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後藤楽絃研究所

舶来手エギター続々入荷
批界的な名エの手になる最高級手エギターの取次を開姶致しました。

セゴビアの愛用するエルマソ・ハウザー， イエペス使用のホセ・ラミーレス

（プロフ＝ツサー・クラス），ウイリアムスの愛器イグナチオ・フl.1タ，誰でも一

度はあこがれを持ったに違いない銘器が，あなたの手に入る時が来ました。この

機会を逃がさずお早目にお申込下さい。予約注文も受付けていますので委しいことは

直接お問合せ下さい。尚，当社に在庫のもの及び近済のものは下記です。

ヽヽウザー・..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25万円

フ レ タ・・・ • .．．．．．．．．． ． ．．．． ．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ． ． ． ． .．．．． ． 2 3万円

ラ ミ ー レス ・・・・・・・・・・・・・・・・._..........................................1 7万円

工）しマノス・・・・・•.．．．．．．．．．． ． ． ． ．．．．．．． . ．．．．．． ． ．．．．．．． ． ．．．． ． ． . ．． ． ．．．．． 1 0万円

イ ペ リ ア・ ・ ・・・• . ．．．．． ．．． ．． ．．． ．． ．．．． ． ．．．．．．．．.．．．．．．.．.．.． ． ． . ．.． ． ....． 1 0万円

ギタ の友社
東京 都新 宿 区 柏 木 3-3 63 TEL (368) 7 5 7 1 



スペインの伝統を茎礎にした

一本格的音質とデザイン

.. 

河 野 賢 ギ 夕
＿ 

カタログはギターの友社にあります
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•製作期間—約 2 カ月 以内

・御注文方法ー一御申込の時に定価のl/ 3相当額を御支払下さい。残額は楽器完成の時に楽

器と引換えに御支払い下されば結構です。

•修理その他の保証ー~御買上の楽器については修理 ・ 交換その他万全のアフタ ーサーヒ・

スを心掛けています。尚製作後年以内に起きた故障については当方で責任を持ち ま

す。ただしお取扱い上の不注意による事故はふくみません。

お手元の楽器を更に高級なギターと お取換になる場合には，御相談下さい。最も有利

な方法で取扱い致します。

月賦のお取扱も致します。カタログ御請求下さい。

ギタ の友社
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大西 博愛 渡欧記念 独奏

賛助出演・玖島ギター室内合奏団

会

4月

大

会

28 日（金） 6.3 0 
ヽ

阪・毎日国際サロン／

員券 ¥ 3 O 0 

プログラム

グランドソナタ・・・・・・・・・......カ ル リ

ソナタ Op.15・・・・・・・・・・・・・・ジュ リ アー ニ

ソナタ Op.15~2......・・・ソ ル

四重奏曲（合奏）・・•…..・・ ・ ・・•マ テ ィ カ

（シューベルト）

他

玖島ギター室内合奏団定期演奏会

独奏 ・玖島隆明

練習曲集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロ ボ ス

二重奏 山内・斎藤

子供達のために・・・・・・・・・パルトーク

四重奏曲..・・・＇．．．．．・・・・・・・・マテ ィ カ

（シュ ーペルト）

組曲第 2番（五甫奏）・・・・・・・・・バ ッ ハ

叫 B
5月針日（水） 6.3 0 

第一生命ホ ー ル

会 員 券 ¥ 3 0 0 
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ジョン ・ウイリアムスと共にすごして早や

くも半年余り 。彼の演奏をきいて感じる私の

絶望感，そういったものを，日本の（ギター

の友に知って頂き たいために書きました。

とに角，私共は地味に，モグラの様に進ん

で行かねばなりません。

(1961年3月 於ロンドン）

松 田 朗

永い冬の国，ロンドンにも春が小鳥の声と共にやって来た。この国では春の

有難味を如何にして感じさせようとするかの様に，冬が重い。睛れた日に遊園

地にいくと，子供連れで楽 しさがあふれている。広い ロンドンの歩道に椅子を

持ち出して， 日光を一ッパイ浴び，道行く人をながめながらたどったまとまり

のない思考を文章にしてみた。

テクニ ックとはテク ッニックてはない

テクニックとはテクニックではない。それを完全に自分のものにした時，そ

れはテクニックとして感じられない。あたりまえのこと，叉は， H常茶飯事と

して感じられなければならない。指が勝手に動かなければならない。昔，私の

友人が云った様に「指がオートマティックに動く」，又は，「テクニックとは親

しい友逹と話している様なものである」。 例えば，空飛ぶ鳥の様に飛べればそ

れは高度の飛行術であるが，鳥にとってはそれは日常茶事である。鳥はただ鳥

であるから飛んでいるのである。いわば人間が歩く様なものである。少くと

も，指が指板の上をごく自然に歩ける様にならなけれでならない。 「歩け，歩

け」だ。姿勢を正して歩きましょう。

以上のことは，音楽を表現するという慈味におけるテクニックに於ても云え

ることであって，例えば， リタルランド， クレッシェンドと云い，叉，和声学

的に対位法上に於て，重要なアクセン トのある音だから， と常々考えてアクセ

ントをつけ，叉リタルランドを行うというのでは，人間の行うことであるから

どこかに錯覚があり，見落しがある。その上，学問ではどうしても解決のつか

ない問題が非常に多い。繰返せば， 最も自然なフィ ーリンク， 無理のないフ

ィーリングを身につけることが肝要である。自分が感じて表現する，感じてい

る様に表現するのであって，書いてあるからその通り演奏するのではいけな

V、

次にテクニックの質的な変化について，即ち，目的によって手段が異なって

来なければならないということについて。

再び鳥の例を上げれば，雀がチョン，チョンと躍ぴ，燕がす速く飛ぶ。地上

(6) 



に落ちているものを拾って喰べる雀と，空中高く翔ぶ虫を獲える燕とは，自ず

から飛び方が異なる様に，音楽に於ても表現しようとする内容によって，テク

ニックの在り方が質的に異って来なければならない。費方が雀であれば，翡＜

翔ぶ虫を獲えようとするのは，いわゆるはかない夢でありましょう。そこに悲

劇の存在がある。雀の羽を取り替え， クチパシをヤスリがペーパーでゴシゴシ

削ってナメシ皮で磨くという操作を繰返しても雀の大脳（叉は小脳）組織が燕

の飛翔速度に堪え得ないのは自明の理で，それでも器用な雀が，何んとか燕の

真似をして飛んているという気になっいるのは，悲しいというよりむしろ滑稽

である。

話が横にそれたが，テクニックと音楽内容の表現意欲 とは，表裏一体と して

発展叉は習得しなければならない。あるときには，テクニックが音楽内容を助

け表現するという現象も起り得る。あたかも，一国の経済が政治をひきずって

行くことがあり得る様に。

さて，このあたりで筆者も具体的に，技術習得法，音楽演奏法なるものを，

剪気をもって以下に内かねばならない。ギター愛好家諸氏は，自衛隊が軍隊で

あるか無いか，即ち鯛が魚であるかないかというギロン以外に，大きな関心を

持って居られることを確信する。

音楽とは感情の芸術てあること

よく考えてみれば，技術習得とは教則基本のことであって，古今東西，有名

無名の大 ・中 ・小先生方が，高いのは 2000円，安いのは 20銭で市場に売り

出じて居られる。私がつけ加えなければなららないのは，音楽とは感情の芸術

である， ということ。感情です。フィーリング，工モーション，センティメン

ト， パッション，センジピリテ ィー，何れをとってみても音楽と関係のない言

葉はありません。大変ムズカシイと感じるところは，ゅっくり入念にひけばよ

ろしい。セゴ ビアばりの感情をもって。 これが真のテクニックです。感情と結

ぴついたテクニック。財閉と結びついた政治。何れも切っても切れない。それ

は深い密接な関係があります。ところが，問題は全曲をゆっくり入念に弾いた

のでは面白味がありません。そこで一案として，易しい所へ来たら，聴き手の

目を廻すべく出来るだけ速くひく。ある場合には指だけを指板の上を走らせ

て，右手はなるべく動かさない様にする。ときどき，必要な音だけを出す様に

心がける。ゆっくりと感清こめてひいたところの感銘が，いまさだめていない

聴衆は，その時には頭がシビレてしまっているから何もわからないわけで，そ

こがこの演奏のヒケツです。勿論もっと大事なことは， ときどき顔をシカメた

り必要とあれば上体をゆさぶり，叉，ステージに 1回位は躍び上って，音楽を

感 じていることを聴衆に知らせることを忘れてはなりません。 そうしたら拍手

カッサイは確実です。そのとき，すぐに立ち上ってはダメです。ゆっくりと，

アタカも夢から醒めた様に立ち上り，他の人が 2回頭を下げるときには，自分

(7) 



は3回，他の人が 45度に礼をするときには，自分は 46度に下げなければな

らない。 （これもテクニックと云えないことはない）。

美しい音ー一それは真の意味のテクニックである。ということ。

話がとんだ横逍にそれてしまいました。

美しい音ー一それは真の意味に於けるテクニックです。古今東西，悪い音の

名演奏家なんて居たこととがない。良い音が出るということは，即ち，右手 ・

左手が完全に働いているというこ ＇とに他 ならない。では，その具体的な習得法

は？，残念ながらそれが簡単にわかれば誰も苦労はしないわけで，叉，解って

実行出来ていたら，それこそ日本中名演奏家があふれているわけで しょう。

さて，私が真面目に申上げることが出来ることを以下に記せば，良い音とは

どんな音であるか。又は，自分の音が如何に悪い音であるか， という絶望的な

事実を知ったならば道が開けるであろう。自分の登るべき山の頂上がどの方向

になるかを知ったならば，可成り頂上に達する見込みがある。というより，知

らないより可能性が大きいと云える。良い音を身を以て体験する。という事が

絶対的に大切な事でありまましょう。一度そのテクニックを得たならばそれは

云わば除々なる上逹ではなく，革命的発展を遂げる事が予想される。＇ 革命の感

激を味わうためには戦わねばなりません。すべての兼色が変り，マイナスがプ

ラスになり，間が光明に変り，動が静になり叉最も大切なことは，雀が燕に変

る。そして鯛は腐っても鯛。

以上，爆発的進歩の可能性一ー一あくまでも可能性である一~を述べたが，革

命の戦いをするには革命の理論，叉は少く共必要性，或は如何なる目標に向っ

て進むか，がハッキリと判っていなくてはならない。その目標が，私には良い

音であると感じられる。模索して現状に甘んじないという精神がそれを助ける

であろう。

前に書いた事があるが， レコードに吹込まれた演奏は信用出来ない一ー何故

なら，テープ ・レコーディングによって切り継ぎをし，音色も非常に美化（ ？）

されているから一一ーという迷信を先ず捨てなければならない。実際の演奏は，

然べきアーティストが，然るべきホール又は部屋で演奏したならば，完全にレ

コードより良い音がし， レコードより，又は，同等の技術水準で演奏される。

何よりも，音楽的感動の伝わり方が違う。私が云いたいのは， レコードを標準

に，自分の浪奏を，セゴビアなり，ジョン ・ウイリアムスなりと較べて，先ず

絶望しなければならない。そこから道が始まる。

以上書いたことをまとめてみれば，テクニックとは自然でなければならな

い。そのことは，音楽表現が或る種の大家の様に，ひねくり廻したものであっ

てはならないことをも意味する。そして表現内容がテクニックを規制する。

次に，感情と結ぴついた音楽とは，ある場合にはテクニックを助けること。

真のテクニックの習得法は良い音を知る事であり，それを知った技術を得る日

が来るのは時間の問題である。

皆様勿論御承知と思い書かなかったが，老婆心ながら，右手は絶対の静止を

保って演奏しなければならないという至上命令を最後につけ加えて私の覚束な

い筆をおくことにします。

(8) 



