
Bimonthly for Guitar 

n"
＂ 
。n川
~

、
へ
曇

＼悩

翌‘

Vol. VI-No. 1 Jan. -Feb. 1959 

ァ ル モ ア

第六巻第一号 （通刊31号）

Edi伽： Dr.Isao Takahashi (Sakamoto, Miyagike.., 

Associate editors: Seiichi Konishi, Jiro Nakano, Kojiro Kotune. 



巻頭言

はるかアフリカのランパレネから新年の御挨拶をおとど

けすることを光栄に思う 、そしてイ＜肖払をこ L まで招聘

して下さった世界の偉人、平和の使者、密社の咽者 Dr.

Albert Schweitzerに心からの地対を棒げる。離 日以来4

ヶ月、顧問三氏はじめ誌友各Iv.の御協）Jによって本誌がこ

に復1••II第 6 年を迎えることになったのは 、 大きなよろこ

びである。私がヨーロッパで得た伐直な体験と幾多の汽料

は 、整理した,~．で逐次本誌に発表したいと忍っているし 、私

の留‘、]を案じて顧Ililはじめ誌友各位が玉稿を寄せて下さ っ

ているそうで本誌の続行に不安はない。巻頭にDr.Albert 

Schweitzerの近彩を掲げて本年）父の第一歩を踏み出すこと

にする。 （翡橋）
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Carlo Munierのギターに関する作品

中 野 郎

Munier没後五十年。Munierがマンド

リン音楽に生涯をさ iげ、父と仰がれてい

ることはよく知られているが、特に彼の扱

ったギターに就いて語られたことは少いの

で、 回顧的にこれ等に就いて述ぺてみたい

と思う。若し生粋のギタリストに Munier

の名を尋ねても恐らく知らないのではなか

ろうか。事実彼の活躍の舞台はマンド リン

音楽であったがその浅大な作品には常に影

の形に添う如くギターがあった。なまやさ

しい位ではないのである。

従って Munierが扱ったギターは純枠の

ギタリストの対象にならなかったが、私は

此処にも一つのギターの世界があることを

否めない。

かのフラメンコが独特のスタイルを以っ

てギタ ーの一つの世界を形作っている程強

烈なものでないにしても 、約半世紀に亘っ

て伊太利を中心にマンドリンと組合わされ

て行われてきた形態は一つの常識となって

ギターとはあ Lいうものという概念を与え

て了っている。

丁度我国で流行歌と組合わされたギター

がギターと いう楽器と思い込たでいる人が

あるように。ポロディンのマ ドリ ッドの夏

の夜の一夜、にしてもモスコウスキィのチ

ェロ曲ギタルレにしても 、そういうものが

ギターの魅力として我々に訴えた期間は永

＜且つこれを否定することは出来ない。今

殆んとのギタリストは一箇のギターを以っ

て立派な音楽を演奏するこ とに懸命で他に

無関心で軽視する傾向すら見えるが、され

ば他の形はそんなにつまらないものなの

か。知らず知らずのうちに偏ることは本筋

を見失うおそれが無いと言えない。Munier

の労作は今のギタリス トの目標からは外れ

ているが前に述ぺたような意味でやはり私

は感謝しなければならぬ。

Munierがギターを単独に扱った作品に

は次の よう なものがある。

教則本、練習書 出版社

op. 137 Scuola dellachitara Ricordi 

Pratica daccompag-

namento 

op. 263 La Ginnastica gior- Maurri 

naliera 

op. 284 Metodo Elementale Lapini 

per chitarra 

独奏曲

op. 138 Tempo di Mazurka chiappino 

op. 139 Capriccio 

op. 140 Fantasia originale 

op. 141 Tempo di Valzer 

op. 142 Romanza 

II 

II 

II 

” 
op. 143 Terna e Variazioni (da " 
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.... 

t 

una sonata di Mozart) 

op. 240 Rondo Maurri 

La Pavane XVJ secolo 

La Prim avera valzer 

Romanza 

Serenata 

Briosa 

Un Sorriso 

Allegretto grazioso 

Tempo di marcia 

Haydn 

Rossini 

Carulli 

Allegro 

Andantino Canta-
bile 

Rondo 

Carosio 
,.. 

