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新型コロナウイルスの変異株について
医学博士、日本感染症学会会員、つくばSE代表 松田耕二
そもそも、変異とは? 親と同じ細胞を作るためには親の遺伝子をそっくりコピーして子に伝えなけれ
ばなりません。遺伝子には遺伝情報が4つの塩基(A:アデニン、C:シトシン、T:チミン、G:グアニン)の
組み合わせで伝えられています。その並びはヒトでは30億に達する。大腸菌の場合は465万、新型
コロナウイルスでは3万です。これを正確に短時間(分の単位)でコピーするのであるから驚異しか言
いようがない。この塩基の配列は塩基3つの組み合わせでアミノ酸に対応ており、ひいてはタンパク
質の構造を決定しています。しかし、この遺伝子コピーは間違っ てコピーすることがあります。自
然ではだいたい1億回のコピーで1回の間違いが起こるとされています。30億個の塩基配列を有する
ヒトでは30個の間違いが生じる計算になります。このコピーミスを変異と呼びます。この変異の頻
度は放射線や紫外線、化学物質などで高くなります。また新型コロナウイルスはRNAウイルスで、大
多数の生物のDNAより変異が 起こりやすいとされています。さて、新型コロナウイルスを電子顕微
鏡で見 ると王冠のような突起(スパイク)が見られます。この突起はヒトの細胞 に侵入するのに重要
な役目を担っています。この突起とヒトの細胞表面に あるACE2受容体がカギと鍵穴の関係で特異的
に結合することによって はじめてヒトの細胞内に侵入して、コピーを作り、新しいコロナウイルス
が出来ます。この突起は1273個のアミノ酸が連なったタンパク質からなり、 変異によってアミノ酸
が変わるとこの突起の形質も変化します。イギリスで 発生した変異株は元のアミノ酸配列の501番
目のアミノ酸がアスパラギ ン酸からチロシンに変化しています。アミノ酸にはアルファベットの略
号が付 けられていてアスパラギン酸は N、チロシンは Y となっていますので、この変異はN501Y と
表現します。(番号の前が元のアミノ酸を、後ろが変異 の結果入れ替わったアミノ酸を示します。)南
アフリカやブラジルで見つか った変異株はN501YとE484K(E:グルタミン酸、K:リジン)の 2つの変異
が同時に起こったものです。最近注目されているインド型はL452R(L:ロイシン、R;アルギニン)で
す。このように遺伝子が変 化(変異)することによって対応するアミノ酸が変化し、結果として形質
の異なるウイルスが出現します。イギリス型は従来型(武漢で最初に見 つかったウイルス)より感染力
が強くなり、毒性も強くなった感があります。 インド型はさらに感染力が強くなっており、注意が
必要です。また、これらの変尾株は20代、30 代の若い方にも感染し、急速に悪化する傾向 があり
ます。変異は生物の進化の基盤をなしており、変異の結果、形質の異なるものが生まれ、それが環境
に適応すると、優勢となります。新型 コロナウイルスも進化の過程を見せているようです。今後ワ
クチンが行き渡ると、コロナウイルスもワクチンに打ち勝つ変異が生まれる可能性があります。
◆図 1 新型コロナウイルスの細胞への侵入の図と抗体
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理事会だより
去る6月30日（水）午後、我孫子市北近隣センターにて今年2回目の理事会が開かれ、12名の出席者
（欠席者1名）で第16回全国大会ほか検討されました。内容は以下の通りです。

★ 議題1：第16回全国大会の申し込み状況と各団の持ち時間など概要の検討
宮崎実行委員長のもと、4月に発行された第１次申込の結果、コロナ禍の中、通常練習が制限されて
いることもあり、従来の大会より申込状況がかなり低調で、東京都3楽団、千葉県3楽団、茨城県4楽
団で合計10楽団の参加になりました。従ってこれまでの合同出演はなく、今回は全て
̶ 単独で持ち時間は13分間、途中で15分間の休憩タイムを入れることにしています。
なお開始時間、終了時間については12時開場、12時30分開演、17時終演とし、
̶ 全体合唱や、終了後の懇談会もない予定のため、特別記念演奏（プロのサクスホーン四重奏団に交
渉）の出演を予定しております。
̶ なお、収容人数は1,000名の会場で半数の入場として、出演者180名、運営委員20名、一般顧客300
名を見込んでいます。