室内 楽演奏 のた め の 覚 え書き

斎 藤 弘 治

室内楽について何か書いて呉れないかとギターの友社から依頼されたのです

が，、生来の不勉強者で学術的な知識はいうまでもなく，経験に於てもさほどの

ことはないのでお断りしたところ， 日本のギタリスト達はどういうものか合奏

に興味がない様だが，それでも最近少しづつやる人達が出て来た様だ。一つ啓

蒙の意味と，又これから始める人逹への参考になる事なら， どんなことでも結

梢だから………とのたっての依頼に何となく承諾してしまったのですが，前に

云った様に私には学問的な哀付けが全くありません。ただ，玖島ギター室内合

奏団に二年半ばかり籍を置いて居りますので，いくらか合奏上の感どころと云

いますか，大体の要領を知ったつもりです。そこで，始めて合奏をやられる方

の為に思いついたことを二，三話してみたいと思います。

たしかに今迄のギターを弾く人達はほとんどがソリスト？ばかりで，毎月何

回となく催される演奏会や発表会のプログラムをみましても合奏らしいものは

ほとんどないと云ってもいいくらいです。時々ギターの二重奏や三重奏な どが

見受けられますが，ギター以外の楽器との合奏はほとんどないでしょう。

何故かギタリストだけは他の音楽界から孤立していて，そこから出ることを

好まない傾向がある様です。

古来ギターを含んだ室内楽は数多くあり，名曲も決して少なくはありませ

ん。もっと秩極的に他の楽器との交流を計るべきでしょう。

ギターは音が少さいからと云いますが，それはそれなりに研究する余地があ

る筈です。弾き方にもあるでしょうし，又大家達はギターの音の小さいことも

計尊して，より効果的にギターを配置して居ります。更に有難いことには，電

波技術が急速に進歩して来ている現在，音を電気的に拡大することが筒単に出

来ます。現に，最近来日したギタリス ト達（ゴンサレス ・イエベス ・ペーレン

ド）はみなマイクを使って居りました。 （さすがにセゴピアだけは生の音を聴

かせてくれましたが）

さて，室内楽とはどういうものを指すのかと云いますと，小数楽器の重奏に

よる器楽曲で，各声部に一人づつの奏者を配置し，その各声部間には従屈関係

のないもの，即ち，一人一人がそれぞれ独立性を持っているが，あくまでも個

々の奏者の独奏的技巧よりも全体の調和に重心をかけるもの， ということにな

（
 ，
 

、_／



りますが，人数は大体 8人（八屯奏）位迄とされています。

ここで重要なことは各声部が独立性をもつと云うことですが，実は室内楽の

面白さはここにあるわけです。

同じバイオリンとピアノの二重奏でもバイオリンソナタとバイオリンソ ロと

では根本的に違います。前者は室内楽でバイオリンとピアノとが全く対等の立

場にあるのに対し後者はあくまでもバイオリンが主体で，ピアノはそれを補助

するもの，いわゆる伴奏として取扱われているからです。このことは，バイオ．

リンコンチェルトと，オーケストラ伴奏によるバイオリン独奏との違いに似て

います。

この意味からすると，ギターのみの合奏にはどういうものか室内楽的にはあ

まり面白いものがありません。

例えば，、ノルの二重奏にしてもほとんど，旋律と伴奏とにはっきり分れてお

り，両者がからみ合って進行して行く面白さが少ない様です。まだしもカルリ

のものの方が楽しい様な気がします。がいずれにしても，同時代の大作曲家モ

ーツアル トやハイドン等に較べると，一段と落ちるのではないでしょうか。

話しが大部外れましたが，本題の室内楽合奏上の注慈事項を二，三説明して

みま しょう。

各パー ト陪は一見して，独奏曲のそれよりも ，技術的に易しい様な感じが し

ますが，決してそんなことはないのですから，安易に考えるのは禁物です。先

ず完壁に奏ける迄練習します。出来れば暗諮する位，確実に憶えることが必要

です。勿論テンポは正確に， ソロばかり弾いている人は多かれ少なかれテンポ

が乱れてい ます。自分では絶対に正確と思っている人でも，テープにとって改

めて聞いてみると以外に乱雑であったりする場合が多いものです。

これは今迄，他に比較して客観視することがなかった結果なのですが，合奏

ではテンポの乱れは絶対に許せないことの一つです。

メ トロ ノームでも使って練習し，完全に自信がついたら，合奏してみて下さ

い。そうすると不思議なことに，各人が完全なテ ンポで進行しているにも拘ら

ず，全員がピタッと合うことは先ずありません。それよりも最初は，他の人の

音が聞えないのが普通です。とにかく ‘‘慣れる”迄相当の時間が掛りますが，

1人づつ合奏から抜けて他のパートを聞き，憶えることにより時間はある程度

短縮されます。

ギターの様な撥弦楽器は，バイオリン族と述って，音に永続性がなく瞬間に

出てしまう。云い換えると，音のエネルギーの頂点に於ける時間が極端に短

く，それから急速に減衰してしまうので，弦を弾く時間のわずかのずれがはっ

きり目立ち，非常に聞きづらいものになってしまいますから，よほど各人の気

が合わないとピッタリ合った演奏は出来ません。このずれも当人達はさほど気

がつきまませんから，一度テープにとってみるか，第三者に注意してもらう必

要があります。

さて，一応 ‘・合う ’'様になったら，次は各自の “出場 ”の研究です。これは

楽曲の解剖の一部になるわけですが，総譜をみて部分々々についてどのパー ト

が最も重要であるかを検討します。室内楽は前にも述べた通り ，各パー トが夫

夫主体性を持っているわけですから，常にトップバー ト（一番高い音を受持つ

(10) 



バート • 第一バイオリンか，第ーギター）が表面に立つとは限りません。ある

時は中間のパートが，叉ある時にはバスのパートが，全員をリードして行くこ

とや，時によっては全員が全く対等な立場で平行する場合があるのですから，

各自の置かれた地位を充分に理解して置かなければなりません。そして自分の

出場になったらはっきりと思い切って奏き，又逆に他のパートの時にはそれを

邪魔しない様にというより，助ける様に奏いて行くことです。このことを忘れ

思い思いに奏くと，全然どこに主体があるのかわけの判らないものになってし

まい，聴衆は云うまでもなく，演奏者自身が室内楽に対する興味を失ってしま

う様なことになりかねないほど，つまらないものが出来上ります。

室内楽に於ては勝手に出しゃばったり，叉人のかげにばかりかくれていたり

することは厳に慎しまなければなりません。

以上二点が特に注意すべきことですが，最後の仕上げも叉重要です。フレー

ズの研究や表情のつけ方等です。

遅速 ・ 強弱 • 音色等の変化によって曲の感じがガラッと変りますから，各自

勝手な解釈をせずに全体をまとめて，一つの感じを掴みそれによって各パート

の個々について取り決めて行かなければなりません。

前にテンポは正確に， と申しましたがこれは勿論曲首から終り迄同速度で奏

くと云うことではありません。曲中にはリタルランドもアッチェランドも，叉

フエルマータもあります。ただ一人で勝手に速度を変えてはいけないと云うこ

とです。

とにかく二人以上で奏くとすると，自分の感情を或る程度押えなければなり

ませんから，相当窮屈な感じを受けるでしょう。然し今迄述べて来たことは，

独奏の場合でも全く同じことなのです。テンポの問題にしても，独奏者だから

と云って理由なしに変えることは出来ませんし，又いつも旋律が上にあるとは

限りません。フーガに至っては，あたり構わず主題から出るのですから…••…

と考えて来ますと，何も合奏だからと云って特に注意するとろは何もないので

す。ソロを正確に奏いている人でしたら，そのままの気持ですぐ室内楽へと，

とび込んで行ける筈です。

煎じつめれば，室内楽はあくまでも独奏的な技巧よりも，全体としての調和

に主きが置かれていると云うことを充分納得して掛かれば，自然，問題は取り

除かれよい演奏が生れてくるものだと私は考えております。

以上どうにもまどまりのつかない文が出来上ってしまいましたが，奏くこと

に興味を感じる人でしたら合奏，特に室内楽ほど面白いものはありません。今

迄経験のない人達はもとより，現在やって居られる人達も是非，研究されるこ

とをお推めすます。そして始めての方にこの文が，少しでも参考になったら雑

文ながらギターの友誌に載せて頂くことにしました。

(11) 



演奏者のための和声学（完）

玖島隆明

第 9章転調

前章までに述べて来た各和音の機能は，ある一つの定まった調の内部におい

てなされた問題であったのであるが，一つの調でなしうる機能の発展には当然

ながら限界がある。それを打ち破って更に機能を豊かにして行くには原調のカ

ラを脱して他の調に移行発展して行く外ない。こうして他の調へ移りその調で

の機能の確立をはかることを転調という。

ここで一例をあげてみましょう。

陪例 1はカルカッシの作品 60の4のはじめの所である。 2行目は二長調の

1をイ長調のIVと読みかえてその後はイ長調の和声連結が行なわれているもの

である。これをもし嬰卜音を含むAの属七和音だけを借用和音として考える場

合には 2行目の和音連結は二長調の I・CA: V7) • V • VI • Vll・（A: V7) • V 

となるのであるが，この和音連結は諮例に見られるものに比べると大変すっき

りしないだけでなく，和声の意識的な結合を解朋することが出来ない。諮例の

下に害いたようになれば実にすっきりする。明らかにここでは転調が行なわれ

ているわけである。しかし，転調とはこのようにわかりよい和音連結を発見す

るための理解に役立つということによって成立するものではない。それには下

記のような厳然たる法式がある。それを転調楽節と呼んでいる。

転調楽節

転調楽節は，出発調の確立，転調の作用，目的調の確立の三つの部分から構

成される。

何調（出発調）から何調（目的転）へ転ずるかということを明確にする必要

がある。

譜例 1の2行目だけを見て転調であるということは出来ない。 2行目はすべ

てィ長調の和音連結でしかない。 1行目から 2行目の始めにかけて出発調が明

示されているのでこれで二長調からイ長調へ転じていることが朋確に示されて

いるのである。

2行目の第 1小節から第2小節の前半にかけて， D:I = A: IV• V7 • Iという

連結（イ長調の完全終止）があるが，これは二長調の 1をィ長調IVのと思いな

(12) 



おしてその後ヘイ長調の V71をつづけたもの

であるが，ある調（出発調）に属する何かの和

音を他の調（目的調）に属する何かの和音であ

ると読みなおして，次の連結をつづけて行くそ

の第一の終止形を転調の作用と云 っている。

この終止形（転調の作用）の後にもう一度終

止形を書くことにより目的調に転じたこの調性

が確立する。謄例 1の最後の完全終止は目的調

の確立を行ったもので，これにより完全にイ長

調になったわけである 。

以上の三つを総称した言い方が転調楽節であ

るが，転調とはこの三つを完全にしたものを言

うのであって，この中どれかが欠けても転調と

は言えないものであることを十分確認 しておい

ていただきたい。半端ではいけない。

全音階的転調と半音階的転調

諮例 2は陪例 1に続く部分で，ィ長調の I-
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前でイ長調が確立されているので一一に始ま