Carulli 

Picchianti 

Donizetti 

Clementi 

Giuliani 

Lulli 

Schumann 

Bellini 

Gluck 

Cimarosa 

Chopin 

Donizetti 

Rossini 

Bellini 

Rameau 

Haindel 

op. 262 

福 曲

Primier Pas 

Siciliana 

Allegretto variato 

Cavatina 

Sarabanda 

ギターニ重奏曲

Lapini 

’’ 
’’ 
II 

Andante Cantabile 11 

R on d o , ,  

Minuetto ” 
Romanza II 

Larghetto assai II 

Gavotta ／／ 

Canzone II 

Mazurka ” 
Allegro II 

Preludio e Andantino,, 

Cantabile espressivo 11 

II T amburino 11 

” 

Maurri 

Romanza 

VaJzer dei baci 

Barcarola 

Gavotta allegra 

ギターニ重奏編曲

Giuliani Arioso 

Mozart Allegretto 

Donizetti Cavatina 

Bongini Eba・d'Arno 

Bellini Aria di Giulietta 

上記のものはMunierがギターを単独或

は二重奏とした作品であるがマンドリ ンと

組合わせた二重奏、三重奏、合奏曲及びマ

ン ドリン独奏の伴奏とし て扱った作品は実

に店大な数にの底っている。今これ等を眺

めてみるとマンドリンとの二重奏（独奏の

伴奏でない）合奏曲に最も索直なギターの

姿が出ているように思われる。伊太利は

Carulli, Carcassi, Giulianiを初め幾多

の大ギタリス トを出して伝統的な流れ（充

も他国に出て成巧しているが）がある筈に

も不拘munierの作品（ギター）にそうい

うもの .I.見られないのはギタリストとして

出発しなかったからかも知れない。一種の

イタリアスタイルという ようなものがあ っ

て古典のギター曲のスタイルから外れた安

易なのもので当時の伊太利作家は殆んど こ

れによった。 Munierが教本や編曲の中に

CarulliゃGiulianiを引用しているにも

不拘、これ等の影苫が見られないのは私の

合点のいかないと ころであるが、根本的な

ことは Munierがギタ ーを独立楽器とし て

突き進めて行かなかったことにあるよう で

ある。従って独奏曲 となると我々の許容し

難いところが填々現われて不満を感ずるが

他楽器と租合わされると要求される演奏技

術の難易に不拘、非常な効果を齋すの は

Munierがそういう意味でギタ ーをよく知

っていたということになる。 Munierはマ

ンドリンの無伴奏曲 (Duo)を数多作って

気を吐いているが、今日になっ てみると労

少く効果ある作品の方にむしろ魅力を感ず

る。これは直感に よるものもあるが永年の

経験によ って得られるもので、 斯うしたも

の .1.中に非風を感ずるのである。一見平凡

なValseRomantique, Sognando. Poema 
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d'amore等がこれである。ギター演奏曲 と

