


の「古典本曲」も演奏された。
　沢井一恵氏が十七絃の重低
音による「六段」を奏でて、演奏
会は始まった。箏の世界ではよ
く、唄物では黒髪に始まり黒髪
に終わると言われ、手事物は
六段に始まり六段に終わるとも
言われる。「基礎基本を大事に
しなさいよ」という、若い人へ
メッセージにも聞こえた。
　二曲目は「ゴジラ」で有名な
伊福部昭が二十絃箏のために
作曲した「物云舞」だ。二十五
絃箏開発者でもある野坂操壽
氏が演奏主題でもある「典雅」
を気品に満ちた演奏で聴かせ
た。
　後半は、中高生との演奏だ。
中空砧による箏変奏曲〜五段
砧の変容（高橋久美子作曲）
は徳島県内の中学生が、難曲
の「二つの群の為に」（沢井忠
夫作曲）は徳島、愛媛の高校

生が中心となり夏休みを返
上して練習した成果を披露
した。演奏会に先だって、
ワークショップが同ホール
で行われ両氏の指導でさら
に磨きがかかり本番となっ
た。
　この演奏会ではもう一つ
の注目点がある。上記、高
橋久美子氏の他、「変絃自
在」公募作品入賞者で「青
蓮華」を作曲した前田智子
氏など、伊福部昭氏、沢井
忠夫氏そして三木稔氏に
続く現代邦楽作曲者の作
品が世に出て来ていること
だ。
　今回の企画では、どの様
な形で『邦楽』が次の世代
に受け渡されるのか、その
外観がうっすらとだが見え
かくれしたように感じた（れ
んかい）。

　15日（土）19時からは野坂
操壽・沢井一恵の両氏によ
る「変絃自在」コンサートが
開かれた。ワークショップで
指導をうけた徳島県、愛媛
県の中高生も舞台に立っ
た。また、若手尺八演奏者

2012年9月16日　全国邦楽合奏協会誕生公演で三つのフェスタルバラード
（三木稔作曲）を演奏する愛媛県立野村高等学校箏曲部（阿南市夢ホール）

たちは徳島県阿南市で
開催された全国邦楽合
奏フェスティバルに参

加しました。箏奏者の野坂操
壽・沢井一恵の両先生の演奏
や全国から選ばれた邦楽合奏
団体20組が集結したこの大会
で、多くの貴重な経験ができ
ました。
　15日の『変絃自在』では両
先生に加え徳島県内の高校
生、大学生と共演しました。
初めて「二つの群の為に」の
楽譜を見た時には、この曲を
演奏できるのかと不安になる
ほど難しい曲でしたが部員全
員が夏休みを返上して研究・
練習しました。当日は数時間
の練習を行い、リハーサル後
本番を迎えました。ステージ
では、両先生のすばらしい技
術とオーラを目の当たりに
し、感動しながら演奏するこ
とができました。
　16日の『全国邦楽合奏協会
誕生公演』では、私たちに
とって特に思い入れのある曲

「三つのフェスタルバラー
ド」を演奏しました。トッ
プバッターということもあ
り、とても緊張しました
が、今まで演奏した中で一
番の出来だったと思いま
す。演奏後に観客の方や他
の出演者の方にたくさんの
お褒めの言葉をいただき、
とてもうれしく思いまし
た。また、全国邦楽合奏協
会賞を受賞することがで
き、二重の喜びとなり、充
実した二日間を過ごすこと
ができました。このような
機会を与えていただいたこ
と、また、恵まれた環境の
中で箏を演奏できること、
たくさんの方々に支えられ
ていることに感謝し、私た
ちの演奏を聞いてくださる
方に感動してもらえるよ
う、これからも頑張ってい
きたいと思います。

愛媛県立野村高等学校
箏曲部顧問　村上　由理

私私私私
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　9月14日18時半から阿
南市「夢ホール」で、遠
音によるワークショップと
ミニコンサートが開かれ
た。その中で地元音響ス
タッフの協力も得て、PA
なしの場合とPAを使った
場合の比較実験演奏が
行われた。講師の三塚
幸彦氏は、なぜ、PAを
必要とするのかとの問い
に対して、「邦楽器では
PAなしでは150人くらい
のホールが限界、邦楽
器 演 奏 者 が 、 ホ ー ル
隅々までその音を届けよ
うとすると大音量で演奏