り，その嬰ハを本位してハの音にすることによ

り次の調であるホ短調のIVに突然変化してい

る。この後にホ短調の終止形がつづき転調の作

用がなされている。が，ホ短調はその後確立さ

れていない。これは次の調（二長調）へ行く途

中で一度触れたにすぎない調である。このよう

な直接目的の調に行かないで一時ふれるだけの..,, 
転調部分を， 一時的転調又は経過的転調とい

.、 9•

ぅ，譜初のように二長調ゐ属和音に仮終止しだ

後は更に二長調が読き，二長調が確立されてい

るが，譜例は省略させていただく。

この一時的転調は，イ長調の主和音の一音褪

ハを突然半音下げることによって次の調の和音

を作ったわけであるが， このようにある調（出

発調）の和音を半音階的に変化することによっ

てある次の調（目的調）の和音を作る方法によ

って転調することを半音階的転調（クロマティ

ック転調）といい，陪例 1のようにある和音を

思いなおすことにより転調する方法を全音階的

(13) 



転調（ディアトニック転調）といっている。

全音階的転調の場合には必らず読みかえの出

来る和音ー一両方の調に共孤な和音があるので

あるが，半音階的転調には思いなおしの出来る

和音はなく，ある和音が突然半音階的に変化さ

せられるのである。

全音階的転調の場合でも又半音階的転調の場

合でも，演奏に似しては，いつもその転調の岐

路にある和音又は半音階的変化を加えられた音

と，目的調としての変化が最初に明瞭にあらわ

れる音又は和音をアイマイに奏かないことが重

要である。場合によってはそれを説明するよう 一

にアクセントを持たせるとか， テヌートして

聴く方に判りやすく奏くとかしなくてはいけな

い。音の処理は変化和音や特性的な音を明示す

る場合と同様である。

全音階的転調によく似た転調にエンハーモニ

ック（異名同音）転換によ る転調がある。

エンハーモニックとは例えばCは嬰口である

というように読みかえることで，これを莉用し

て和音の一部又は全部を読み換えて全音階的転

調と同様に転調する方法をエンハーモニ ック転

換による転調という。

エンハーモニック転換がどのようになされる

かについて二三害いてみょう。

譜例 3はイ短調の減七和音であるが，この褪

トを変イと読み換えるとハ短調の減七和音にな

り，更に口を変ハと読み換えて考えれば変ホ短

調の減七になり，又イ短調の減七のへを褪ホと

読みかえれば股へ短調の減七和音になる。同様

に変口短調の減七は嬰ハ短調 ・ホ短調 ・ト短調

の減七に転換出来る。同様に口短調の減七はニ

短調 ・ヘ短調 ・変イ短調の減七和音に転換出来

るのである。

譜例 4はイ短調の増三和音であるが，嬰卜を

変イと読みなおすことによりへ短調の増三和音

となり，又ハを嬰口と読みなをせば嬰ハ短調の

増三和音に転換で来る。

増六度を含む変化和音は，増六度が短七度に

転換出来るところから，すべて属七和音などの

短七度を含む和音に転換することが出来る。譜

例 5を検べられたし。

ナポリ六の和音は，和音を形成する各音の音

程関係が長三和音と同じであるため，すべての

調の長三和音どして転換が可能になる。

ことのついでに，記際上の都合でエンハーモ

ニック転換された記譜もあることをご紹介．して

おこう。陪例 2の嬰二は変ホと記すのが機能的

には正しいのであるが関係調所属の半音階的変

化の範囲で書いたものと解釈して良いものであ

ろう。

以上で演奏者のための和声学の基礎編をおわ

ることにする。基礎編というのは，この先に近

代及び現代音楽の特質的な和声について講ずる

近代和声や，和声を作曲者別の和声運用の特質

から講ずる方向等があるので，この稿のような

ものをあえて基礎和声学というのである。

度重ねて休稿し大変ご迷惑をおかけした。一

まずという所で落着させて頂くことにする。

（完）

玖 島 隆 明著

ギ 夕 基礎技巧教本

（増補改訂版） 円
円
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しばらく品切れで御迷惑をおかけしました。新しく 16頁が増補され，プホ ールの

教本内容やロポスのエチュード等が権威ある著者の手で脚光を浴びて居ります。学

習者必携座右の古としておそなえ下さい。

発行所ご塁 好 楽 社（東京都千代田区神田三崎町 1の8)
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男子衣服の着装法について

(2) 

粕谷幸男

(15) 

セゴビア氏が，白のクキシードでステージに現われ

たのを見て，ダプダプの白い上衣などでなく ，クキシ

ードを滸て欲しかったと，云われた方があったそうで

すが・・・・..。

今回は， タキシードについて申し上げます。フ ォー

マルウェヤー （礼服）と云えばモーニングと云う時代

は去りつつあると思います。

アメリカの大学生の，ワートロープは，最も基本的

なものでしょうが，タキシードは必ず入っています。

タキシードは米国式の呼び方で，欧州では，デイナ

ージャケットと云われてます。夜の衣装で，前号で述

べた燕尾服の略式で，戦前海外旅行をする紳士は，必

ず船内における夜の食事の時に用いる社交服として欠

くことの出来ない服装の一つでありましたそうです。

最近は，演奏者，テレビのクレト， ダンスパーテイ

など，ムードを楽しむための装いとして，日本人が考

える型式を主とした固苦しい衣服としてではなく，夜

の楽しいひとときを過す時などの社交服と考えて良い

と思います。

タキシードは，冬期箔用のものと，夏期沿用のもの

とに分けられます。夏期用は上衣を白で作りますか

ら，ホワイトタキシード， 又は，サマークキシードと

云って，夏期とか，熱帯地方で沿用されるものとばか

り思っていましたが，一昨年ですかオリンピックの委

員会が東京で開かれたとき，ある国の代表が夏でもな

いのに白のクキシードを沿て出席しました。おかしい

と思ってたずねたところ，招待者に最高の礼をつくす

には，馬のタキシードより白を着用すべきだと答えら

れて，決して白のクキシードは夏にかぎっていないと

云われたそうです。黒なら少し位よごれても目立ちま

せんが，白は着なくても二三年たてばウールは黄色に

変色しますからごまかしはききません。しかし一般に

は，サマークキシードと云っておるようです。

スクイルには次のようなのがありますJ

1 シングル，剣衿，ーツ釦

2 シングル，ヘチマ衿，ーツ釦

3 ダプルの食lj衿， ニツ釦一つ掛け，

4 ダプルのヘチマ衿

クキシードのスタイルは，背広と似ておりますが，

袷（ラベル）を長く下迄通しまして，衿に絹地のシュ

スやグロランを用い，エレガ ントな感じを生かすため

に衿の型もバラエテイがあり ，特にサマタキシードに

多いヘチマ衿が，背広スクイルと違った感じに目立ち

ます。

シングルのヘチマ衿が最も多いようです，衿の絹
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は，ヘチマ衿の場合は，上衿迄つけますが，剣衿の場

合は，ラベルだけです。又絹を衿全体にかけずに，1 

七ンチ位へりにつけたり衿口につけたりもします。

ズポンの裾口の折り上げがなく ，両側の縫目に，太

めの側章を一本つけます，白のクキシードの場合でも

ズポンは黒又は浪紺です。

生地 ウールのバラシャ， ドスキン，夏物と して

は，モヘヤ，カシミヤ，なお芸能人や避吾地で着るフ

ァンシーなタキシードとして，絹のコハマやシ ャンタ

ン，ラメを用いる場合もあり色も，黒，浪紺，白だけ

でなく ，シバーヤ，ベイジュ，ワインレッド，など。

この場合でもズポンは，黒又は浪紺にかぎられていま

す。

チョッキ チョッキは，服と共地で，胸を大きくあ

けたのを作っていたようですが，最近では，ほとんど

が，カマーバンド， （飾腹巻）を用いています，衿に

かけた拝見地と同じ布を用いて，蝶ネクタイとペアに

作ります。黒地のほかチェック柄などで揃える場合も

あります。

カラー，今でも前折れのハードカラーを用いる人が

いますが，それは礼服を沿ていると云う感じを強調し

あまり好まれません。セミソフトの並衿が良ろしいと

思います。

シャッ， 上衣の衿が長く下迄通りますから胸は広く

あきます。プリーツを右左数本も用いたプリーツシ ャ

ッ，中央の前立にはさんで両がわにレース飾りをつけ

たり ，又白の変りビケで胸を固く仕上げたもの等あり

ます。そして胸に黒石や蝶貝によるスタット胸釦を用

いてドレッシイな効果を引き立てます。

ネク タイ， タキシードのことをプラッククイと呼ん

でいる位ですから，黒の蝶ネクタイが一般ですが，こ

れもメイドアップスタイル（すでにむすんである）よ

りも ，きちんと自分でむすぷ方が好ましい。なお，遊

びのためのクキシードネククイとしては，ワインレッ

ドのカマーバンドと七ットとなっていたりする使い方

もあります。

靴下，シルクの黒，浜紺の無地，色柄の靴下は用い

ないように注意すること，

靴， 正式には，シルクリポンのついたバンプス，先

のとがったドレッシイな黒であれば宜ろしいです。

以上。

(16) 
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松田 ギター教室

神戸市灘区篠原中町 4の 1

阪急六l駅下車 2分

教師石 川 徹

松田 ＝朗

渡欧中もレッスンはつづけております。

直接お問合せ下さい。

葛飾ギター音 楽 研 究 会

古典から現代までの広域

葛飢区本田町250 他区内各所及近郷

直接御問合せ下さい（要〒 10円）

教授原 正

（第 1回西 日本ギターコンクール入門）
日本ギク ー 連盟員

西武音楽
教 室ギター科

杉並区上井草 122 徳田方

TEL (391) 6 0 7 1 

西武新宿線上井草下車 2分

荻窪ー石神井公園バス上井草駅前下車 2分

教師 大 西博愛

月謝 1,000円 入門料 300円

静流ギター教室

愛知県岡崎市福寿町51

岡崎市電能見下車西へ 5分

福寿天理教東横

教師 川部 流

月 謝 七百円 ・入 門料四百円

深谷ギター教室

渋谷区本町 3~ 3 9 

新宿駅より京王帝都バス中野行

本町三丁目下車停前

} 深谷英雄クラシックギクー

月謝千円 入門料五百円

駒込教室東口駅前宇津山楽器店内

高木孝ギター教室

東 京 都 北 区 滝 野 川 4~28

国電板橋駅下車 十二分王子キャンプ前

月謝予科 千円 本科 千三百円

入門料各科とも千円

詳細ぱ郵便でお問合せ下さい。〒 8円

飯坂虎次郎ギター教室

e東京部北区田端町40番地（自宅） 国電駒込駅滝野｝ll第 七小学校近ク

0神田小 川 町 2 の 4 カ ワ 七 音 楽 院 電話 (291) 2 7 2 3 

●神田神保町 1の 5 すずらん通り 駿河台音楽院 電話 (291) 2 8 6 2 

〇太田区新井宿 2丁目大森束映前 大森栄荘 電話 (771) 5 3 4 6 

月謝初等科千円 高等科 千五百円 入会金五百円

小 原 安 正 ギ ター教室
中野区駅前 1 T E L (381) 6 9 5 3 

◎東京産経学園ギタ ー科 大手町 1~ 3 T E L (231) 7 1 7 1 

◎吉祥寺産経学園ギタ ー科 吉祥寺駅前名店会館 T E L (0222) 3 6 7 1 

◎横浜産経学園ギタ ー科 横浜駅前相鉄会館 T E L (0544) 7 4 6 1 

◎YMCA芸術園ギク ー科 神田美土代町 TEL (231) 2101-5 

c河合ピアノ音楽教室ギク ー科新宿御苑前 T E L (351) 2 9 9 2 

薇場のクラプ •サークル•出張教授致します。詳細は御問合せ下さい。

ヽ



渡辺ギター教室

東京都中野区上の原 11,辻方

国霞東中野下車陸橋側左へ三分小林食堂ウラ

教授渡辺欣哉

月 謝 千五百円 入 門料五百円

新 堀綜合音楽院

東京都杉並 区馬橋2：の 165

亨雙｝馬橋 2丁目横

ビア ノ科 バイオリ ン科声楽科チェロ科

ベース科 ギクー科 マゾド リン科（絵画科）

各科共専門の先生の指屯

月謝 ・入門料共に千円

特典各先生による，特別綜合授業あ り。
•--

I ギタ ー科 I 
： 教授 初等科••••,.....9 ・・・・数人の教師 I 
I 

： 
中等科以上••••••••……•新堀寛己 i 
Aコース，月謝，入門料共千円

特典 理論 ・鑑宜 ・批評 • 他等の特別綜合

授業有り
I ！ 新堀ギクー合奏団

t----------------------------------------- ．．．．．----．．------•-----------------0・-_＿ l