なると独奏より遥かに面白くなる。Bare-

arola等は交互にメ ロディを追ってゆくの

で大正の初期武井氏が誰とかと二重奏して

終りがつかずに困った話があるが素直な好

ましい作品である。マンドリン独奏曲の伴

奏としてのギターはそのピアノ伴奏諮と比

較検討してみると 、ギターを初めから単な

る和音楽器として扱って了った事に不満を

感ずる。同じ単純に扱うにしても Munier

ヵ.• Mario Clunerの変名でアマチュアの

為めに書いた。

24 1:)ivertimenti progressivi per M;in-

dolino con acc. Chitarraの方が面白い。

私は本誌の読者がギター関係が者多いの

でMunierの本領たるマンドリソ音楽に就

いては特に述ぺなかったが、かって十八九

世紀巴里、ウヰーンを中心にしてギターを

，含んだ室内楽が盛に行われた事実、又西班

牙の舞踊と共にあるフラメンコ 、そして又

此処にマ ン ドリンと共にあるイタリアのギ

ターの世界が一つあることを知って阻いて

頂きたいために言わずもがなの•ことまで

いた次第である。

Carlo Munier 

ムニエルが亡くなって50年になる。私は

故沢口忠左エ門氏についてムニエJりから斯

界に一歩を踏み出したので、とくにムニエ

ルとその作品は弘にはなつかしい。マンド

リン音楽の父と呼ばれるムニエルに対して

今日の人達はあまり関心を持っていないか

も知れない。しかし彼の三つの四皿奏曲や

イ団の三煎奏曲は、その後にこれをしのく・
―---——_ ---―→ --_ --9 - ·~ _ ＿ -＿ • → --- -＿ -＿ -- -＿ _ -

(5頁よりつづく）

嗚らす音が伴う。何れの場合でも Ol'eと

いうかけ声がよくはいる。

カルロス ・モントヤは歌や踊りの伴奏者

としても録音しているが、独奏曲でも録音

している。その曲は音階や音程において

も、奏演、テクニックにおいても 、曲趣に

、 おいても Classicguitarのそれとは著し

＜迩っている事を理解させると同時に彼が

目ざましい演奏家である事が分る。実に達

者で、自由で、奔放で、ギターと共に生れ、

ギターと共に生艮した人の線達さを感じさ

せる。 Flamencoはジプン一の音楽で ある

からジプツーでないと本当には奏けないと

いわれるが、もしそうであるとすれば力）し

ロスもジプツー出のギタリストであるに違

いないという感じを抱かせられる。．

Flamencoのギター曲を聴くとスペイン

高橋 功

ものが出ていないと言える。彼のギター作

品は極めて少いし 、マソドリン曲仕どに重

要ではない。けれどもそのギター作品にも

やはりムニエルのムニエルたる所以が出て

いる。歿後50年を期して斯界がもう一度よ

くムニエルを研究することを切に希望す

る。

（高橋功）

のClassicguitar曲とRIなり似た所が相

当あるのに気が附く。夕）レレガの「ア）レハ

ンプラの思い出」の様にトレモロで旋律を

奏きながら分散和音で伴奏を附けている曲

がモン トヤの録音には何曲もある。尤もそ

れは部分的に出て来るので全曲をそれで奏

き通すのではない。それを聴くと夕）レ レガ

は作曲に当って Flamencoの技巧を利用し

た事が分る。セゴヴィアの録音したTurina

のFandangoゃTarrobaのFandanguillo 

や、Manuelde Fallaが沓いた「7つのス

ペイン民謡」の中の Polo,Segiudillaを

聴いても Flamencoから材料を得てはいて

も曲としては Flamencoとは別物である事

が分る。そういう点からいってFlamenco

とClassic曲を聴き比ぺる事は面白くもあ

り、有益でもあると思う。

3
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フラメンコとモントヤ
Flamenco and Montoyas 

スペインには地方地方によって異った郷
土色を豊かに盛った民俗音楽 (Folklore郷

土音楽といってもい上かも知れない）があ
り、各民俗独特の伝統から生れたそれ等の
音楽は人類学者、匝史家、音楽学者、音楽
家音楽愛好家から大きな興味を持たれてい
る。フラメンコもそういう民俗音楽の 1つ
である。1955年に本誌がフ ラメンコ特集を
出した動機もそこにある。所がそれに対し
てフラメ‘ノコは低級だからつまらない事を
したものだという投鬱がある雑誌に載っ
た。確かにそれは無智のさせるわざだった
に述いない。パリのギター学校 Academie
de guitarreでは classicguitarとFlam-
enco guitarの両方を教えている。昭和32
年にディスク大賞を授与する 2つの団体の
中の Academiedu disque francais（会
長は ArthurHoneggerで音楽家、音楽評
論家、文芸評論家、愛好家各 8人が （（何れ
も知名人）） 審査に当っている）が人類学の
部門でフラメンコに大賞を与えたのを見て
もそれが如何いう性質と価値を持っている
かに分る。

尤もフラメソコにも流行歌化されたもの
もあり、兵隊の唱う軍歌の中にもフラメン
コ調のものがあるとの事だから（そういう
事を日本人の書いた旅行記で読んだ事があ
る）その中には低級な傾向のものもあるか
も知れないがそれを本来のフラメンコと 一
緒くたにして低級扱いするのは無智という
他はない。

所で 3月にフラメン コギタリス lCarlos 
Montoyaが来演するので私にも何か忠 ＜

様にとの事であるが私はスペインに行った
事はないし 、フ ラメン コギターはレコード

松 ’本太郎

で少し聴いた丈であるから余り適任ではな
い。その上スペインにも行き、フラメンコ

を研究せられた芦原英了君が執策せられる
らしいから 2重になる事があるかも知れな

いし、無智をさらけ出す事になるかも しれ
ないが、 最近一寸必要があっ て調ぺた事の
中から少し計り書いて役目を果たす事にし

度い。

フラメンコの常識として誰もが魯いてい
る事は、それが南部スペインのアンダルツ
ア北方の民俗音楽がジプツー化されたもの
であるという事である。それをも少し詳し
くいうとこ の地方には力 ‘ノテ・ホソドとい
う民俗音楽が古くからあって、それが19世
紀の中頃になっ てジプツーによって取上げ
られ、 消化せられてジプン一の音楽になっ
てしまったというのであ る。 カンテ ・ホソ
ドCantehondo（或は jondo)に直訳する

