英隆様    1口

池田祀子様    1口

喩こF康    1回

小澤 均様    1回

賛助会員名   賛助

森下 緑様    1口

宮崎貴嘉(正)様   2回

森り|1清 様   2回

柳原健児様   1回

櫻丼宣明籠禅寺)様  1口

(株)サンヨーホーム様  法人1口

*笹森楽譜様   8口

石岡SE様   法人1回

賛助会員名   賛助

渡邊佳子様   1回

鴨 炉   法人2回

高野 昇様   1口

岡村勝亘様   1回

安仁屋美樹子様   1回

谷岡憲隆 様   1回

松田耕二様   2回

関口雅子様    1口

賛助会員名    賛助

杉山精展様    2回

岡村道枝様    10回

飯田藤治様    2口

森 一様     1回

金子多鶴子 様    1回

永瀬美都子様    1回

三
濯

はるか
)    1回

ダ轟

『山は音楽と共に憩いの場』 習志野SE 上田 繁 2021.3.12

昨今のコロナ旋風に、老後の貴重な時間が奪われ、悔しさを感じます。失っ
た時間を取り戻す唯一の方法は、元気で老後の時間を少しでも伸ばすしかな
い。そんな思いを込めて、私なりの山との関わりを綴つて見ます。
山との出会いはさておき (Voν 74)、 昨年の「緊急事態宣言」以降も、三密

を避けて、マイカーで山へ足を運ぶ回数を増やしました。俗に「NO密 レ

ジャー」なる造語も生まれましたが、山は、“うつさないうつされない"場所として、貴重な場所となっています。遠出が出来ないこ
ともあつて、マイカードライプの範囲で、近隣の山々 (金峰山・八ヶ岳・半月山など)の登山や、冠雪の北アルプス・南アルプスの
山岳写真撮影に車を走らせました。

山と音楽とは、趣味として補完性があり、山への往復 6時間程のドライプでは、たっぶりと音楽CDが聴けますし、山頂ではケーナ

(南米アンデスの民族楽器)を吹くよう心掛けています。初めて山で吹いた時、思いがけない発見がありました。標高により気圧
が吹奏楽器の演奏に影響を与えるということです。毎年8月 、親しい友人の「山小屋コンサート」に、昨年も4度目の登山 。拝聴を
重ねましたが、古今の名曲を、2,400mの標高を感じさせない演奏には、尊敬の念さえ抱かせます。

コロナのステイホームは、山の写真整理と紀行文とを完成させるまたとない時間となりました。コロナの直前に行つた「ヒマラ
ヤトレッキング‖ (2回日)」 と「イタリア・ドロミテJの写真集と旅行記とに十分な時間を掛け、満足なものに仕上がりました。
山の記録は、心の感動と共に写真に依存しますが、時間が経つと次第に感動は写真に張り付きます (音楽が録音・録画として記録
されるように)。 コロナによる時間ロスは、心掛けによりかなり有効活用できますが、どうしようもないのが海外トレッキングで
す。終息を待つて直ぐにも出掛けられる準備を怠りなく心掛ける日々です。

アンナプルナサウス (7,219m)

新緑の芽ぶく頃となりました。コロナ禍の中であっても自然のいとなみは廻ってきます。普通に生活が出来る、また、平凡に生活

が出来ることがいかに幸せなことか、コロナ禍や豪雨被害地震災害などで改めて感じます。ことしは、楽譜ガイドの発刊もあり、

全国大会を催す年になります。楽譜プロジェクトにご尽力くださった方本当にご苦労様でした。「ひびきあい76」 に投稿してくだ

さった方ご協力ありがとうございます。また、よろしくお願いします。「ひびきあい75」 で「楽譜ガイド1921年度版」は誤りで「楽

譜ガイ ド2021年 度版」が正ですも皆様、全国大会でお会いいたしましょう ! 編集長 宮崎 正

ht+p://npo-ise.org/ info@npo-jse.org
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