小原佑公ギター教授所
東京都渋谷区原宿町3~223森住荘

T E L (408) 2 2 2 3 

国電原宿下車青山側に六分

岩手県盛岡市東大通り伊藤楽器 TEL(2)6261

仙台市大町4~182 日本楽器仙台支店

クラシック科小原佑公 ・小原喜久子

フラメンコ科小原 佑公

月謝クラシック科 1,000円フラメンコ科 1,500円

入門料各科五百円

旭川音楽センターギター科

旭川市3の8右3.国劇ビル トナリ （町井楽器店）

教授 早坂洋一

科目 古典ギク ー

月謝 •七百円・入門料二百円

亀山寿天子クラシック

ギタースタジオ
東京都渋 谷区代 々木2~40

電話 361. 1848 

国霞代々木下車右 7分

小田急南新宿 4分

初級千円 高級 千参百円

入 門料各級とも五百円

中林淳真ギター教室

豊 島区駒込 1の 72 

匡電駒込駅東口前通り

古典科 ・フラメンコ科

月謝 1,00::>円 入門 料 500円

山内ギター教授所

◎品川区平塚 1の506 戸越銀下車3分

◎品川区 lヽ0.6の40斎涵方西小山下車3分

教授山内孝

普通科

月謝 1,000円

入門料 500円

年 少 科

800円

500円

：：：：全音：：：：音楽教室ギター科

東京都台東区北稲荷町11

（全音上野営業所 3階8号室）

TEL (871) 8 0 0 7 

国電上野駅より徒歩にて 4分稲荷町電てい前

大津 博行•高橋是吉

月謝教授 800円・入門料 300円

本欄に広告掲載御希望の方は下記宛お問合せ下

さい。

ギターの友社教室案内係

東京都新宿区柏木3ー363 TE L (368) 7571 



I自己紹介ト・1■"""'"'■l■"'"""'■9■"""""■9■"""""■9■"""""■1■"""""■9■"""""■9■"""""■9■"""""■9■""'""'■9■"""""■l■'""""'■9■"""""■l_，991119999■

早 坂洋

現住所 ・旭川市旭町二条 3丁目

昭和 26年頃からギターを独

学で始めました。 38年より，小

倉俊氏門下の川上博氏には 3年

位学ぴました。その後先生の意

図を受けて教授所を設けまし

た。

32年に日本ギター教授者協会

に入会。

旭川ギター音楽同好会を主宰

しており， （現在会員は 18人

です）一昨年ようやく第 1回の

発表会を催した次第です。

申し忘れましたが生年月日は

昭和 7年 6月 14日です。

写真の楽器は宮本金八氏作。

今は中出阪蔵氏の作品を使用し

ています。

北は北海道から，南は九州ま
• -.. -~-_ -＿ -_―ーー＿

で，この細長い国の中にどれだ

け沢山の同好の方々が居られる

ことでしょう。そして， どんな

風にして活躍していらっしゃる

ので しょう ，第一線で活躍して

居られる方々の消息や，経歴は

折ある毎に紹介もされますが，

その他の多くの方々について

は，お互いに全く知る機会もな

くすぎて居ります。 1人でも多

く同じギターの道を歩く方々を

知り得たらどんなにか焙しいこ

とでしょうか。同好の方を紹介

して欲しいというお便りはいつ

も沢山の方々から寄せられてい

ます。この頁はそういう御希望

におえして生れま した。この頁

は皆さんの頁です。御遠慮な く

名乗りを上げて 下 さ い。そし

て，新しい仲間づくりに加わ っ

て下さい。

グループでも結構。適当な写

真略歴を係まで御送 り下さい。

順次御紹介申上げることに致 し

ます。尚，原稿や写真は御返し

出来ませんので御含み下さい。

練達した テクニ ック と 音楽へ の 愛情が生 んだ 楽器 です

黒沢常三郎作

高級手エギタ 一
1万 2千円より 6万円まで各種

(33) 

カタログ（ギタ ー友社にあり）

御参照の上御用命下さい
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ギタ なんでも相談室

解答 斎 藤 弘 ム
口‘`ー

::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

質問

最近ギターを弾くとピリつく様にな

りました。

最初から少々ピリつき気味だったの

でずが近頃ではそれがひどくなった

様です。

原因と出来れば修理方法をくわしく

お教え下さい。

答え

御質問の文面では， ピリつきの内容程度がは

っきりしませんので，正確な判断は出来ません

が，ピリツキの原因は非常に多くありますの

で，その個々について，探究方法を列記してお

きます。

①絃からくるピリつき

最も多い原因で，絃が古くなった場合振動

にムラが出てきます。又新しい絃でも最初か

ら振動ムラのあるものがありますから注意し

て下さい。

②絃の末端，又は楽器が他の物体に触れている

場合

時によってピリつくというような場合に

は，絃の末端がプリッヂ付近で表面板に触れ

ていないか，糸巻付近でプラプラしていない

かどうかか一応探してみて下さい。

又ギターの裏板に上衣のポタンが触れてい

るとか，付近においてある器物が共振してい

るなどの場合もあります。

③楽器自体から起るピリつき

以上のことを調べて異常がないときは，楽

器自体がピリつく原因をもっていると思って

よいでし ょう。これにはいろいろとあります

が，大体が素人で修理することは難しいの

で，専門家に任せることをお推めします。

1. フレットの消耗

特定のフレットを押えた時だけにピリつく

というような場合は，そのフレットが消耗し

て低くなっているのですから，その一つ上の

フレットを細いヤスリでけずると治ります

が，初心の方には難しいで しょう 。

2. サオの反り

乾燥不充分な材料を使った楽器は使用中サ

オが反ることがあります。指板を目と直角の

方向に縦に見た場合，各フレッ トの頭が一直

線に並ぶか，又は中央付近で少し凹んで見え

るものがよいのであって，逆に中央が出てい

るとピリつく原因になります。中央の凹み方

も程度があって，図のように 1フレットと19

フレットとを同時に押えたとき，中央で絃と

フレツトとが 0.5mmほど空くのがよいとさ

れています。

3. プリッヂの低すぎ

絃と指板との間隔が狭すぎると，当然ピリ

つくことになりますが，余り広いと弾きにく

くなります。大体限度は， 12フレットの位腔

でフレットの頭と絃との間隔が 1絃で3.5mm

6絃で 5.0mm位でしょう。

4. 胴のヒピ割れ

胴を隅なく調べて下さい。ヒピが入ってい

るようなことはありませんか。指先で押した

り，たたいたりすると発見することが出来ま

す。

5. バスバーのはがれ

表面の裏には数本の細木がつけてあります

(34) 



が，これが例がれますとピリつきの原因にな

ります。表面板をこっこったたきますと容易

にその箇所を探せますが，詳細に調べたいと

きは，懇孔から反射鋭を差し込んでみると判

ります。

大体以上の項目について調べて頂けばその原

因が判りますから専門家に相談してみて下さ

い。又ついでですから音程の狂った場合につい

て一寸ふれておきます。

これも絃と楽器に原因がありますが，絃は太

さにムラがあるか，弾いたとき振動にムラがあ

ると，音程が狂ってきます。この場合は絃を取

り替えればよいのですが， どうしてもなおらな

いときはギターのサオが反っているか，最初か

らプリッヂの位置又はフレットの位置が狂って

いるのですから製作者に見て貰わなければなり

ません。

ギターは 12フレット上のハーモニックと，

12フレットを押えて弾いた音が同じであるもの

が正しいのです。

次にギターを取扱う上に是非注意して置かな

ければならない諸点を記してまきますが，要は

楽器を常にそれが製作されたと同じような条件

の下に置いておくことです。勿論手あか，ホコ

玖 島 ギ 夕 •一 教 授

りなどは直ちにネルのような軟らかい布で拭か

なければいけません。布でとれないひどい汚れ

は，中l生石鹸で洗い落としてから布で磨きま

す。更にワックスを塗布すれば上々ですがワニ

スの種類によりワックスで軟化するものがあり

ますから注意して下さい。

もっとも重要な条件は湿度です。具体的な数

値は湿度 60%，温度 20°c位が最も良好でしょ

う。従って暖房内には長時間置かないとか，入梅

時には適当に乾燥させることも必要でしょう。

ケースは完全に密閉されたものでない限 り入

れっぱなしは危険です。簡単な方法はタナの上

に安骰するか，天井から吊すかです。壁に掛け

る方も見受けますが，大体日本の壁は湿気を吸

いますから感心しません。

又，初心の方はよく絃をゆるめて置きます

が，むしろ絃は張りっぱなしの方が楽器にとっ

ては良いのです。それでも不安な方はネジで一

回程度ゆるめて下さい。

最後に忘れがちな絃巻きについてですが，ギ

ターの絃巻きはゆるみを止める為，ウォ ームと

ホィールとが噛み合つております。この部分の

油が切れますと，ギャーが消耗してバカになり

ますから 1ヶ月に 1度， 1滴のミシン油をつけ

て下さい。

所 個人教授（初心者も歓迎）

東京都新宿区柏木3の363 （国電大久保駅下車 5 分 •新大久保駅下車 8 分） TEL (368) 7571 

＼主 任教授
教授日時

終了年限 教 授 内 容
査

格 （後テス進ト学の） 月謝
後3時～10峙 実技教材 I 理 論

予 科 無試験 3カ月 クラシック
楽 典 1,000円

ギター教本
高 木 孝 水 曜

上記の他他技にに巧カ初等科 教授立合 1 年
基礎 教本

音楽通論 1,500円
の上実技

中等科 1 年 上記の ルカッ
和声学と曲目解剖 2,000円

玖島隆明 及び学科
ス上シト記のののエエチ他チにュューソールドド集と集他コ他

高等科 （全費科任教授者） 木 曜 のテスト 1 年 楽式諭と曲目解剖 2,500円
を行い各

研究科 科に編入 年限なし バッハのリュー練ト組習 曲卜記法のそ他の対他位法， 編 3 000円
曲他全名曲・合奏 一切 ' 

◎入門料各科とも 1,000円 ◎レッスンの時間は御相談下さい。

◎不定期教授（地方から臨時にレッスンに来る人，又は定期的に続けられない人を対照とする）

1人・ 1回・ 1脱間以内， 1,000円（担当教授玖島隆明）

◎出張教授 授業料不定期教授に同じ） ◎理論のみの教授に応じます。

◎井校 ・職茄のクラプ等の教授の相談に応じます。 （呈案内書）
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初等講 座