と 「深い歌」で、人間の心の奥深 くに抱か
れる悲しみや苦しみを訴える音楽を意味す
る。悲しい生活を唱った歌ともいえるこの
音楽は19世紀の始めには牢獄（そこにはこ
そ泥をしたジプツーがよく囚われていた）
や売淫窟の苦しい生活を唱う為の歌になっ

たという人もある。

このカンテ ・ホソドをジプツーが大変好
み、それを自分達の音楽の中に取入れた。
こうしてジプツー化され、 近代化されたも
のが CanteFlamencoである。続いて一

般の人がジプン一化されたこ の音楽に興味
を持ち1830年頃から自分達もそれをやり始

めた。•そして歌劇 Carmen が初演された
1875年頃からその音楽を研究し、摸倣され

始めた。

Flamencoという名が附いたのは 19世紀

(4) 
4
 



の中頃の事で、その曲が始めて出版された

のが1871年であるが、そのFlamencoは何

を意味し、何所から来たか。 2月初めの朝

日新聞の「読者応答室」襴にフラ メンコに

就いての質問に対して「それは「ちょっと

気取った」「侵美な」「情熱な」「なまめか

しい」等という意味が含まれています」そ

して「この意味での形をとらえて舞踊の中

に入れたもの」がフラメン コの踊りだと答

えている。

一方 Flamenco研究家の説によると Fl-

arnencoはFlamingoから来た語でFlam-

ingoは 英語の Flemish，即ち Flander幻、

Flander風、若しくは Flander人、Flan-

der語学の意味がある。 その Flanderはベ

）レギーのオランダに近い地方の名でここで

はオランダ語に近い Flemishが使われ、フ

ランス語に近い Warron語を使う ワロ ン地

方とが集ってベルギー国が出来ている。そ

こで何故この音楽を Flemingoというかと

いえばそれを踊る侍に Flander風の明る

い、派手な色の着物を着るからだという。

プラメンコ音楽の特質として先に勝田保

世氏がその中にはピザンチン及びユダヤ聖

歌の神秘とこの地方に渡来したアラピア族

の哀愁を帯びた異国梢緒があり 、それがジ

プン一の梢熱と混文していると魯かれた。

そのピザンチン、 ユダヤ、アラビアの影孵

はCantehondo以来の事だろうが、一方

から見て東洋の影蓉という形でその特質を

論じている人もある。

勿論その東洋というのは極東、中東では

なくアラビア、アフリカあたりの事である

がその節まわし等に日本の馬子唄等に似

た所もある。か Flamencoの方が Cante

hondoよりも東洋的に聴えると一研究家が

いっているのも注意す可きだろう。

周知の様に元来 CanteFlamencoでは

歌と踊りとが一緒になり必ずギターが伴奏

をしている。元はギター独奏というものは

Flamencoにはなかったらしい。しかしそ

れを歌と踊りから独立した独奏として演奏

し始めたのはカルロス・モントヤだと最近

の日本の新聞に出ていたのでそうかと思っ

たが事実はそうではなかった。力）レロスの

叔父でFlamencoguitarの第一人者とい

われたラモン ・モントヤが1987年にパリに

デピューした時には Flamencoguitarの

リサイタルで大センセーツョンを引起し

た。続いて同国人の舞踊家ラ ・ホセクトと

ジョイント ・リサイタルを開いた時も踊り

の伴奏はせず、ギタ ー独奏丈で出場した。

尤も彼はそれより前には本国で歌や踊り

の伴奏者として有名で18年間もキャフェ ー

で第一流の伴奏者として奏き続けた。そし

て本国で独奏活動をしたか如何かは明かで

ないが、パリで独奏者としてデピュ ーした

計りでなく 、アメリカに行っても盛んに独

奏活動して高評を博した。彼は戦後間もな

＜歿した。所がカルロスはこの有名な叔父

から教育を受ける事がなかった。叔父はわ

ざと甥を教えなかったという。その理由は

他人を歌わせて修業させる為だったといわ

れている。そうした修業が物をいったらし-

く彼は 8オからギタリストとして認められ

20才頃には当時の大舞踊家ア）yヘンティ ー

ナの伴奏者を勤め、溺後他の有名な舞踊家