★議題2：第3回楽器別交歓会の実施
昨年11月にヒルズで開催するよう準備を開始致します。これには全シ連のプロジェクト理事が5名担
当します。

★議題3：その他
ａ）各団のイベント
コロナ禍の中、三密を避け、マスクを着用して定期演奏会が実施されました。本誌3〜4ページを参照
下さい。
b) 新規楽加盟団
去る6月1日、茨城県龍ヶ崎シニアアンサンブルが15名の団員にて発足しました。詳細は5ページを参
照下さい。
c) 代表の交替について
3楽団全シ連のの代表者が交替しています。
・千葉SE

寺島昭夫→藤山光正

・牛久SE

岡村斉能→田淵崇

・我孫子SE

※寺島昭夫は全シ連の理事を継続します。

上林敦志→新井史子

＜訃報＞千葉SE、市原SEにて永年にてバイオリンを担当し、全シ連の楽譜プロジェクトとして貢献さ
れた森 欣弥さんが去る3月逝去されました。享年80歳。謹んでご冥福をお祈りします。合掌

以上、全シ連事務局長

高橋昭五
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マスクに守られた

我孫子シニアアンサンブル、創立20周年記念第9回定演

去る6月12日（土）表記の演奏会が生憎のコロナ禍の中に催され、3密厳守とマスクに守られながら約

300名のお客様のもと滞りなく完遂された。

当団は西暦2000年の8月、私が若冠66歳の時に千葉県第1号のシニアアンサンブルとして設立を呼び

かけたが、当初は大正琴の人達が大勢押し寄せたり、正に波乱の船出だったが、それから20年よくここ

まで成長したものである。指揮者も4人交替している。長い間で想い出に残るのは北海道や広島を全国大

会で旅行したり、NHKのラジオで放送されたり、東京新聞に載ったり、ヤマハ音楽振興会から表彰され
たこと、悲しかったのは笹森先生の急逝である。

演奏は成島先生の手なれた指揮棒で第1部では演奏の難しいラデッキー行進曲、ショスタコービッチの

ジャズ組曲2番というあまり知らない曲などクラッシックが4曲演奏された。相変わらずバイオリン、フ
ルートの高音部が美しく、特にモーツァルトの25番がよかった。次に映画音楽に入り、おなじみの慕

情、エデンの東、ディズニーメロディーが演奏されたが楽しかった。第2部は和製ポップスと海外ポップ
スに分けられて4曲ずつ演奏されたが、ブルーライトヨコハマ、また逢う日までの筒美京平の曲は特に楽

しく、その後の“また君に恋してる”は、助川恭子さんのボーカルが入り、冬美ちゃんとは一味違うポップ
ス調に感心した。

海外ポップスは最後のラ・クンパルシータが特によかった。アンコールは、ひばりのお祭りマンボ、

ハイテンポで演奏の難しいこの曲を非常に楽しそうにリズムにのって場内を楽しませた。私は当日ほか
の楽団から客演を依頼され当初は欠席する予定だったが、コロナの関係で延期をされたのでこの定演に
伺ったが、プログラムに私の功績を大きくのせ、来賓席に着席した私を司会者が場内に紹介したりで身
に余る光栄に預った。