レガート （スラー）

の奏法 （その 2)

深谷 英雄

前回に校正落ちがありましたので，はじめに

訂正します。

上昇レガートの項， 1.（指の告ヱ絃を打つて

は音が出ない。）は，指の聾ヱ．，に訂正

懇例4のスラーが落ちている。譜例 7の脱落

下降レガート （つづき）

レガー ト奏法は低音絃は比較的ひきやすいの

ですが，高音絃の方ではきたない音が出てしま

います。諮例 1の様な場合は後の方の音 (D)

をたたいて出すのですが，そのとき， 1絃Eの

音が残らないように工夫して下さい。諮例 2は

カルカッシのエチュード 9番の一節ですが， ＇こ

の※印の Eis音は第3絃で 3の指でたたいて

出しますが，上手に出ますか ？ 妙な音ばかり

出て，かんじんの Cis音が出ないでしょう。諮

例 3の場合もやはり Cis音に変な音が重なって

しまいます。この変な音は 2絃 14フレットCis

を押さえて， 14フレット以下指板の方をひくと

出る音なのです。この音を出さないようにする

には，陪例 2の場合ですと，一拍目 Cisを押さ

える時， 3絃まで 1指でセーハしておけば雑音

が入りません。諮例 3の場合も 2弦までセーハ

して，たたけば純粋な Cis音が得られます。速

い曲でセーハがまにあわないときは，ポジショ

ンをかえるか，スラーをとるか，考えねばなり

ません。

左手ソ ロ (manoizquierda sola) 

左手‘ノロは，私はあまり得意でないので，立

派なことはいえませんが，タレガの「アルポラ

ーダ」に例をとって説明しましょう。

譜例 4参照，まず始めの D音が出にくい。こ

(36) 