するテクニックが必要と
なるがその分微妙な
ニュアンスが失われるこ
とがしばしばある。現代
はデジタル音響技術が
発展しているので、そ
の技術を使わない手は
ない」と答える。
　確かに、生音と機械を
通した音とでは、音質
に違いが出るが、「遠
音」の演奏は聴衆に無
理 の な い 、 心 地 よ い
「ニュアンス」を届ける
ためにPAを使ってい
る。
　筆者はPA実験を、最
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前 列 で 聞 い
た。生音での
演奏では細か
いニュアンス
が聞き取りに
くかったもの
の十分に音楽
の「意図」は伝
わると感じた
が、PAを通し
て聞くとさらに
細かい部分の

９月15日　遠TONE音による交流質問会

表現が聞き取れた。また、
広いホールでは生音の場
合、聴衆側が聞き取ろうと
いう「努力」が必要となるた
め、緊張感はあるが疲れ

る。PAを使った場合、ゆったりと
聞き取れ癒されたと感じた。こ
の様な点でPAの優位性を確信
した。今後、邦楽演奏の現場で
PAはさらに利用されるのではな
いかと思う（れんかい）。



　2012年はぐるーぷ“樹”に
とって最高に充実した思い出
に残る年となりました。
　一つ目は、昨年6月に広島で
開催したコンサートです。こ
れはぐるーぷ“樹”結成40周
年（第36回）という大きな節

目となるもので、これまで
にぐるーぷ“樹”が委嘱し
た曲を中心に多くの方に楽
しんでいただきました。
　二つ目は、徳島で開催さ
れた全国邦楽合奏フェス
ティバルで最優秀賞となる
「徳島県知事賞」を頂いた
ことです。実は徳島に行く
までは、「トップ3くらい
には入りたいねえ？」なん
て呑気に構えていたのです
が、前日のワークショップ
での徳島邦楽集団の演奏を
聞いて、そのまとまりの良
さに大いにショックを受け
た後は誰も何も言わなく
なってしまいました。で
も、それでスイッチが入っ
たのか、その後のパート毎
の細かいチェックと全員の
集中が効いたのか、本番で

はこれまでにない手応えのあ
る演奏ができました。全国か
ら結集した実力者揃いの合奏

　最優秀賞にあたる徳島県知事賞を受賞した和楽器集団ぐるーぷ“樹”の重政昴山氏から感想を寄稿いただ
いたので紹介する。なお、第２位優秀賞にあたる阿南市長賞は「織座」＆「まどか」（千葉）、３位全奏協賞は愛
媛県立野村高等学校箏曲部が受賞した。

団の中から、豪華
な顔ぶれの審査員
の方に選んでいた
だき本当に本当に
光栄です。
　最優秀なんて恐
れ多いというのが
今でもメンバーの
正直な気持ちです
が広島という地方
にこんなグループ
があるということ
を知っていただい
ただけでも私たち
のこれからの活動
の何よりの励みに
なると思っていま
す。
　このようなすば

らしい機会を与えてくださった全奏
協と全ての関係者の皆さんに心から
感謝申し上げます。そして、今年が
全奏協にとって更なる飛躍の年にな
るよう、みんなで力をあわせていき
ましょう（重政昴山）。

翌日の9月17日付け地元紙、徳島新聞に邦楽合奏フェス
ティバルの記事がが掲載された。写真は巨火の演奏。

　写真右　徳島県出身で全奏協設立に尽力された
作曲家の故三木稔先生の代表的な作品群を紹介し
たコーナー。

写真下　箏作成の実演。初めて見る箏制作の様子に質
問する参加者。他に鼓、三味線の製作の様子が実演さ
れた。また、箒の柄の尺八や箏の源流となった七弦の

写真右　
展示され
た宇宙箏
に興味
津々の中
学生。さ
わって音
を出すこ
ともでき
る。

写真右　「未来邦楽
へ」と題するパネル
ディスカッション。６
名のパネリストが未来
を見通した。特に韓国
の邦楽（国楽）の現状
も報告され、日韓の伝
統音楽の現状や問題点
も提起された。

古箏も展示され
た。遊びながら、
楽しみながら学べ
る展示となってい
た。

　最終日
の懇親会
で受賞の
喜びを語
る 、和楽
器集団ぐ
る ー ぷ
“樹” （広
島）　代表
の山本観
山氏

宇宙箏・楽器製作実演
故三木稔先生の軌跡など

盛りだくさん
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９月１６日和楽器オーケストラ邦楽合奏団「鼎」（指揮　星田一山氏）が演奏する「綺羅KILA」（前田智子作
曲）徳島国文祭バージョンの演奏