私自身はこの団をここまで育成された、牧野前代表、上林代表、20年間も在籍されている金井明美、

助川恵子さんや皆様を称えたい。（文責

やり遂げましたコロナ過定演

全シ連 岡村）

牛久シニアアンサンブル

田淵崇

令和2年度も最終日の3月31日（水）、牛久沼の畔り、目に染みる若葉の緑と桜花爛漫のもとで第二回定期演奏会を
開催しました。本来は1年前の5月24日（日）に牛久市の生涯学習センター大ホールに千人の来演者を集めて行うこと
になっていました。
ところが3月よりコロナ過に対して緊急事態宣言の発令、練習場利用停止による練習態勢の不足を考え、11月、さ
らには令和3年の1月末に三度の順延を余儀なくされました。
三度目の1月27日開催は会場サイドと直前まで開催有無の打ち合わせとなりましたが、翌日からの緊急事態宣言に
あわせての利用停止をコンコンと会場サイドからの説得を受け中止の断に至りました。
これで定演も諦めかと団員落胆の中、岡村代表が、3月末に定演はやろうとの発意宣言。急遽つくば市のふれあいプ
ラザに会場を確保、定演開催にこぎつけました。
依然、コロナ過により会場サイドからの利用制限が厳しい状況でしたが、とりで・つくば・石岡・下妻各SE団より
代表・副代表他の強力な支援態勢を頂
き無事に終演にこぎつけました。今回
は会場サイドより、来園者数を制限さ
れ、団員と支援団の紹介者のみに限定
しました。
当日は、朝から昨夏よりご指導頂い
てます新任の牧野先生のタクトで午前
中いっぱいのリハ練。かなりエネル
ギー使いきりましたが、本番.に強いの
が評判の当団、うまく盛り返して万雷
の拍手となりました。次回は2年後、今
度はコロナの無い中でと願ってます。

写真提供：武田晴彦様
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マスクに守られた
コロナ禍の中、第6回定期演奏会開催

千葉シニアアンサンブル・それいゆ寺島昭夫

昨年6月開催予定であった「第6回定期演奏会」はコロナ禍のため今年に延期。昨年2月24日より練習休止、6月8日練
習再開。さて翌年の定演に向け何か目標を作ろうと役員会で検討し、秋に演奏会を開くことにしました。そんな折千葉
市長が「こんな時こそ市民の文化活動を促進しよう」と市議会に提案する旨FBで知り関係先と調整。美浜文化ホールを
無料利用できることになり、数回のリハーサルを重ね11月にスペシャルコンサートを開くことができました。150名限
定で予約受付し156名の申込も、当日は感染拡大を怖れた方々が欠席、結局120名が来場。練習してきた新曲も披露で
き良い経験でした。
年明けに再度緊急事態宣言の発令、会場も使用不可で漸く3月8日に練習再開。限られた時間の中再度演奏曲目を検討
し集中練習。クラシック・日本の調べ・タンゴ青春の思い出の曲の4ステージ。特に皇帝円舞曲には十分時間をかけ、そ
してアンコールはオリンピックマーチ。本番は十分な感染対策を採り、入場数も1/3に制限、事前予約制としました。団
員経由と300通のＤＭ、ミニコミ紙二紙での情宣で290名を受付。「待ってました」「開催してくれてありがとう。絶対
行くわ」等多くの励ましの言葉を頂きましたが、直前の蔓延防止政策による外出自粛やワクチン接種日等での取消もあ
り、結局238名が来場。この日まで練習時間や会場確保に神経を使いましたが、90分の演奏会も無事に終了。想い出深
い演奏会となりました。 県内の団の方々からも温かい応援をいただき感謝に堪えません。新入団員も増え、11月21日
の演奏会に向け体をメンテしながら明るく和やかな雰囲気の中で「音を楽しむ」活動に取り組んでいます。

