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NEWS
〇ほんわか かな テイチクエンタテインメントよりメジャーデビュー ミニアルバム「人と旅と笑顔、想い出アルバム」発売
https://youtu.be/9pKQGxCJg4k 問合せ hamonica.kana@gmail.com / FAX 03(6385)7604 (ほんわか かな)
〇あつぎハーモニカ協会 オンライン小劇場スタート オンラインでミニ演奏会 毎月第１日曜日 14:00～16:00
Zoom 使用、参加無料:info@ahaplaza.com 問 090-6799-4955 戸塚

サークル活動短信
はもっくす・よこはま
東横線菊名駅近くの公共施設「菊名コミニュティハウス」を定例練習会場としていますが（原則第 1、第 3 日曜日
午前 9 時 30 分～12 時、アンサンブル指導をいただいている田邊峯光先生のご都合によりいずれか１日は自主練習）、
例年秋にこの施設を利用している諸団体の活動発表の場として「文化祭」を開催しています。
昨年はコロナで中止となりましたが、今年はリモート文化祭が計画され YouTube に up されることになりました。
配信期間は今年の 10 月 31 日～来年 1 月 29 日の予定で、はもっくす・よこはまのテーマ曲であるご当地ソングメド
レー（赤い靴、よこはま・たそがれ、ブルーライト・よこはま）、カチューシャ、兄弟船、ちいさな木の実の４曲に
取り組んでいます。是非「菊名コミュニテイハウス」で検索してみて下さい。竹下暢彦

編集室から
今号の表紙絵はミズテツオ氏の作品である。氏は 1944 年生まれの画家。1992 年～1996 年までパリに滞在。1993
年にパリ郊外のサン・ジャン・ダンジェリーの教会で絵画の大作を制作。1995 年「小説すばる」（集英社）の表紙
絵を毎号描く。2020 年 11 月よりハーモニカを習い始めた。その縁で提供していただいた。
また、ニッポン・ハーモニカ・クラブの写真は岡田敏男氏の撮影である。共に感謝。
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関東地域ハーモニカ・カレンダー（21 年 11 月～22 年 2 月）
11 月 5 日（金）／12 月 3 日（金）／1 月 7 日（金）／2 月 4 日（金）板橋ハーモニカ愛好会（2～3 曲）聴くだけの人歓迎
参加費 500 円 先着 20 名コロナ対策 板橋区中板橋商店街会館(中板橋駅 5 分)13:00～16:00 090-3332-5248（安藤）
11 月 21 日（日）／12 月 19 日（日）／1 月 16 日（日）／2 月 20 日（日）／3 月 20 日（日）／4 月 17 日（日）
あつぎハーモニカ小劇場予約なし１オーダー必要。聴くだけ OK アミューあつぎ 9F めぐみベジカフェ
15:00～17:00 090-6799-4955 戸塚
11 月 6 日（土） ハーモニカタンゴアラカルト 伊丹道子／田邊喜美子／村田喜一／芝 貞幸 司会：竹下暢彦
かふぇ＆ほーる with 遊 15:00 1000 円 090-4819-9971 芝
11 月 6 日（土） 10 ホールズハーモニカサミット 清野美土、千賀太郎他若手ハーピストそして松田幸一、八木のぶお、
KOTETZ、石川二三男、大野木一彦、西村ヒロ more ハーモニカ愛好家アマチュアハーモニカ全員集合
スタジオ K（JR 高円寺７分）17:00 2500 円
11 月 14 日（土）合奏編曲講座 2 日目 主催：日本ハーモニカ芸術協会
会場未定 090-4240-2621 藤原
11 月 20 日（土）トウハ誰でもステージ Vol.2 500 円
業平３丁目集会所 10:00～11:30 090-4819-9971 芝
11 月 20 日（土）くにたち青空ハーモニカクラブ定期演奏会
国立さくらホール（国立駅２分）13:00 無料 042-576-8465 和田
11 月 24 日（水）分散和音上級個人レッスン（Gm 持参） 講師：尾形敏雄 30 分 5000 円
成増アクトホール（洋室）14:00～20:00 080-4372-0960（尾形）
11 月 28 日(日)日本ハーモニカ芸術協会 第 11 回複音ハーモニカコンクール本選ライブ 無観客、オンラインライブ配信
ストリーミングチケットは11/1 10:00より発売開始、https://kipz.fun/mall、にアクセスして「複音
ハーモニカ」で検索。配信は品川区スクエア荏原「ひらつかホール」にて実施。090-6539-0739 中村
12 月 4 日（土） 初めての複音ベース奏法講習会 講師：東 和美 3000 円 主催：関東ハーモニカ連盟
業平３丁目集会所 13:00～16:00
問い合わせ：風間 hnbts78.63@gmail.com
12 月 5 日（日）彩ファミリーコンサート（黒田彩指導小平 3 教室合同発表会） ルネ小平レセプションホール 午後 無料
人数制限あり。満席の際はご了承ください。042-573-2687 谷沢
12 月 7 日（火） ときめきのハーモニカ艶歌演奏会 司会：田邊峯光 規子
ベルプ永山 5F 多目的ホール 13:30 無料 042-371-8840 田邊
12月12日（日）複音デュエット編曲講座「ハッピーバースディー」主催：日本ハーモニカ芸術協会
会場未定 090-4240-2621 藤原
12月12日（日）小金井ハーモニカアンサンブルコンサート ゲスト水野隆元
小金井宮地楽器大ホール 13:30 無料 090-1254-3017妻木
12月15日（水）主要三和音講座（先着5名様 講師：尾形敏雄 120分20,000円(教材、Gドミナントハーモニカ込み)
成増アクトホール（洋室）14:00～16:00 080-4372-0960（尾形）
12月23日（木）かわさきハーモニカプチコン
川崎市総合自治会館ホール（武蔵小杉駅前）14:00 044-711-6971浅井
2022年1月8日（土）トウハ誰でもステージVol.3 500円(1人)
荻窪地域区民センター集会室 10:00～12:00 090-4819-9971
1月26日（水） 「ラ・クンパルシータ」に挑戦（先着10名様限定） ハモニカタンゴ研究会（講師：尾形敏雄）
成増アクトホール（洋室）14:00～15:30 5,000円(Gm/Am持参) 080-4372-0960（尾形）
2月4日（金）第21回川崎ハーモニカ音楽祭
エポックなかはら大ホール 12:30 044-271-8669小山
2月5日（土） 第25回蔵里ハーモニカステージ 出演料1000円
クラッセ川越（川越駅5分） 049-242-7408矢内
2月10日（木）ポエム・ハーモニカタンゴライブ 800円（飲物付）定員10名 演奏：芝貞幸 予約090-4819-9971芝
喫茶ポエム マノ・ア・マノ・コーヒー（JR高円寺南口１分）10:00～11:00
2 月 16 日（水）ベース、分散和音、主要三和音の日本的三大奏法講座 講師：尾形敏雄 30 分 5000 円
成増アクトホール（洋室）14:00～20:00 （Gm 持参）080-4372-0960（尾形）1 月 9 日締め切り
2月20日（日）第62回全日本リード合奏大会
江戸川区総合文化センター大ホール 問い合わせ 080-7985-0136 吉村
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作