の伴奏者にもなった。 1933年に日本に来た

時はテレジーナの伴奏者だった。然し今回

の来演では独奏が主でラ ・ローザ、ファン

ダンギリヨ、ソレアレス、フ ァルッカ 、グ

ラナディナス等14曲を奏き 、ついでに夫人

の踊りにも伴奏するとの事である。

戦後欧州では民俗音楽に対する興味と研

究熱が非常に高まり、各国の民俗音楽が盛

んに録音されている事がフランスのレコー

ド雑誌Disqueを見ると分る。その中に

Flamencoも可なり沢山あるが大部分は歌

と踊とギターのコンピネーツョンである。

踊りは足踏み (Zapoteado)手拍子、指を

(3頁につづく）
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カルロス・モントヤ師匠への期待

フラメンコは我国の芸事の如くお師匠さ

んと云った方がびったりくる。

愈々カルロス ・モントヤ師匠が 3月末に

来日と決まった様で、我々フラ メンコ ・ギ

タリストにとって、これほど嬉しいことは

ない。

戦後、フラソンスコ ・ヒルさんと 、ポネ

ートさんを迎えることが出来たけれども 、

何んと云っても当代一流中の一流たるモン

トヤ師匠が来日されることは我々の夢であ

り、望みでもあったのだからそのよろこび

は限りがない。

モソトヤ師匠が数多くのレコードで聞か

せて呉れる神技の様なギターは、我々のあ

こがれであり又一つの目楳でもある。

彼の変幻極まりないリズム感に溢れたダ

イナミ ックな演奏は索晴らしい。

人によっては彼の芸をアメリ カナイズと

評するかも知れないが、フラメンコをアメ

リカに行及させた彼の功絞は偉大なもので

あり、さすが不世出の名人、ラモン ・モン

トヤの血を汲むだけのことはあると 、云う

ペきであろう。

もっともモントヤ師匠は「叔父ラモンは

私にレッスンをしなかった」。と云い影堺

はない、とは云っているが一一。

彼の唯一の師匠であるペペ ・エル ・パル

ベロも 2、3年しか教えることが出来なか

ったと云うから、モントヤ師匠は天才に努

力がプラスした入であろう。

しかし乍らモントヤ師匠の芸は個性の強

いものである。元来フラメンコは個性をは

っきり出すぺきで個性のない型にはまった

ま .1,.‘ それから出られない様な演奏は何ん

の魅力も価値もないものであるが、とりわ

けモントヤ師匠の芸はは個性臭々としてい

(6) 

（東京） 伊藤日出夫

る。

聞いていて胸がすっとする様な気持の良

さ、ポリュ ームと独得のリズム 、まことに

素晴らしいものである゜

だが私は参考にはしても其似はしょうと

しない。と云うのは、あの芸はモントヤだ

けのもので他の誰のものでもないからであ

る。プロたる者、又プロを志す者にとって

自己を表現しない演奏は何んの意味もない

からでもある。

フラメンコと云うものはとりわけ人によ

って浪奏が述うところが良いのであり 、同

じ曲を弾いても一度目と二度目が少しは違

うのが本当である。気分次第でサリーダも

，，←セオも 、そしてファルセータも違って来

て、それによって踊りも唄も少しづ豆菱わ

ってやるのが本来の姿である。

モントヤ師匠がどんな即輿演奏でやるの

か、まことに見もの、いや聞きものであ

る。個性的な演奏をするにおいて、セゴピ

ア先生にも似通った存在であるモントヤ師

匠を眼のあたり見られ、なまの演奏を聞く

ことが出来るのは何度思っても繕しいこと

である。

唯、誠に残念なのは同行されるトリアニ

ータ・ モントヤ（師匠の夫人）が話による

と舞踊の芸の面でモントヤ師匠に劣るらし

いので余り踊られないとの由だが、 唄と踊

りとギターと三拍子揃ったフラメソコ本来

の姿を見られないのがかえすがえす残念だ

と思うけれども、モントヤ師匠の神技に近

い演奏で満足するぺきであろう。

ともあれモントヤ師匠の来日を私は心か

らよろこび、期待している。

—,l959 • 2 • 11― 
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Prof. Jacob Ortnerを訪ねて 高橋 功