東金シニアアンサンブル

第3回演奏会

東金シニアアンサンブル

副代表 其原章治

去る5月23日（日）、昨年から1年延期しての第3回演奏会を開催いたしました。会場となる東金文化会館でもコロナ禍
で感染防止のため、収容人員を半数に制限する条件が付きましたが、来場希望者には事前の予約をお願いして、リミット
75%の128名をお迎えできました。
参集しての練習がままならず仕上りが遅く、延期すべきではとの声も上がる中、当初の計画から曲数を減らして2部構成
とし計11曲を演奏することにしました。前半は「音の彩り」と題し、2ヶ月後に迫った東京オリンピックにちなんで五輪
マークの５色がタイトルに入った曲でスタート。「碧空」「イエローサブマリン」「黒いオルフェ」「グリーン
スリーブス」「赤いスイートピー」と快調に続き、今演奏会最大の目玉曲「ペルシャの市場にて」も何とか無事にお届け
することができまし
た。10分間の休憩を挟
み、後半は季節を歌う
曲を揃え、「春の歌メ
ドレー」「早春賦」
「真っ赤な太陽」「思
い出の夏」、そして軽
やかに「Top of the
World」で締めました。
演奏毎に頂く割れん
ばかりの拍手に励まさ
れ、心地よい緊張感の
中、楽しく最後まで乗り
切ることができました。今までは当たり前だったアンコールに応える事も、終演後ロビーで来場者と触れ合う事も今回は
避けなければならず、ステージ上からのお別れとなったことが心残りとなりました。
たくさんの曲をアレンジして下さる生駒先生からは 「編曲者の想いをよく表現したいい演奏であった」 とうれしいお
褒めの言葉を頂きました。大野先生の指揮・指導のお蔭と改めて感謝です。又、曲数を減らしたことが結果としてシニア
メンバーの集中力と持久力の維持につながったのではと。手前味噌かもしれませんが、若干のヨタつきはあったもののそ
れなりの演奏ができたと思っています。 中でも、ピアノとドラムが加わったことで脇の締まった布陣になり、演奏に安定
感と厚みが加わったと感じています。
いつもながら、アンケートには温かいお言葉、鋭いご指摘、助言などを頂きました。中でもこのコロナ禍によくぞ開催
してくれたとの言葉が多く、反省会で読み合わせて改めて感謝した次第です。やはり演奏会は 『やって良かった!!』
2021東京オリンピック、パラリンピックも 『やって良かった!!』 とならん事を願って止みません。
写真提供：武田晴彦様
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新加盟
流山シニアアンサンブル
流山市は千葉県北西部の松戸市の北側に位置する人口約
20万人のベットタウンである。最近はつくばエキスプレ
ス“おおたかの森”周辺の開発により都内への通勤客がふ
え、全国一の人口に急増都市として名高い。私は10年以上
も前からこの市にSEを設立する夢を持っていたが、地元に
協力者が見当たらず保留にしていた。ところが昨秋、市原
の松永副理事長より、千葉と茂原SEの指揮者の横林歩先生
が流山に住んでおられるとの話を伺い、流山から茂原まで
単車で往復しておられる話にも感動して、ぜひ横林先生と
流山SEを設立したいという私の意向を松永さんより伝えて
頂いたところ、OKとのことで、早速面会し、今春、募集
して6月よりスタートすることになったものである。
まず、2月に練習会場さがしを始めた、パソコンで6ｹ所の候補会場を、駐車場のキャパや料金、部屋の借用料金etcを中心に
取手の宮崎正さんの車で調査して江戸川台の北部公民館に決めた。3月に募集チラシを作成し、横林先生が市内の各公民館に
持参された。4,5月で地域のミニコミ紙に募集広告を掲載した。その結果、27名の方に応募して頂けた。男女別では男性16
名、女性11名、楽器別ではバイオリン8、マンドリン3、チェロ3、エレキベース1、フルート5、クラリネット、アルトサック
ス、ホルン各1、キーボード2、ギター2と非常にバランスがよく特に弦楽器が多いので有難かった。バイオリンの中にはピア
ノも弾ける方がいた。地域別では流山15、柏4、松戸3、野田2、我孫子2、船橋1である。
去る6月13日は初練習、最初の1時間は設立の経緯の説明、自己紹介の後、1時間の音出し、ウォーミングアップ曲の演奏に
始まって“遠くへ行きたい”など3曲を演奏し、皆もようやく楽しそうな表情になり打ちとけてきた。これから隔週日曜日の12
時から3時まで練習する予定。コロナ禍の最中で色々と不安もあったが、流山の人たちのためにも団を発足させてよかったと
思っている。若冠47歳の横林先生のバイタリティーに驚き、92歳のフルートの団員（男性）の若々しさに驚いている。私も
86歳などと大きく言っておれない。この団の設立に協力して下さった全シ連の松永副理事長、宮崎理事に感謝している。
（全シ連