写真右　指揮者
の稲田康氏によ
り徳島邦楽集団
が今回演奏予定
の三木稔作曲　
ダンス・コンセ
ルタントⅠ＜四
季＞の演奏指導
がなされた。邦
楽演奏では珍し

い指揮の実際が間近で
見ることができること

もあり多くの参観者が
集まった。



　藤本さん、スタッフの皆様
お疲れ様でした。徳島での
国文祭は非常に充実した
内容で全ての企画がすばら
しかったです。全国各地か
らの参加者で大合奏曲を
出来たのも良かったです。
「童夢」はともかく、「巨火」
はプロの演奏団体でもなか
なかの難曲ですが、当日の
わずかな練習時間だけで、
少なくともお客様に聴いて
いただける形になったの
は、指揮の高橋先生をはじ
め皆様のお力の賜物だと
思います。今回は国民文
化祭の事業として、文化庁

などから多大な協力があり
ましたが、今後全奏協の

みでこのようなフェスティ
バルを実施して行くのは

大変だと思います。少しで
も、自治体、財団、企業の
ご協力をあおぎながら、た
とえ小さな規模でも良い
ので毎年続けて行けた
ら良いと思います。今
年は山梨県で国民文化
祭が開催されます。山
梨邦楽合奏団「響鳴」
も協賛事業として、５
月５日に、子供たちの
バレエや児童コーラス
などとコラボして演奏
会を開きます。全国各
地からのお越しを希望
いたします。

（石川憲弘）　
高橋明邦氏指揮による「巨火」のリハーサル風景
（9月16日午前　阿南市夢ホール）

９月１５日　変絃自在コンサート終了後に韓国国楽誌Lara編集長
（右から２番目）の取材をうける野坂操壽氏と沢井一恵氏（左）

９月１６日懇親会で阿波よしこのを演奏するスタッフと飛び込み参加で演
奏する高橋明邦氏、石川憲弘氏、そして、阿波踊をおどる参加者。

　９月１５日（土）、野坂
操壽、沢井一恵の両氏によ
る「変絃自在コンサート」
終了後の懇親会会場で、両
氏は韓国の国楽誌Lara（ラ
ラ）の取材をうけた。急遽
この取材をコーディネート
したのは全奏協理事の田中
隆文氏だ。懇親会会場の一
角が急ごしらえのインタ
ビュー会場となった。　国
楽とは日本の邦楽にあたる
韓 国 で の 呼 び 方 で 、
「Lara」はちょうど我が国
の邦楽ジャーナル誌の様な

雑誌だ。同誌のユ・チュン
ホ編集長は韓国の伝統音楽
と他のジャンルそして外国
の音楽等との比較研究をし
ている。氏はこの日行われ
た「未来邦楽へ」パネル
ディスカッションで韓国で
は国楽へ国の補助金は比較
的多いものの実績のある演
奏者に偏り、若手国楽人に
は回らないという実態を訴
えた。現在、邦楽ジャーナ
ル誌にも「韓国国楽だよ
り」と題して連載を持つア
ラフォーだ（れんかい）。

　9月16日　全国邦楽合奏
フェスティバル懇親会が阿
南市夢ホール近くのロイヤ
ルガーデンホテルで開かれ
た。約４００人の参加者、
スタッフが、立食パー
ティーを楽しんだ。

　まず、各地の合奏団代表者
の挨拶とフェスティバルの感
想が述べられた。
　会食の途中では阿波の正月
にかかせない「阿波木偶（で
こ）箱回し」の実演と解説が
あった。その実演では一斉に

頭（かしら）の使いか
たを観察、浄瑠璃節に
聞きいっているところ
はさすが邦楽人だ。
　第２７回国民文化祭
徳島県実行委員会委員
長の徳島県知事飯泉嘉
門氏が歓迎の挨拶をし
た。その後も各テーブ
ルすべてを回り徳島県
のアピールを忘れな
い。

　最後は、参加者す
べてが阿波踊りを
踊った。地方（じか
た）の演奏ステージ
には、打楽器が専門
で全国邦楽合奏フェ
スティバルの取りの
曲、「巨火」を指揮
した高橋明邦氏、箏
の石川憲弘氏らが飛
び入りで阿波よしこ
ののリズムを奏でて
いた。
　参加者の笑顔が本
フェスティバルの大
成功を物語っている
（れんかい）。