鶴丸光世

生活の中で出会う人・音楽・ハーモニカ 蓮沼慶子
新しい朝がきた、希望の朝が…、そんな歌声が流れる頃私の一日がスタートする。ラジオに耳を傾けながら目
は新聞の文字を追いかけて、生活の知恵を得る事も多い。この 1～2 年はお家時間が長く、ゆったりゆっくりの
日には、丁寧に新聞に目を通したり、ラジオから流れる音楽を口ずさんだり、話しかけに相槌を打ったり、流れ
てくる歌の時代に逆戻りする事もある。勿論テレ
ビの映像も観るが、私の中では圧倒的にラジオの
勝利。何故なら、聞きながら手を動かしたり本を
読んだり、別の事が出来る点が勝敗の決め手。正
に私の黄金の時間である。
まるいお顔の作曲家の小林亜星さん、CM、ア
ニメ、歌謡曲と多彩。6 月 16 日朝日新聞天声人
語に《誰にでも歌えてすぐ覚えられる曲。そうい
うものを作るには「子どものときにハモニカしか
吹けなかったころの気持ち」を失ってはいけないのだと亜星さんは書いている。》とある。ラジオから魔法使い
サリー、北の宿から、野に咲く花のように、等が流れていた。日立の CM でお馴染みの「この木なんの木」は
1973 年作曲、ハワイの広大な公園にその木はあり、周囲 7m、直径 40m にもなる枝の広がりだそうです。覚え
易くいつの間にか口ずさんだりしている事ありませんか？ 数千曲作曲したと言われている中で、私が意外と思
ったのは「あわてんぼうのサンタクロース」、知りませんでした。
全盲のハーモニカ師範として紹介された品川勝邦さん。全日本ハーモニカ連盟から今春賞を受けたとある。7
月 13 日朝日新聞「ひと」に掲載された。早速ハーモニカ・ニュース・リリースを確認、受賞者一覧に品川さん
の名前を見つけた。東京や近県の人は記憶に残るが、見逃していた、ごめんなさい。山口県ハーモニカクラブを
主催、主に全国の視覚障がい者を対象にスカイブを通じてハーモニカの指導を行い、ハーモニカ普及活動に尽力
とあった。他にも普及活動に力を注いで下さる方が居る事に顔がほころんだ。特に品川さんは全盲という立場で
教えを請う人が増えたが、楽しんで欲しいだけだから…と謝礼は受け取らない。努力とその気持ちに頭が下がる。
大きな拍手を送りたい。
関東ハーモニカリーグ第 122 号 2021 年 9/10 月号（東京都ハーモニカ協会機関誌）
http:://hamosite.tokyo TEL.090-4819-9971 FAX03-4333-7385 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 2-40-38
E-mail hamokanto@gmail.com 郵便振替口座 00100-9-195995 東京都ハーモニカ協会