の場合， 4指でひっかけてD音か出すと EDE

Dの 16分音符になってしまうからいけませ

ん。一番良い方法は 1の指であらかじめ Cis音

を押絃しておいてからD音を 2指でたたけばは

っきりと音が出ます。そして 4でEをたたいて

'すぐはずして Dを出す。（a)次に (d)をひくに

は，前のD音を押さえていた 2指で，ひっかけ

て， Cis音を出し指でをたたき，すぐにはずし

て音を出す。（c)は一寸むずかしいが， Hの音

は3の指でたたいて出すが，このとき 1の指が

5フレットを押えていると良い。 4の指で Cis

音を出すのがすこしむずかしい。 (b)は前の 3

の指をはずして頭の音Aを出せばよい。あとは

2弦に入るが容易に音は出ます。指でひっか

けて音を出すときは必らず次の弦に止めるこ

と。 （左手アポヤンド）

装飾音・ターン・トリル

これらはいずれもレガート奏法を応用したも

のです。 1絃上でのとき，低音弦の場合は割合

に良く出きますが，二絃三絃上，セーハをしな

がらの装飾音やターンはむずかしい。譜例 5は

ソルのソナタ 25の最初の部分ですが，これな

んかは私たちの様に手の小さなものには泣き所

です。譜例 6はスカルラッティのソナタのむず

かしいトリルの場合です。

私の恩師京本先生がセゴビアよりうかがった

話ですが，左手の技術の中でもトリルは沢山練

習せねばならないとのことです。しかも単音で

のトリルではなく，譜例 5のように，和音を押

えながらのトリルを沢山自分で作ってやらねば

ならないのです。そういわれれば日本で出てい

る教則本にはこうした練習は全見当りません。

プホールの教本には有益なものがのっておりま

す。この項については次回にまたくわしく書き

ますが，私が練習している例を少しあげてみま

す。 （譜例 7)
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雑 記

この講座を書かせて頂くことは，私自身大変

勉強になり感謝しております。私達，演奏家を

目指す若い者が数人集ってギター音楽鑑賞会を

運営しておりますが，その仲間達と良く話し合

うのですが，結局われわれの最大欠陥は左手に

あるという結論にいつも到達します。ステージ

で緊張すると右手だけで無く，左手の動きもに

ぶくなり，指をはずす，装飾音が出なくなる。

このことは 3月例会でタレガをひいてみて痛感

しました。最近では，ギターに全く無知の人々

の前で演奏する機会がふえました。大概ポピュ

ラー曲を出しますが，ステージでソナタなどを

ひくのと全く異ったむずか しさを体験しまし

初等講座

た。とにかく左手のミスなど出せません。つっ

かえたり，やりなおしたりは論外で，そういう

所はギターに無知な人ほど敏感で冷淡です。そ

れに，ギターをききにくるお客さんの前では，

ミスをしてもマアマアと同情的なものだから，

それにあまやかされて， ミスをしても平気とい

＇ぅ態度をとるような傾向がわれわれにはある よ

うな気がします。セゴピアでさえミスをするの

だから， という様な言訳はしたくないと思いま

す。私達も， もっともっと練習して完全な左手

の技術を身につけなくては現在の段階では軽音

楽のギタリストの左手にも及ばないのではない

かという気がし，反省しております。今度，仲

間の大西博愛さんが渡欧しますが，左手の技術

については大いな収獲があることとわれわれも

期待しております。

左手の下向のリガードのとき， 4~2と例え

ばスラーをした場合，必ずこの指は天井向きに

少し動く。即ち， 4の指を反対にネジル様な動

作をする。これがジョン ・ウイリアムス氏のテ

クニックです。勿論 4の指はアポヤンド。

左手のテクニックで， コードの連続の場合，

ポジションの変化をしたときなど，特に練習と

して， 始めはゆっくりと静かな動作で左手を動

かす。絃から出来るだけ遠くに行かない様に注

意して，決してパッと電光石火動かすのではな

いこと。この様な特攻精神は通用しない。何が

何んでも次のポジションまで（目をつむった様

な感じで）盲目減法左手を動かして，それを何

回繰り返しても上達はしない。これがホセ ・ト

ーマスの説く所。セゴビアのアルペジオ練習に

応用されるとよいと思います。

松田二朗

ギクー音楽鑑賞会発会一週年記念演奏会

時

所

料

目

込

切゚

ヵ

日

場

参

曲

申

締

36年 6月19日（月） 6時半 ・予定

東医健保会館（予定）

会 員 300円， ・ 会員外（一般） 500円

何曲でも自由（ただし 10分以内）

住所 ・年令 ・職業 ・ギター歴と曲目を記し，下記へお申込み下さい。

5月 10 日

申込先 東京都渋谷区本町 3~39 深谷方・(371)6 8 7 6呼

ギター音楽鑑賞会事務所

(38) 
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N•H•Kでは 4 月から の番組新

編成で， クラシック音楽の時間を大

巾に切り捨てることになったとい

う。クラシッ ク音楽番組は聴取率が

低いからということらしい。スポン

サーに制約される民放ならいざ知ら

ず，札束で頬を張られる心配の無い

N•H·Kまでが，どうしてそうま

で聴取率にこだわるのだろうか。沢

山の人に聞いて貰いたいという気

持，それは雑誌の編集者が，1冊で

も多く売りたいとい う気持に通じる

ものだろうから，判らぬわけでは無

いが，昔からクラシック音楽番組の

聴取者がボピュラーのそれに比べて

少いのは，軽音楽が何の教捉もなし

に，全く生地のままの感情にまかせ

て楽しめるのに対して， クラシック

音楽を楽しむためには，多少ともそ

れに対する教投が必要だし，それが

深くなる程，音楽の楽しみも深くな

って行くといったような性格から考

えても当然のことであり，社会全体

の比率から言えば，インテリと称さ

れる人は，決してそう多いのでは無

いのだから，聴取率をクテにとられ

ては， クラシック音楽番組は全く立

つ瀬が無いというものである。そし

てそれは， ：：：平凡：：： と：：：世界：：：の発

行部数の差であり ， ：：：主婦の友：：：と

：：：婦人公論この読者数の差でもあ

る。だからクラシック番組は少なく

てもいいんだと早まって貰いたく無

い。大体今までだっていいかげん苛

められ 、千待されて来たクラシック音

楽番組なのだ。

N•H•Kのその方面の四任者の

言によれば， ：：：少しでも 多くの人に

喜んで頁うために，クラシック，軽

音楽という区別を取り去って，適当

に混ぜて行くようにする。今後はど

うしても軽音楽に重点を置くように

なるだろう。ミ ということだ。軽音

さ~ -••• - -•••- -•••-

楽の時間クラシックの時間，と分け

ヘだてをするからいけないので，ニ

つが混っていれば，両方のファンが

聴いくてれるをら，聴取率もグンと

上って，いわゆる：：：多くの方々 ：：：に

喜んで頂ける番組になるだろうとい

うことらしい。

羊かんとウイスキーのカクテルみ

たいなものをこしらえて甘辛両完を

引きつけようというこの作戦が，ど

っちからも謙われるのは，ちょつと

考えれば判りそうなものだ。当事者

もそこが判らないでやっているので

もないらしいから徴妙なものだ。し

かし橋幸夫かなんかで，最高にイカ

スと喜んでいたらベートーベンなん

ていう名前をきいただけで頭の痛く

なる様なオッカナイのが出て来た

り，イベットジローにうっとりして

たら，モダン ・ジャズの金管の音に

オドカされたり，バッハはいいなあ

と芸術づいている中に，有難や節が

飛出して来たりしたら，ア ンチ ャン

だって，音楽家の先生だってきっと

逃げ出してしまうことになるのでは

ないか。

で，果ては失敗らしいからクラシ

ックは止めちまえとこういうことに

なるのが落だろう。

大衆という言葉がそのまま愚衆と

いう言葉になり，それに媚びてその

好みのままに引きずり廻されるとい

うのは，我々にとってどうにもやり

切れないものを感じさせる。大衆が

低俗なものを好むなら，それをせめ

て，一歩でも半歩でも引上げて行く

よう努力することこそ， N •H•K
でなくては果せぬ義務なのではある

まいか。聞く所によれば，英国では

第三放送とでもいうべきものがあっ

て，そこでは音楽はクラシック以外

は放送しないという。いろいろな問

題もあって難しいことだろうが，日

本の文化水準向上のためにあえて

N • H• Kの良識よいずこと問いた

し‘o

＊
 

x
 

X X 

近く東京上野公園内に完成する東

京文化会館には，他の音楽堂には，

みられない効果をあげる独得な反啓

板がつけられることになった；音楽

用のホールでは楽器から出る生の音

をそのまま伝えるように，ステージ

の壁や天井に反器板をつけての音の

反射性をたすけているのは既に御承

知のことと思うが，この反孵板には

普通はベニヤ板の厚さ 10ミリ位の合

板が使われている。しかし，ベニャ

板だけのものは，ある特定の音を吸

収するので音が変質されて反愕する

公罪が多い。

. そこで，東京文化会館の場合は，

ベニヤ板の 6ミリのものと 4ミリの

ものの間に， 厚さ 5ミリ のリノリウ

ムの一種をはさんだ反響板が作られ

た。これは合板の内部磨擦が多くな

り，音を吸収しにくくなると共に，

共嗚振動が押えられるようになり ，

音の変質が非常に少くなる。この反

替板の大きさはステージ側壁が約

270平方メートル，天井が約430平方

メートルもあるので，ホール内のど

の座席にいても一様に反射音がきこ

えるように作られており，反轡板の

一部は角度を変えたり移動出来るよ

うになっている。

東京にはロクな音楽室が無いとよ

く非難ざれるが，この会館が完成す

れば，まずまずー安心ということに

なるだろう。

(39) 
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やっと目標の一つに逹しました。‘‘演奏会を

開く ’＇ということです。将来征服すべき沢山の

山を持っていますが，今，やっと一つの山を登

ったわけです。たいへんな山登りでした。こ ん

な山登りが沢山あると思うと，思っただけでう

んざりし，又，反面胸がドキドキする程発窟し

ます。

'今度の演奏会は，私の最初のものと して生涯

忘れがたいものです。本当に，開いて良かった

と思いますoずいぶん苦労をしましたが……。

これからあの時の苦しみと喜こぴのまじった

数日間を，私の小さな日記から取り上げてここ

に害いて見ます。

10月：26日（水曜日）

親せきからテープ ・レコーダーを借りた。ソ

ナタ，主題と変奏，カンツオネッタ，アラール

の練習曲を入れてみた。

ソナタ—―—ずい分テンポがメチャメチャだ。

それにまだ時々ド忘れをする。 FやPのつけ方

が楽譜遥 りでなく， 自分の感情のままにつけて

しま う。今の段階では楽陪遥 りにやっていっ た

方が良いと思う。

本番の時は主観も入れよう。

あまり 長くて中途であきて しまう 。奏く本人

があきるのだから，聞く人はもっとあきるだろ

う。 それを解消しな くちゃ。

時々良い部分がある。単音旋律がきれいに出

る。転調する時の間のと り方がいい。

この音楽はオーケストラを聞いているよう

だ。ジュリアーニは雄大な感じがして好きだ。

主題と変奏（ソル）一主題の部分がチャチ

な感 じだが何故だろう。父は “タッチが悪いの

かな ’'などといっていた。 そうかも知れない。

私は全体にタッチが悪く，鋭さがない。

最後のコーダはピアノのような荻快さで終り

たい。まだまだ酋弱だ。

カンツオネッター~とい

う。父の要求するテンポじゃとても遅すぎて手

の方がいうことをきかない。しかし，テンポは

遅くも速くも自在に出来な くてはならない。私

はこの曲をはじめて奏いた時から速いテンポで

(40) 



奏いている。手で党えていて，楽陪を頭にたた

みこんではいない。

アラールーメロディーもはっきり出ている

し，左手も調子が良い。これでOKに近い。し

かし，これはすぐ調子がくずれやすいので要注

慈。

本当にテープ ・レコーダーはいいものだ。

10月30日（日曜日）

父とウェプさんの所ヘテープ ・レコーダーを

持って練習に行った。

註＝ウェプさんは笠助出演してくれた人。
母国はアメリカで，現在軍隊に入隊し千歳駐
留。将来は是が非でもギタリストになりたいと
思っており，ギターのこととなると，三度の食
事も忘れる＜らい拶中である。

二重奏，三曲ともずい分うまくなった。

特に千鳥の曲など最初と比べると雲泥の差

だ。よく日本の曲をこれだけこなしたと感心す

る。レコーダーに三曲とも吹込む。 verygood/ 

特にゴエスカスは，あのラスゲアードの部分が

とても良い。スペインヘ駐留しただけのことは

ある。私が感心していたら，今度のリサイタル

が終ったら教えてあげるからいらっしゃいとい

う。モチ，行く約束をした。キャンプ内ですご

いピーフスティクをごちそうになった。のこぎ

りの様な双のついたナイフでゴシゴシ切りなが

ら，そしてたべながら，スペインの話などを聞

いた。ゆっくりと話してくれるので，すごくわ

かりやすい。ウエプさんは日本へ来て一年もた

たないそうで，日本語があまりわからないし，

私に練習させてくれるつもりで，ゆっくりと英，

語で話してくれる。

アルハンプラを見て来たことや，ジプシーに

あって，本当のフラメンコを教えてもらったこ

に等，話はつきなかった。

11月1日（火曜日）

何んだかギ ターを奏きたくない。逃げ出した

くなる。あと 2週間というのにどうしたことな

んだろうか。レコーダーできくと，いつもと変

りがないが，山がすぎたような気がしないでも

ない。山を当日持って行かないとならない。特

(41) 

にトレモロは一定に週期をうち，調子が良くな

ったり悪くなったりすのようだ。私の場合だけ

かな。トレモロはどうにか当日うまく行きそう

だ。

奏いていて，ちっとも気乗りがせず，ただ指

を動かしているだけ。イライラしりくる。今日

は指の練習だけして寝ることにした。

11'月2日（水晰日）

私がイライラ していることがわかったのだろ

う。父がこんなことを言った。 「アコ，ギター

を奏きたくないだろう。人間なんてものは誰だ

ってそうなんだ。いよいよになると，一種の緊

張感というか，恐怖感というか，そんなものが

つきまとって，いくら自分の好きな事でも，そ

こから逃げ出したくなるものだ。しかし，そこ

で逃げてしまっては進歩も しないし，卑怯な生

き方だ。やり遥しなさい。」

それもそうだと思った。今まで全部一遥 りプ

ロの遥りやっていたものを，まだ未完成なもの

だけにしぼった。ソナタ，カルカッシとソルの

主題と変奏，カンツオネッタ，アストリアス。

気がさっぱりとした。

11月3日（木曜日）

朝から午後6時頃まで，佐藤さんの所へ。レ

コードを聞く。

註＝佐藤さんは札幌在住のギタリストで，研究所

を聞いている。

セゴピアのソナタを聞く。装飾音符が見事だ

った。私は 2,3ヶ所入れられない部分がある。

早くいれられるようにしなくちゃ。このレコー

ドは前半くり返しをしていない。私はくり返し

をしようと思う。

同じくセゴピアのカンツツネッタ。これは曲

目自体が美しくてうっとりとする。前半のテン

ポはわりと速い。

いろいろな人のアストリアスを聞いた。私は

ラスゲアードが出来ないので，あのジャツとい

う部分が弱くなる。 しかたがない。なるべくそ

の前後を弱くひくことにする。間奏の部分のリ

ズムが取りにくい。メロディ ーをあまり気にし



すぎるのか。

ソルの主題と変奏，第四変奏の高音と低音の

対立がなかなか難かしい。全般に，私は一つ一

つの音が不鮮明で “お茶をにごす ”的なにおい

がすると言われた。音はきれいだそうだ。

11月 4日 （金瞳日）

調子が出てくるとともに，やれるだけやる ．／

という気が起つて来た。

11月 5日（土曜日）

気分が楽だ。明日はギター友の会の演奏会だ

が，まあまあうまく行きそうだ。

アッそうだ。楽器を借りなく ちゃ。

註＝私の楽器は音は良いが，プリッジが高すぎて

ひきづらいので，前みから借りることにしてあ

った。

こんなわけで，無事 リサイタルを済ませるこ

とが出来ました。

こんな日記をお見せするのは，何んとも赤面

のいたりですが，あの時の緊張と心構えをいつ

までも持ち続けたいために書きました。

（筵者は北海道ギター友の会々員，札幌西高

校在学中 菱川善夫門下）

河合敏満氏訪ソ

河合敏満氏 （豊橋市）は：：：総評労働者文化使節

団：：の一員として， 4月未に出発，約2ヶ月の予定

でソ連各地に演奏旅行されることになった。

この使節団は， 3月7日東京で行われた総評傘下

．の諸組合員によるコ ンク ールで選出された舞踊 ・コ

ーラス・独唱・器楽の各部門の代表達15名を主体と

したもので，器楽部門でにギターの河合氏とピアノ

(1名）の 2名だけであるが，ギターがこういう所

にも進出を見せているのは，大いに喜んで良いと思

う。

河合氏は豊橋郵便局に勤務のかたわら，ギターの

演奏 ・教授に活躍されているが，ギタ ーの友新人演

奏会 ・ギタ ー・コン クール羊にも出演し，その腕前

はすでに高く評価されている有望な人材である。

ギター音楽鑑賞会

ギタ ー音楽鑑宜会とはギター音楽愛好家の皆

様に正しいギター音楽を数多く，低廉な会牲で

鑑貨して頂く会員制度による会です。

本会は毎月 1 回例会を行い，• その例会の内容

は，ベテラン，新進ギタリストの演奏会，公開

レッスン， レコードコンサート，講演会等もり

沢山のプログラムが予定されています。

会員は，例会にはすべて無料で参加出来，そ

の他の演奏会，ギター関係書籍，楽器，楽絃等

入会 案 内

会費 1期 (3ヶ月分）

入 会 金

（次期継続の時は最初のみ）

300円

100円

の購入には優待の特典が与えられます。

ギタ ー音楽愛好の方なら男女母令を問いませ

ん。ふるって御入会下さい。

入会御希望の方は下記へお問合せ下さい。入

会案内入会申込書（要 10円別に〒 8円）をお

送りします。

なお例会当日会場入口で入会受付を致しま

す。会牲，入会金を納入下されば直ちに会員に

なれます。
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渋谷区幡谷本町 3~39 深谷方

ギ タ ー 音 楽 鑑 賞 会

電 (371)6 8 7 6番・呼
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「ー語辞 典

1 アイ ザ ッツ Einsatz（独）

1)器楽では：：入り：：：を意味する名

詞。

a. 最初はカノンやフーガで主題

に対する各模倣声部の出だし，又は

各声部の中での主題の出だしを指

し，そこから転じて，主に合奏にお

いて一般的に声部が新しく演奏しは

じめる個所を指す。曲の開始，中間

をとわず，又，休止のあとで演奏し

はじめる場合も含む。例えば， 「指

揮者が楽員にアインザッツを教えな

かったので，楽員がアインザッツを

間迎えた」というように用いる。

b. 出だしの音の性質をも指す。

硬いアインザッツ，やわらかいアイ

ンザッツと言えば，声部の出だしの

音の性団を意味する。

g 現在オーケストラや合奏で，

没然と，楽器の ：：入り：：：をさす場合

もある。

又，その時の出はじめの音を指す場

合もある。

2)声楽では，起声 ・声だて，歌い

出しなど，いくつかの訳語がある

が一定していない。

発声開始にあたって，同じ高さ，

同じ強さ，同じ母音であっても，声

幣の調整の仕方によって，耳に異っ

た感じを与える。この声を出しはじ

める時の声幣の調整の仕方を，声の

アインザッツという。歌声及び話声

に用いられる声のアインザッツは，

一般に次の 3種類に分けられる。

a. やわらかいアインザッツ。声

の出しはじめに雑音を伴わず，声は

澄んでやわらかく閻える。これは強

声でも弱声でも用い得るので，声の

出しはじめを特に弱くするのだと誤

解してはいけない。歌唱に最も普通

に用いられる。

b. 気息的アインザッツ。声が出

る前に，hの発音の時のような気息

音（イキ）の音が聞える。これは特殊

な感惜の表現のために用いられる。

C. かたいアインザッツ，声のは

じめに短いきしむような雑音が聞か

れる。話声では怒ったり，興窟した

りした時に用いられ，歌声でも，こ

のような感惜の表現に用いられる。

かたいアインザッツの最もはなはだ

しいのを圧迫性アインザッツと言

ぃ，声は著しく雑音性を愕びる。義

太夫や浪花節の発声に用いることが

ある。

アップザッツ Absatz（独）

アイ‘/.ザッツに対する言葉で，切

ること，中断すること，を意味する

名詞。

演奏して来た声部を止めること，

延ばしている音を切ることを指す。

アインザッツと同じく，強いまま鋭

＜止める場合と，ゆっくり止める場

合の 2つに大別し，合奏にも独奏に

も用いる。

アンザッツ Ansatz（独）

：：：当て方：：： を意味する名詞。アイ

ンザ ッツするための状態である。木

管では，吹きはじめの唇の状態。

（これから転じて，木管金管の歌口

を指すこともある。） 弓奏絃楽器で

はひき始めの弓の圧力，速度に対す

る準備状態。ギターでは指の棉え方

の準備状態。声楽では歌い出しの状

態 （声帯を閉じるとか開くとかい う

様な）。

手エギターの製作

見習生（内弟子）を募集

15オ～25オまでの男子。住込みに

限る。希望者は自策履歴書に写真を

添えてギクーの友社宛お問合せ下さ

Vヽ。

中出六太郎・黒沢常三郎

高 級 輸入 絃

ソフトで深みのある音をどうぞ

・・・・・・ フ ベ リ ヤ・・・・・・

定価 ① 130円 ② 150円 ③ 160円 ④ 200円 ⑤ 220円 ⑥ 240円

(43) 