全国邦楽合奏フェス
ティバル懇親会で、挨
拶をする、第２７回国
民文化祭徳島県実行委
員会委員長の飯泉嘉門
徳島県知事

�NPO法人全国邦楽合奏協会（全奏協）
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（１ページから）

☆18組が熱演
　梅雨の終わりの大雨が心
配されましたが、当日は独
奏・合奏あわせて18組の演
奏者が参加され、水を打っ
たような会場内の静けさの
中、午前11時からコンクール
が始まりました。独奏の部、
午後からは合奏の部と続き、
午後3時まで18組の熱演が
繰り広げられました。休憩の
後、審査員のお一人である
倉橋容堂氏の模範尺八演
奏があり、その後審査員7名
による審査が行われました。
倉橋容堂氏、島田重弘氏、
星田一山氏、吉岡紘子氏と

いう名演奏家と作曲家の前
田智子氏、そこに全奏協か
ら理事長の藤本玲氏、理
事の田中隆文氏が加わっ
て、7名による慎重な審査
が行われました。優れた演
奏が多く審査は難航しまし
たが、独奏部門では吉崎
克彦作曲の十七絃独奏曲
「スペイン風即興曲」を演
奏された阪本佐智子さん、
合奏部門では江戸信吾作
曲の三重奏曲「風の舞」を
演奏された今村里美さん、
式谷光代さん、渡部志津
子さんがそれぞれ最優秀1
位となって表彰を受けられ
ました。

☆今後の課題も
　はじめて開催したコンクー
ルであり広報が上手くいか
ないところも多くありました
が、今後は、今回出演され
た方々の声にもありました
が、応募できる年齢層の拡
充やより広い地域からの応
募など、実施形態を模索し
ながら今後につなげたいと
思います。アンケートの中に
は「若年者が混じっている」
など、年齢に関する不満も
散見され、今後の課題とし
て審査方法、表彰のあり方
等とあわせて検討すべきと
感じています（麻植）。

第２回邦楽コンクール

(シニアコンクール改）の

お知らせ

日時：平成25年

   7月28日（日）11：00   

場所：阿倍野区民センター

       
   小ホール

入場：無料

主催：全奏協

詳細：http://
zensoky

o.org

�

十七絃独奏「スペイン風即興曲」で１位を獲得した阪本佐智子さん

三重奏曲「風の舞」を演奏し合奏曲部門で１位となった、今村里美さん、
式谷光代さん、渡部志津子さん

講評する田中隆文理事（左）と審査員
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　桜の便りを聞くこの
季節は何ともワクワク
楽しい、夢に向かう想
いが近くに見えるよう
な幸せな気分になりま
す。皆様におかれまし
ては変わらずお元気に
ご活躍のこととお慶び
申し上げます。
　さて、平成24年度は
文化庁主催事業第27回
国民文化祭「全国邦楽
合奏フェスティバル」
や、第１回シニアコン
クールなど大きな事業
がありました。たくさ
んの皆様にご来場、ご
支援をいただきまして
心より感謝申し上げま
す。お陰さまで大盛会
のうちに幕を閉じる事
が出来ました。本当に
ありがとうございまし
た。
　そして、心地よい余

韻が残るなか「第２回
全国邦楽合奏フェス
ティバル」の会場が決
定しました。リニュー
アルされた東京三鷹市
公会堂での開催です。
日程は2月1日（土）・
2日（日）の二日間
で、規模は小さくなり
ますが、昨年同様全国
から合奏団やグループ
の参加を募ります。ま
た、個人の方は合同曲
にご参加いただけま
す。演奏会を中心に合
奏ワークショップや新
曲紹介コーナー、ポス
ターセッション等を行
います。詳細はこれか
ら実行委員会で詰めて
いきますので、どうぞ
楽しみにして下さい。
　また本年7月28日に
は、コンクールをシニ
アだけのものとせず、
名前改め第2回「邦楽
コンクール」としてリ
ニューアルスタートす

ることとなりました。
会場はひき続き大阪市
立阿倍野区民センター
小ホールです。詳しく
はホームページをご覧
下さい。
　全奏協を立ち上げよ
うと決意してから早2
年、ちょうど桜の時期
でした。昨年東京王子
で見た桜が忘れられま
せん。最高でした！こ
の花に力をもらい平成
25年度も頑張ります。
皆様よろしくお願いい
たします。