11月21日午後 0時55分ウィ ー ン飛行場

着。学友古内オーストリア大使の客となっ

てHotelPension Residenzに落つく 。

・早速 Prof.Jacob Ortnerに電話連絡 した

ら明日午後来訪されたいとのこと。更に

Luise Walter Heysekの咤話をさがした

がないらしく 、アルモニアの送附先をやっ

と探したが、しばらく 前に別の住宅に移っ

たとのことでらちがあかない。丁度 Musi・

kvereinの大演奏会場の切符が手に入っ

たので、開演間際にかけつけた。曲目は

Joseph Haydn作DieJahresgetien（四季）

Wiener Symphonikerと Wienerstaats-

opernchorを HeinrichHollreiserが指

揮した。テノ ー）レの AutonDermotaが評

判の歌手でなかなかよかったが、パスの

Eberhard Wiichterはすばらしかった。

170人位の合唱も100人に近いオーケストラ

も実にみごとな演奏だった。会場の豪華は

日本では一寸想像がつかない。 感激のため

寝つかれなかった。

22日早起きしたら小雨。遊覧パスにのっ

て市内見物に出かける。 Schonbrunnは

じめ名所が 多く 、Beethoven,Schu~、e;t,

Mozart, Haydon, Brahms, Johan Straus, 

Lannerなど音楽家の記念像が立っていて、

さすが音楽の都ウィ ー ンという感じであ

る。HotelSacheaで昼食をす ませ午後 2

時Prof.J. Ortnerを Traungasse1に訪

ねた。夫人に導かれて居間に入る とオ）レ ト

ナーはベ ットに横たわっていたが、矢庭に

起上って抱き合い、頬をすり よせ、手を握

り合ったま .1.しばらくは話す言葉もない。

初対面というのに、その気がしない。やが

て話し出したら 、矢次ぎばやで、 息が切れ

る。 心臓性喘息で 2年前から静妥中 とあっ

て、はや白い髪はぼうぽう と伸び放題、頬

はおち、目は凹んでしまって全くの御老体

である。ベルリンの会議の話から、・アテネ

のProf.Cara!. Ekmetzoglouの名が出た

ら、2年前ウィ ーンに呼んで リサイタルをし

てやったが実にうまいと仕め、エクメッオ

グロウはギターも上手だが、人間がv、.I.、彼

から送ってきたコニアックがあるから飲め

という。私は酒も煙草もだめで、折角だが

ことわったらーロでもし心 と夫人につが

せて進めて くれた。この部屋にはかっ て

Miguel LlobetもProf.Emilio Pujol夫

妻も Segoviaも来た。そこの椅子にすわっ

てみんな弾いたものだったという。プホー

ルは最大の Piidagogだとv、.I.、その芸術を

ロを極めてほめていた。そしてエクメ ッツ

とプホールに寄書をして出した。 Maria

Luica Anidoは妹の ようなものだとし‘.I.、

12月にはイタリアに来るともいっていた。

全くこの部屋は現代第一級のギタリストが

集った所でそこ に居合せたことを光栄に感

じた。ロンドンの BorisPerott,パリの

Andre Verdierの死を悲しみ、こ の次は自

分の番だなどと心細いことをいっていた

が、そんなことをいわないで、もっともっ

と長生きをして世界のギター界を見守って ・

いたゞかなくてはならない と申上げたら 、

又頬をすり よせて肯いてくれた。2時間ほ

どして Dr.Joepf Klimaがリュート を持っ．

て来、オル トナーの最後の愛弟子 Zelezny

Ernstがカメラを持って来て、 さかんに私

達を撮っていた。クリマのは二調に調絃す

るルネッサンスのリュ ー ト（この外にゴー'

チックリュー トパロ ックリュート があ る）

で6絃（その中高音 2絃は単、そ の外は

複）それに番外6絃は凡てオクタープ（パ

ロックリュート ）で複絃である クリマはタ

プラト ウルラ トウルの ま .1.の譜を 読み

ながら 、S.L. Wliss, J. S. Bachなどを

ひき、その後私が武井氏の曲をオル トナー
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随 想 中 野 郎