コンサート

便 リ

◎大阪ギター協会演奏会（11月25日

• 大阪）

近藤敏明 プ レア ンプル （ニュー

ヂードラー）葬送行進曲（悲想幻想

曲より ） （ソル） カプ リチェ ッ ト

（武井守成）

西条道孝 皇帝の唄（ナルバエス）

メヌエ ット（ラモー）前奏曲 （バッ

ハ）フーガ(II)前奏曲第 3番 （ロボ

ス） クランテラ （テデスコ）アメリ

アの遺書 （リョベッ ト）鱒の主題に

よる変奏曲（フリ スネッ ク）

前口光雄 組曲二短調 （ビゼー）

プーレ （バッハ）吉田光雄 子守唄

（西森正治）夕容の歌 （11)沢英子

小ロマ ンス （ワルカー）ババーヌ

（サ ンス）

二重奏武井達也•岡本一郎 粉屋

の踊 り（ファリ ア）エコー（バッハ）

二つのギタ ー （ロ シア、民謡）阪本

恭三・西川公平 アレグ レット（グ

リーク） ロン ド（カル リ）

他に山本紀子 ・一未紀美子 ・竹内

美加代 ・原田良子 ・竹中美和子の諸

氏合奏に出演。

◎小原さき門下生発表会 (11月26日

・木更津）

向井昭一郎 妖精の踊り （グル ッ

ク）スペイン舞曲第 5番（グラ ナ ド

ス）角井康悦 三つの前奏曲 （クレ

ガ） ラグ リマ，アデリ ータ （11)安

西稔 序奏とアレグロ （ソ ル）入江

のざわめき （アルベニス）保坂忠雄

ラ ・カンパネラ （バッ ハ）無言歌

（メンデルスゾーン） トロイメ ライ

（シューマン）

• 他に鶴岡康雄， 内山千英子， 松山

．
 

周行，鈴木晏子，角井祐好，嗚輪源

治，小泉辰雄，小竹智子，白石佑子

の諸氏。

◎玖島蔭明門下生合同発表会 (12月

2日・東京）

ギタ ー三重奏渡辺欣哉・大西博愛

• 高木孝 フルー ト，ゾ＜ィオ リン，

ギク ーの為の序章 と変奏曲 （カル リ

・玖島）

藤田敏明 タイ ース冥想曲 （マス

ネー） メロディア （トロ バ）星野享

ゾナタ15の2 (‘ノ ル）伊藤磨哉序

曲 （カル リ）鶴巻三郎 練習曲 op

60の16,21, 23（ゾル） 小倉祐幸

練習曲 op6の 9, 12（ソル）管野

淑人 （波辺欣哉門下） アレグレッ

トとモデラ ート （カルリ）金子義弘

（高木孝門下）アレグロ ・スピ リ

ットop1の10（ジュリ アーニ）

練習曲 op35の24（ソル）阿部直

利 （勝俣正治門下）アダジオとア

ンダンテ ィー ノ （カル）山形勝美

練習曲 op60の6, 7, 8, 9（ソ

ル）北岡陸男 練習曲 op60の 7'

8' （カルカッシ）影原慎一郎

（大西博愛門下）練習曲 op60の1,

2, 3, （カルカッシ）

他に三沢一夫，本木敏之，小林孝

次郎， 河井牡ー， 大沢義幸， 永丘

正，栗原新一， 吉田光雄，藤川哲夫，

安藤敏祥，荒井洋，白井聰子，兵藤

静枝，山岡千里，黒田昌子，玖島小

江，坂井直志 （以上玖島門下） 小沢

栄治，荒井嘉昭，市野川竹司，小柳

あやめ，松浦芙美子，伊藤春雄，白

石桂子，宮崎篤子 （以上高木門下）。

渡橋信記，浦野公子，，烏居秀江，保

山和子，本保喜秀，和田滋，大橋圭

城， （以上渡辺門下）大塚尭康，宇

賀神ケイ子，松本享子， 関田恒 二

郎，浜田秀穂，田谷克也，望陀幸男

（以上勝俣門下） の諸氏。笠助出

演，後藤敬子 （山内孝門下）， 玖島

ギク ー室内合奏団。
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◎新堀ギター昔楽院発表会 (12月

5日・東京）

市場正敏 ‘Jナク op31の3 （カ

ル リ）巌克彦 、Jナク op96の2

（ジュリ アーニ） 塚本莉子，マーチ

（新堀）寺沢辰夫 練習曲 op60の

25（カルカッシ）川村文男， 3つの

ワルツ op2の 1, 2, 3（新堀）

中野圭連 練習曲13番（カルカ ッシ）

恵紀子 練習曲 7番 （カルカッシ）

田中正造 ポコ・アレグ レット（カ

ル リ）古崎陸也 アンダンテ （カル

リ）

他に倉沢義也，程原秀雄，新井隆

雄，伊藤武夫，川村文男，広瀬昭，

寒河江消太，南亮進，藤井沌成，大

庭日出子，益俊雄，巌潤子，寺沢珠

美，星田言，小池正也，齊藤健太郎．

風間紀久子，漆原康年，他39名。

◎田村敏雄門下生発表会 (12月11

日・名古屋）

牛田武司 アレグロ（水上の音楽

より ，ヘンデル 田村）雪 （ラビ ト

ラーノ） 加藤操 ガポッ ト（バッハ）

プー レー（バッハ）丹村みなみ ロ

ンド （カルリ ）森善治郎 メヌエッ

トNo.5（ソル）マリエッタ （タレ

ガ）岡田千鶴子 前奏曲 （ロボス）

三重奏山田行子・ 鈴木加代子 ・高木

千鶴子 メヌエッ ト（ リュリ ー） ガ

ポット（グルック）伊藤泰彦 メヌ

エット （ラモー） フェステ ・ラリア

ーネ（モツア ーニ）森長千吉こ巡礼

の唄 （中野二郎）

他，長谷川和歌子，吉田舜彦，田

熊崇志，広瀬文彦，佐々英一，真城

武夫，松井宏，名古屋マンド リン楽

団。

◎小原安正門下発表会 (12月11日・

東京）

遠藤純江 シャ コンヌ （バイス）ア

ンダルーサ （フォルテア）神田澄江



2つのソナタ （ベンダ）ロマンス ◎西条道孝独奏会（ギター昔楽鑑賞

（バガニ ーニ）根本邦雄 ソナタ 会11月例会） （11月28日・束京）

（ソル）伊藤裕子 タンゴ（タレ I 皇帝の唄（ナルバエス）メヌ

ガ） メヌエット （ソル）久松建ー エット（ラモー）四つの作品ー~プ

前奏曲（バッハ）サラバンド（ II） レリュード・プーレー・ドープル・

来村美和子 ワルツ（カーノ）練習 フーガ（バッハ）

曲（ソル）渡辺綾子 ミモ ーザ （シ II ソナタ op15の2（ソル）ラ

ベーラ）タンゴ （タレガ） 石野正安 ルゴ（ II）アレグロ ・ノン・トロッ

メヌエット（ソル）東宏 ワルツ ボ C11) 

（フォルテア）ロマンス （ト ルツ） l[ 前奏曲No.3（ロボス）タラ

新垣恒成練習曲（カーノ）ロマン ンテラ（テデスコ）アメリアの誓い

ス（ワルカー）＇ （リョベット）カンツォネッタ（メ

他，岸辺泰雄，原あやめ，井上正 ンデルスソゞ ーン）鯰の主題と変奏

澄，八木浩，足立桂一，水野隆子； （フリスネック）

山田真暉，竹下智子，竹下裕子，清

水澄子，銀珠子，井辺智江子，畠山 ◎溝淵浩五郎門下生発表会 (12月6

公子，祖彼千珠子，佐原理之，中村 日・東京）

三枝子，中沢沼，村田操子，節沢甲 田中節夫 シャコンヌ（バッハ）

造，伊藤ひろみ，来場治男，松尾正 小山勝 マラゲニア（アルベニス）

子，熊谷紀子，小林千恵子，宇都宮 ゴヤの絵（グラナドス）和田 摺一郎

候公，秋本信一，藤村清志，酒井利 クロイツ ェルソナタ断章（タレガ）

彦，中村節子， 高良幸子，井田炎 中西俊雄 錬習曲14¾ （ソル） 夢

夫，稲葉征司，長倉和子，朝見昇， （タレガ）中田由美子 メヌエッ ト

和光堂ギタ ー合奏団，マルガリ ータ （ホ長調）・メ ヌエッ トNo3 （ソ

• ピリアレー リオ他 25名 ル）

全道 ギタリスト参加による

他に笠岡利行，中田実，長島径津

男，来海良治，最上徹，竹中義典，

坂本典隆，水谷和郎，須磨一彦，水

品玲司，山本英治，小野清

仁藤晏代， 大木捷太郎，井上善

道，斎藤康博，橋本昌久，鈴木多賀

子，小俣八州雄，太田滋也，伊藤拡

史，三浦義：：：，臼井大義，石田享の

諸氏出演。

◎勝俣正治独奏会（ギ音鑑賞会12月

例会 (12月2日・東京）

◎高木孝独奏会（ギ音鑑賞会 2月例

会） （2月2日・東京）

I グラン ・ソロ （ソル）ソナタ

op 15 （ジュリアーニ） 幻想曲 （レ

ニアーニ）

lI 二重奏奏（賛助出演・大西博

愛）セレナーデl,p96の1（カルリ）

I[ プレ リュード とチョ ーロ（ロ

ポス）スペイン舞曲 5番 （グラナ ト・

ス）アストリアス（アルベニス） -

ギター演奏会 1961. 4. 29（土） P.M6.30 

北海道ギタ ー友の会函館公演 於 函館市公民館

この数年セゴピア，ィエペス，ベーレント等名演奏家の来日で大変ギタ ーに対する認識

が深まってまいりました。 「北海道ギタ ー友の会」は道内各地のギタリストが親密な連絡

を計りながら研究し，その成果を各地で公演し，ギタ ーの認識を広めようという目的で結

成されました。

昨年は第一回公演を札幌市で行い，幸い各関係者及び新聞紙上で大変好評を得る事が出

来ました。今度第二回公演を当市で行うことになり，ギク ーの気品高い持味を充分皆様に

鑑賞して戴き，皆様の御批判と御鞭達をお願い致します。

出演者 伊藤亜子 （札 幌）

早坂洋一 （旭川） 菱川善夫 （札幌）

宮田満男 （札 幌） 中島茂 （札幌）

鈴木一夫 （小 樽） 稲川六郎 （鳥牧村）

川道隆雄 （狩太） 千葉敏生（函館）

上村要（函館） 鈴木進 （函館）

主催北海道ギー 友(t会 ・ 後援函館労音・函館ギター研究会・ギターC友社

(45) 