（藤本玲）

藤本玲全奏協理事長　

　アマチュア・プロ・地域・流派を越えた市民参加型の邦
楽フェスティバル、第２回全国邦楽合奏フェスティバルが
平成２６年２月１日（土）、２日（日）に東京の三鷹市公
会堂「光のホール」と隣のさんさん館（東京都三鷹市野崎
）で開催されることが発表された。

　2月１日（土）、多目的
室では公開リハが、午後は
ホールでは2名から5名の邦
楽器中心の「でたがりコン
サート（仮称）」が、夕刻
からは作曲家新曲コンサー
ト、邦楽2010新曲コンサー
トが行われる。また、合奏
ワークショップ、有名指揮
者、演奏家によるQ＆Aセッ
ションもある。さらに地元
物産販売、観光も予定され
ている。
 ２月２日（日）、ホール
では18団体と２合同曲で構

成される邦楽合奏フェス
ティバルが開催される。前
日に引き続き、展示、物販
そして体験コーナーも設け
る予定だ。
　関連事業として作曲家グ
ループ「邦楽２０１０」や、
大日本家庭音楽会などに協
力依頼して、平成24年度に
発表された新曲を紹介、情
報の少ない新曲合奏曲も紹
介するコーナーを設けあわ
せてCD・楽譜、楽器店によ
る楽器展示販売等の販売を
行う。第二にポスターで各

参加団体を紹介する。第三
に第１回フェスでも行った
一般の人たちに和楽器の楽
しさを感じてもらう楽器体
験コーナーを設置。第四に
プロによる表現テクニック

を実演も交えて学ぶワーク
ショップ、演奏での悩み相
談も実施する。詳細は全奏
協ホームページで発表され
るのでご覧頂きたい。な
お、内容が一部変更される
場合もあるでご理解い願い
たい（れんかい）。

Hiromasa Aizawa（作曲家）   
　長野県生まれ。千葉大学
教育学部音楽専攻卒業後作
曲活動を開始。ピアノ曲や
合唱曲、絵本音楽や弦楽ア
ンサンブル作品などを手が
ける。
　特に好きな組み合わせで
ある「ピアノ、バイオリン
×2、チェロ」の曲を多く作

り、コンサート活動も行っ
ていた。
　2010年山中湖国際音楽祭
の委嘱作品をきっかけに邦
楽器の作品にも積極的に取
り組むようになる。
　現在は作編曲を中心に幼
稚園・保育園などで「絵本
とチェロのコンサート」も
行う。
http://www.lattrait-
music.com

　相澤洋正さんが編・作曲者の立場で賛助会員として入会
された。以下に略歴を紹介させていただく。

鷹市公会堂が、本
年3月3日リニュア
ルオープンした。

公会堂ホールは耐震補強
とホール、ロビーの改修
を行い旧別館のあった南
側には新しい建物を整備
し、安全性や快適さを高
めた。
　また、公募により公会
堂ホール（719席）は

「光のホール」と命
名、旧別館の建物は三
鷹の三（さん）と太陽
の（Sunサン）、参加
（さんか）者に「さん
さん」と光が降り注ぐ
ようにとの願いから
「さんさん館」という
愛称となった。三鷹市
民の文化活動拠点の一
つだ（れんかい）。
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平成２５年度
総会の告知

１　開催日時
　　

平成２5年6月
１日（土）

午後１：30開会
２　開催場所

　　

三鷹市公会堂
　三階会議室

　東京都三鷹
市野崎１丁目１

の１

（三鷹市市役
所横）

３　今回の総
会会場は第２

回邦楽

合奏フェスティ
バル会場でも

ありま

す。下見も兼ね
て多数の参加

をお待

ちいたします。

写真はさんさん館

　

惜別惜別

info@zensokyo.org
全奏協通信全奏協通信全奏協通信全奏協通信全奏協通信

　我が愚妻は水谷豊の「
相棒」が大のお気に入り
だ。新聞で再放送を見つ
け午後３時にテレビをつ
けた。「相撲」をやって
いた▼邦J片手に５円コ

ピー機の前にいた。ミュ
ージシャン風青年が笑顔
で近づいてきた。入門希
望者か。糠喜びも束の間
、青年の笑面は能面とな
りあさっての方角に去っ
ていった。邦楽違いだっ
たらしい（れんかい）

人声転合