岡村）

龍ヶ崎シニアアンサンブル
2021年6月1日、茨城県龍ヶ崎市で「龍ヶ崎シニアアンサンブル」が誕生しましたのでご紹介します。近くでは取手、つく
ば、牛久で各シニアアンサンブルが活動しておりましたが龍ヶ崎でも是非新楽団を立ち上げたいという岡村さまと宮崎さまの
強いご指導により、茨城県で7番目のシニアアンサンブ
ルが誕生することになりました。知り合いの方からの
紹介やチラシ、地域情報誌などを通じて総勢15名の方
が会場の龍ヶ崎市市民活動センターに集まってくれま
した。構成はバイオリン7名、チェロ2名、ギター1名、
フルート2名、クラリネット2名、ドラムス1名で、比較
的バランスの良い室内楽団の編成と思います。
さて当日は、発起人岡村さまからの挨拶と龍ヶ崎シ
ニアアンサンブルの設立主旨の説明があり、続いて全
員で自己紹介、合奏へと進んでいきました。最初皆さ
んは緊張した面持ちでしたが、音出し練習に続いて
「カノン（音階用練習曲）」が始まると皆さんの顔が
一変して喜びの顔になりました。これからは新しい仲
間と音楽を奏でることができるという喜びと希望に満
ち満ちた顔でした。この時、「音楽の力は凄い！」と
実感しました。
しかし、ここに辿りつくまでにいろいろなことがありました。当初は昨年6月に発足すべく準備を進めておりましたが、
ご存じのとおり予期せぬ新型コロナの大流行が起こり、発足日を2回にわたり延期しました。新型コロナという見えない敵も
時間が経つに従って少しずつ対策が垣間見ることができるようになり、「適切な場所」でしっかりした「感染対策を徹底」す
れば安全に活動を展開できるという思いに至り、今日の発足までこぎ着けました。本日は練習を開始したとたん皆さまが喜び
の顔に変わったのを見て、「やって良かった！」と実感しております。これからは当面「三密対策」を徹底しながら、新しい
仲間と音楽を楽しむニューライフをエンジョイする生活にしたいと思っております。