友 の 会 の 頁

ギター友の会々則

1. 本会をギク ー友の会 とよ びま

す。

1. 会員

〇月刊「ギクーの友」誌の愛読者

で，後記の手続きによって入会さ

れた方を会員 とします。

〇入会手続は入会申込害（入会希

望の方は本部宛お申し出て下さ

い。申込書をお送りします）に必

要なことがらを書き， 「ギク ーの

友」予約購読料をそえて友の会本

部までお申込下さい。

0月刊「ギタ ーの友」誌予約購読

には半年予約と 1年予約の二つの

方法があります。

半年 600円（送料を含む）

1年 1.100円（ ，， ）

入会金および会牲はいりません。

〇会貝である期間は「ギク ーの

友 I予約購説期間中とします。

1. 友の会本部は，束京都新宿区柏

木3の363ギタ ーの友社内とし，支

部との連絡及び友の会の綜合的な

運営事務を行い，友の会に関する

いろいろな街相談に応じます。

0本部は必要によって月刊「ギタ

ーの友」誌の愛読者の中から顧問

（若干名）を，委嘱することがあ

ります。

1, 支部

〇支部をつくるには，ギク ー友の

会々員10名以上が集り ，支部名簿

を作って本部へお送り 下さい。

〇ギター友の会の会員でない愛読

者が支部をつくるときは， 10名以

上の入会希望者全員の入会申込円

と，月刊「ギタ ーの友」誌予約購

読料をまとめて，支部名簿と一し

ょに本部にお申込下さい。

〇支部名簿は，支部の名称と所在

地，支部長 1名，会員名縛会貝

の氏名（フ 1Jガナ）住所（軍）職

業・勤務先又は学校名（電）をま ・

とめてお書き下さい。

〇支部はお互いにギタ ーを勉強

し，ギク ーを楽しむため，梱奏

会，レコード・ コンサート， 講習

会などを催します。このような催

物の際は，本部へお申出で下され

ば，演奏家，講師の派逍などいろ

いろの援助をいたします。

〇支部の各種活動は，本部と密接

な連絡をとり ，必ず本部の了解を

得，会の方針にはずれない活動で

なければなりません。

1. 会員の特典

〇ギタ ー友の会の会員は月刊 「ギ

クーの友」誌の友の会の頁に希

望，意見，お便りなどを発表する

ことが出来ます。

〇ギタ ー友の会の会貝には，お申

出でにより，有名狽奏家教授，評

論家の出張指郡の便を計 ります。

〇ギター友の会の会貝は，ギタ ー

の友社サービスセンタ ーでのお買

物につき，規定の（サービスセソ

ターの頁参照）割引を受ける特典

があります。

バスクワル ・ロッチ惹伊東尚生訳 ・月村嘉孝註

最 新ギター奏法（タ ルレガ教程）
第 1巻第2巻 定 価 各 巻 600円 送 料 40円

マン ドリン機関紙

フレット
第 3 巻 • 第 3号定価 100 円(〒 8 円）
＊青写真楽諮（ギクー独奏合奏曲）御分けしま
す。曲目表御申込下さい。

＊マンドリソ、 ギタ ーに関する内外古雑誌各戦
前）並びに文献譲り受けたし。

岐阜 ギター音楽 研 究会
申込所 ・岐阜市梅河町1丁目6（振替名古屋 6740)

ギタ ー の友誌上広告を御利用下さい。

1頁 5,000円 1 ――頁 3,000円
2 

1 ― 頁 1,700円
4 

}—頁 1,500 円}—頁 1,000 円心頁 600 円

連続掲載 3ヶ月以上 6ヶ月まで 2割引， 7ヶ月以上 3割引，

チラシ折込 1枚につき 1円。

愛読者の方の浜奏会広告は，特別サーピスがあります。お

問合せ下さい。

I ギターの 友社 (368)7 5 7 1 

海外楽 譜•楽 器・楽 絃

◎直輸 入 楽譜多数取揃 えて 御用命をお待ち し て い ます。

◎郵券 10円 封 入 申込 の方 に カ タ ロ グ（ 日本語訳附）をお送り し ます。

名 古 屋市 中 区園井町 3 の 3 （三協ビル内）

荒 井貿易株式会社



のおたより四

コンサート便りについて一言

グラナドス，アルベニス，ビリア

ロポス，テデスコ，が出ていますが

私はこれらを本気でうけとる気には

なれません。私は現在の日本にピア

ニストであっても上述のものをひけ

る者は少いのではないかと思いま

す。

とは困難です。プ、ロックフレーテ用

のものがあるんだそうですが，ギタ

ーの使え るようなものがあった ら紹

介していただきたいと思います。

（青森・川村安平）

誌代についてお願い

御承知の様に勺直りム ード’'などと

それがギターになると多くなる時 I いう怪しからぬ言葉が流行する程，

どうしても不思議です。ピアノの人 最近は諸物価が上っています。決し

友誌56号を受けとりました。あき

らめていたところでしたので非常に

うれしく思いました。おそらくは数

少ないだろうところの支持者，心か

らの支持者のためにがんばって下さ

い。お前は友誌のために何をしたか

と云われれば一言もありませんがそ

れでも友誌は私の唯一，最高の師で

した。おかげで今では他人の批評ら

しきものを人前で云ってもはずかし

くないだけのことが云えるようにな

り，演奏というものについても少し

ながら解ったと思えるようになりま

した。中学教師という職業上，音楽

に関係することが比較的多いのです

が，その時に他人を納得させること

の出来るような仕事も出来るように

なりました。 （私は数学教師です），

これを足場にして文化的には未開の

地に等しいこの地方に積極的にはた

らきかけようと思っています。 （音

楽教師などは本当のところはたより

になりません）。

からききますと，モーツァルト ，ベ

ートーベン，ショパン， リスト， ド

ピュシー， というようつ順序で行く

とのことだそうですが，ギターの場

合ジュリアーニ， ソル， タルレガ，

グラナドスもアルベニスも同じよう

なぐあいになっているのではないで

しょうか。他にくらべて低いと云わ

れるギターで， しかもその中でもう

まくない門下生発表会で，スペイ

ン，現代が盛んにひかれていること，

いかにもギタリス ト特有の Senti-

mentalism を見る思いがします。

こんなことをたたくのが友誌の役目

だと思うのですが， もっと云いたい

のですが悪口は止めます。

私はこれから生徒を相手に，本当

に音楽的なものを育てるべく努力し

ようとしているのですが何と云って

も問題になるのは楽器です。幸いな

ことに今は笛が盛んになりましたの

でこれを利用してと思っていますが

教材の点で適当なものを見つけるこ

「ギターの友」定価改正

，てそれに便乗するわけではありませ

んが， ミギターの友：：：の発行に要す

る諸経費も，六年前の創刊当時のそ

れに比べると著しく増大して来てい

ます。今までも誌代値上げについて

社内で論議が出たことは度人ありま

したが，出来ることなら誌代だけは

据四きたいと，頑張って来た次第で

す。しかし，国鉄運賃につづいて近

＜郵便料金まで値上げになる様な最

近の状況下では，これ以上誌代を据

置くことは，経営を不可能にし，発

行を続けることが難しくなりそうで

す。で，読者諸氏にはまことに申訳

ないのですが， ：：：ギターの友：：： の定

価及び送料，予約代金をそれぞれ下

記の様に改正いたしました。

昨年は社内事情のため休刊が多

く，皆様の御期待に背き申訳な く思

って居ります。今年は内容の充実と

定期発行を第一目標に，大いに頑張

るつもりです。何卒皆様の御理解あ

る御支援をお願い申上げます。

ギターの友第 57号
定価 130円 送料20円）

前金予約斗£年 800円
1年 1,500円

（予約購売は本社へ

直接御申込の方に限ります）ギターの友・・・..……定価 130円

送 料.......・・・・1部 20 9 円

昭和 36年 3月25日印刷

予約代金｛
6ヶ月 (6冊）送料共 800円
1年(12冊） II 1,500円

(47) 

昭和 36年 4月 1日発行

編集兼
発行者玖、島たづ子

発行所ギク ーの 友社
東京都新宿区柏木3ノ363
電話 (368)7 5 7 I番

振秤〗r 京 98085 番 '

印刷所信栄社印刷所



最高級ギクー製作

ギター上連への道

それは鋭い耳を一日も早く作る ことです。

カール・ヘフナーのギターは

純粋な楽音が出るので音と音との関係を

追求 して行く音楽の勉強に最大の効果を

登揮します。

鋭敏な耳が音楽を完成させるのです。

独乙カール・ヘフナーガットギター

定価¥50,000．ーケース別

（予約注文御引受）

大阪市東区道修町 2丁目21丸善ピJレ

合資会社丸ー商店 (23)4 107 

カタログ・ギターの友社にあ9

． ~.：1出阪蔵 I

（愛器カールヘフナー演奏中の松田二朗氏）

この楽器を一年間使用 して始めて

真の技巧とは何であるかゞわかつた

松田 二郎



断 然 好 評

高級手エギター
10ヶ月払い

◇銘工の自作品です

第一流の製作家として高名な河野賢，中出阪蔵，中出六太郎，黒沢常三郎の自作

品を責任をもつてお収次いたして居ります。

◇現金正 価と 同じ値段です

月睛だから内↓し、のだろう？モノが懇いんじゃないか？ •………••い入え，いょえ，現

全 iiil:．屯文の易合と全然変らぬ条件で…••というのがいさいか自慢なのです。

◇現品先渡しです

三ヶ月閤お支払い下されば楽器をお送り致します。均等分割払いですから，楽器を

受改ってからも月賦金の支払金額は変りません。

◇完全なアフター・サービス

製作者と緊密な連絡を保って，製作者自身の手による完全なアフクー•サービスを

致しますから安心I．てお買上げになれます。

毎月 1,000円（定価 1万円）より各種， カクログ呈。〒 10円同封下記へ。

東京都新宿 区 柏 木 3の36 3 ギ ターの友社

貴方の愛器のために•……·………•

'スクソダードサイズ、手エギクー用

ギター・ケース

履□黒．茶二色あり，ビラミッド型も調製いたします。

軍次賑亮・ギターの友社

5,.-000円

4,000円

3,500円

2,000円
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AUGUSTINE 
cuerdas para guilarra 

strings for guitar ~ 
~ 

Mad• in U. S. A. (II 

ALBERT AVGVSTINE LTD :: 
New York Ciヽy ＂ コ

Copyrl9.. 19'7 by Albert Au9u1ti●● lu. co 

f'OCADA POR LOS CRANDES H.AESTROS● 

TodヽySegoviヽ Sヽy5.. 

For hヽe hヽird iヽme,I wf_iヽe bヽo"‘ hヽヽ
"AUGUSTINE" strings, now noヽヽ o『ecommend
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① •.．．..． ． ..．．．．．．． ． 130 円

② ••················ 150円

③ ••.．.．.． ． ．．．．．．．．． 160 円

④................ 200円

⑤ •• • C•• ●● ● ●̀.．．．．．． 220円

⑥・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 240円

純

カ製

チ

絃

銀

ン

巻

④ •..... ............ 450円

⑤ • •.． ． ．..．．． ． ．．．．．． 550 円

@.................. 650円

取次販売 ギターの友社

東京都新宿区柏木3~363

-＝
10
円