代表 谷岡憲隆
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私の今の音楽とのきっかけは、高校時代ブラスバンドから始まった。当時ラジオから流れて
くる通称:進駐軍放送 FEN(現 AFN-Paciﬁc)を聞いて感銘を受けた Jazz だ。
Jazzの起源といわれる単純なコード進行及びトランペット、トローンボーン、クラリネッ
ト、バンジョー、ピアノ、ベース等の少人数制のルイ・アームストロング等の Dixie Land
Jazz。 のちに黒人SWING系デューク・エリントン、カウント・ベイシーBig Band 白人
SWING系デハリー・ジェームス、グレンミラー、レス・ブラウン Big Band 多種多様の音
楽が発展する中で登場した Modern(イースト、ウエスト)系のチャーリーパーカー、クリ
フォード・ブラウン、コルトレーン、チェット・ベーカー等 Jazz の枚挙のいとまがないが
何気なく聞いて育った。
大学でも先輩が作った Jazz Band に入り Jazz に興味を持つようになり(3学年には舟木一
夫 「高校三年生」流行)、やがて卒業後川崎地区の質屋の大将の「スイング・ジョーカーズ
(Big Band 又は、Jazz Orchestra 以後略) 」に入団した。10年ぐらいして所帯を持つよう
になり子供 ができて10年間ぐらい中断していたが復帰した。夏になると信州、山梨方面で
合宿した。 近年の経過は「スイング・フォレスト」に入りあちこちで練習、コンサートに
参加していた。 演奏旅行も北海道・函館「ベスト」と数年おきにお互いの地にいて合同コ
ンサートに参加した。 北海道では函館山のロープウェイ頂上のコンサートホールで東洋一
の夜景をバックに、横浜では「クリフサイド」で、毎回数人の一流プロミュージシャンにご
参加を頂きながら交流しいろいろ参考にしながら勉強しました。そして近年では、隅田の
「ハイ・ファイブ」、埼玉「サース デイ」現在の「アゼリア合奏団 イン シニア」......この
時のご指導いただいた「鏑木 融」先生のご紹介で「アンサンブル スルーザ ヨコスカ」にも
数年在籍、この時、トランペット のラリーさんと知り合いました。現在も8X才で現役で
す。彼は、渡辺貞夫さんとバークレ―で同期、その時の卒業記念レコードも聞かせていただ
きました。その後数々の有名 Big Band をへて日本に移住いたしました。彼はいまだに元気
に演奏しています。私はあとから彼を追い かけています。
もうおわかりでしょうか!?私は Trumpet 奏者です。
管楽器は、年齢には逆らえない.... 特に Brass(Trumpet、Trombone)
は 奏法にもよるが歯並び、アンブシャー、特に普段大きな音で吹く人
はなおさらである。そして、数日練習を休むと音が違ったものになる
のでその分負担で ある。形容するならば「陸に上がったまぐろ」であ
る。 そこで独自の方法で、まず、Trumpet とマウスピースの相性を互
いに種類を変え分類:マウスピースを何種類かで2オクターブ間の音程の
チャートを作成,あくまで自分に合ったものを見つける。そして、年齢
を重ねるごとに音が出なくなることを考慮して低音から高音まででき
るだけ小さな音で練習を心がけています。サクソホーンも違った意味で小さく吹くのは難し
いと聞きます。また、アンサンブルかソロでも小さな音で軽く吹くことをお勧めいたしま
す。 ただし、本番は周りと調和するくらいの大きさが必要です。
アゼリア合奏団inシニア

佐藤義勝

令和3年9月1日発行

[19]リコーダー
シェークスピアの「ハムレット」第3幕の2場にこん
な会話があります。
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リコーダーが楽器として優れている点はたくさんありま
す。
①息の長さとフレーズの長さが一致できる。
リコーダー演奏に使う息は歌唱の時と同じような量

- ハムレット「お前はこの笛が演奏できるか？」

で、歌うように演奏できる。

- 友達「出来ません」

②作音楽器である。

- ハムレット「嘘をつくくらい簡単だよ。指穴を親指と

ハムレットは空気が入れば音がたやすく出ると言いま

指で押さえる。そして口から息を吹きむんだ。そうすれ

したが同じ運指でも息圧、息のスピードで音程が微妙に

ば美しい音が出てくる」

変わります。（半音近く）したがって良く聴き合って意

嘘をつくことが人格的に難しい方も多数いらっしゃい

識をして演奏すれば8人くらいまでなら純正調の響きで1

ますが、発音は空気が歌口に入れば音が出るので簡単で

曲仕上げることが出来ます。まさにリコーグーならでは

す。

の素晴らしさです。リコーダーはビブラートが掛けにく

小学校の中学年から長年、教具として扱われてきまし
た. しかし、本格的に演奏に取組むと奥が深く、やり甲
斐もあり独特な美しさを味わうことの出来る素晴らしい

い楽器ですが、それが大きな長所になります。
③音量が適当である。
広い音楽会場ではモダンフルートには一歩譲るものの

楽器です。

サロンや家庭内ではとても美しく響きます。生涯楽器に

歌口に息を吹きもみ空気の渦(カルマン渦)は発生させる

ふさわしい特徴です。

楽器はとても古く、ビラミッドの絵などに残っています

④価格が安い。

から古代文明から現代まで形を変えて伝わってきていま
す。
今の形に落ち着いたのは16世紀から18世紀にかけて

勿論、木管楽器ですから本来は木で出来ています。そ
れも黒檀、ローズウッド、キングウッド、メイブルなど
さまざまです。価格もそれぞれですが全ての木管楽器の

のルネッサンスです。学校のリコーダーはほとんどソプ

中で一番安価といえるでしょう。そして日本では4桁の

ラノ中心ですが、 リコーダーにはクライネソプラニー

価格で世界でもトップクラスの合成樹脂のリコーダーが

ノ、ソプラニーノ、ソプラノ、アルト、テナー、バス、

手に入ります。筆者の知り合いのドイツ人のリコーダー

大バス、コントラバスの8種類の高さ大きさの種類があ

奏者が来日の折、街の楽器屋から20本近く買いだめをし

リ、サキソフォーンの7種、バイオリン族の5種よりも豊

て帰っていきました。オーストリア、ザルツブルクの

富になっています。

モーツアルトの生家を訪ねた折、隣の楽器屋で日本製の
合成樹脂のリコーダーが並んでいるのを見て嬉しくなり
ました。
◎ザルツブルクの話から余談。
ザルツブルク出身の有名音楽家・サウンドオブミュー
ジックの主人公トラップー家。愛と平和の願いにあふれ
たこの物語を皆さんはよくご存じでしょう。映画ではア
ルプスを越えるところで終わっていますが、その後一家

ルネッサンスは多声音楽が盛んでした。先ずリコー

はアメリカに渡ります。バスを買い一家で演奏旅行をし

ダーでアンサンブルをして、その後同じパートを歌唱す

て生活します。その時の演奏がルネッサンスのスタイ

る家庭(サロン)音楽が中心でした。

ル。リコーダーで旋律を吹きその後同じ曲を合唱する、

その後バロック期に入ると器楽が盛んになりアルトリ

という形でした。アメリカ人はその純粋な響きをとても

コーダーが木管楽器の中心を担います。

喜んだそうです。

ただし、バロック期も後半になるとバイオリン族が完

その時に良く歌われたのが「きよしこの夜」。そして

成され、それに対応して大きな音が出る音域の広い横笛

「リコーダー」はアメリカ径由で日本の学校に入ったの

(フラウトトラベルソ)にその座を譲るようになります。

です。リコーグーは愛と平和の使者なのです。

20世紀になってドイツの作曲家オルフがリコーダーの

（注） 学校では教えやすいドイツ式の運指が中心です

素晴らしさをアピールし教育楽器として優れていること

が本来ネルネッサンス時代に使われたイギリス式(バロッ

を強調しました。 ドイツのわらべ歌、民謡などを使っ

ク式)運指の方が者や機能が優れていると思います。

て教材化しました。
（原案 全シ連 岡村斉能

補筆 葛飾/江東 五十嵐淳）
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令和3年度賛助会員

令和3年1月1日〜令和3年7月31日までお預かりした分です。

賛助会員名

賛助

賛助会員名

賛助

賛助会員名

賛助

賛助会員名

賛助

古谷 讓 様

2口

森下 緑 様

1口

渡邊佳子 様

1口

杉山精展 様

2口

宮崎照子 様

2口

宮崎 正 様

2口

伊藤楽器 様

法人2口

岡村道枝 様

10口

牧野英一 様

2口

森川

清様

2口

高野

昇様

1口

飯田藤治 様

2口

高橋昭五 様

8口

柳原健児 様

1口

岡村勝亘 様

1口

森 一様

1口

森山英隆 様

1口

櫻井宣明(龍禅寺) 様

1口

安仁屋美樹子 様

1口

金子多鶴子 様

1口

池田禮子 様

1口

(株)ｻﾝﾖｰﾎｰﾑ 様

法人1口

谷岡憲隆 様

1口

永瀬美都子 様

1口

高橋 孝 様

1口

＊笹森楽譜 様

8口

松田耕二 様

2口

三浦はるか 様

1口

小澤 均 様

1口

石岡SE 様

法人1口

関口雅子 様

1口

大阪ベルタ 様

法人1口

宮崎貴嘉 様

1口

椎名祐美子 様

1口

ﾃﾞｭｰｸ･ｸﾞﾘｰﾝ･ｻｳﾝﾄﾞ様

法人1口

小泉安治 様

1口

水戸SE様

法人1口

斎藤 良 様

1口

成島 弘 様

2口

沼尻のぶ子 様

1口

（株）沼尻創美 様

法人1口

鈴木彦尚 様

1口

（行政書士）

（ピアニスト）

昨年、水戸SEの高木周二様の個人2口は水戸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。これからもどうぞよろしくお願いします。

滝野川シルバーアンサンブル🎻

福原幸子

コロナ禍のため、昨年から月2回の練習も出来なくなり、いつも使っている区の施設が、使用不可が重なりました。やっと練習再
開できたと思っても、また緊急事態宣言が出され不安の中でしたが、やっと七夕から合奏ができるようになってホッとしています。
さて、皆さんはワクチン接種が終わっていますか？我が団は着々と接種を終えている人が多いのです。そこは少し安心して活動で
きるかなあと感じています。
先日全国大会へ参加希望を話し合いましたら、今年は様子を見ていこうということになりました。でも、まずは自分たちだけで
のクリスマスコンサートをしてみようという事になりました。本来なら技量アップのためにも、参加しましょうと言いたいところ
ですが、厳しいと感じそうなりました。でも、クリスマスコンサートをしたいという、前向きの結論でしたので、目標ができて嬉
しい限りです。
高齢になっても、音楽を通して指や頭を使い脳を活性化させていただきたい。指一本でも動かして、音を奏でることで、いつまで
も生き生きと楽しんで行けるように、この「シルバーアンサンブル」は活動していきたいと思っております。
私自身は、別の区民オーケストラでフルートを吹いてもう30年以上に。そこは目指せプロアマオケで、私自身を究極まで追い込
める場所です。このシルバーアンサンブルは、可能性を探求する場だと感じています。メンバーの実力を考えて、ここまでなら頑張
れそうだと、指導者の鴨井先生や岡村斎能さんにも曲を用意してもらっています。楽器に偏りがあったり、できないところは削って
しまいますが。
季節の曲、映画音楽など練習していますが、何を間違えたのか(笑) 今、「バッハの世界」に挑戦しています。原曲は美しくて、知っ
ている曲ばかりですが、とんでもなく難しいのです。目標が高すぎてと思っているメンバーもおりますが、可能性を信じて練習して
いこうと思っています。

残暑お見舞い申し上げます。
賛助会の皆様そして皆々様、いつも、大変お世話になっております。7月の静岡県熱海市、神奈川県での大雨で被害に遭われた方々、お亡くなりに
なられた方、謹んでお見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。賛助会員の皆様や「ひびきあい」をご覧頂いている方にも、ご親戚あるいはお知り合い
の方がいらっしゃるとおもいます。お見舞いを申しあげる次第であります。これから、台風もあります。どうぞ、皆様気を付けてお過ごし下さい。コ
ロナ禍の中、そして練習も制限される中、近隣の皆様に少しでも喜んで戴こうと、定期演奏会や催しものをされた楽団もあります。こんなご時世だか
らこそと思いきって決行された楽団もあるやに聞いています。行われた楽団の方々は一応に「やって良かった」と口をそろえておっしゃいます。お客
様の反応も「聴きに来て良かった」と笑顔でお帰りになったと伺っています。私たちは、自分自身も演奏を楽しみ、お客様にも楽しんでもらうと云う
理念をもって活動しています。皆様、どうぞ、NPO法人全日本シニアアンサンブル連盟の基本的な考えをもって頑張りましょう！
編集長

http://npo-jse.org/

宮崎

正

090-8775-4930

info@npo-jse.org

tmiyazaki7122@vega.ocn.ne.jp