テレビ出演のこと

放送局からテレビでマンドリンを弾いてくれと頼まれた。月給を貰っている関係でイヤと

は言い憎＜渋々引受けたもの .1.全く弱って了った。同時に出演する人をきいたら美しい女の

人達で丸で之は引立て役だナと思った。全然マンドリンを弾いていないわけではないから何

とかなるだろうぐらいに思っていたが、その日が段々近くなるとどうも気になった。全国の

どこの誰とも知らない人達の前に顔をさらすのはどうにも気の直い事だった。楽譜を見ない

ことはいいこしても眼の懺き場をどうしよう。見れば色んなことを考えるだろう。そうなれ

ば気のない演奏になって了うだろう。眼をつむって演奏することにしようと思った。

前日には散髪屋へ行った。 ドーランを塗って貰って弾いて出てきたら 、早速皆が色々なこと

を言うのでどれが本当だか私はわからない。

「非常に若く見え実物より写真づらの方がよい」という人には「もとがし心のだから」と言

っておいた。「非常にふけて見える」という人には r年だから」と言っておいた。tいめる気

か知らないが 「さすがに貫録があった」 とか「Vュヴァイツアーみたいだった』等という人

があったがい .I.出来だったとか曲が面白いという人は一人もないので、私はテレピというも

のはやはり見られるものだという感じを深くした。時間を決められて指因通りに、見られな

がら弾くということは本当にイヤなものである。名人なら時と所を選ばないだろうが。もう

こちらは演奏家の看板はとっくにおろしているのだから。

楽 譜 の虫
9 クヽチ

二十代の頃註文した楽譜を日本楽器の主人から受取る時「あの嬉しそうな顔Jとよくひや

かされたが、最近は高橋氏の斡旋やら月々註文した新刊楽譜の到着で嬉しい悲嗚を挙げてい

る。撤がふえたので見られた顔ではないと思うが、不思議とこの感激だけは30年前と変らな

ぃ。そんなに蒐めてどうするのかと言われても私は返事に困る。私は憬かれたように仕しい

し見たいのである。息子はピアノの方で大半の私の楽譜に用はないし、 家内は多少の恨みも

込めて死んだら一緒に焼いてあげると言ってくれるが焼いてどうなるものでもない。私は最

近厚さ1尺くらい（何千頁あるか知らないが）の本を友人に作って貰った。私の生涯の記録

を之に経めておくつもりである。演奏、作曲編曲の記録から自伝のようなもの、勿論楽譜ヘ

の執心もこってり書き込んでおくつもりで目下着々やっている。

智 識

私は自分の浅い智識を振廻して物を言うことにほとほとイヤ気がさしている。止むを得ず

いているものと思って頂きたい。智識だけで物を書く淋しさ。先輩振った言い方、先に立

ってリードするような事凡て私はしたくない。にも不拘原稿を頼まれる と三度に一度は書か

なければ悪いような気がして、つまらない事ばかり書いているが、言う ことしやることり窟

うような印象を与えやしないかと思うと益々イヤになる。私は最近誰でもが書いたり言った
マコト

りする r心から何々します」という心からという字が嫌いである。真しやかに聞こえるのが

妙であるが、平生ウソばかり言っているのか知ら心と思いたくなる。
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カルロス ・モントヤ

感

中野：郎先生作

切紙細工のモ ソトヤ

，
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ピンョップ教授夫妻

教授はザルツプルグのモツアルテウム（音楽アカデミー）

でギターを教えている、ギターの蒐媒家でもある。

犬人はザルツプルグで有名なソプラノ歌手で音楽学校の先

生をなさったこともある。
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高 橋 オルトナー教授 同夫人

オルトナー教授のお宅で
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右

エクメ ッソグラウ

（ギ リンヤ）

左

カール ・ツャイト

（オーストリア）
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独襖て名会ったギクリストの印象 高橋 功

Siegfried Behrend― 
昨年11月19日に25オの誕生を迎えたばか

りの若かさ。実にきびきび してい る。 こ

の誕生日に保旋先から帰って来た父 Karl

Behrendと初めて会う。客間の壁に Karl

Behrendと私が二重奏をしていると ころ

をJimGilbertが描く。夫人は25オの息子

を持っているとは思えぬ往ど若く美しい。

私は初対面の折、妹弟と思いちがいした仕

どである。父Karlもよく弾く 、Tarrega

のAlhambraゃCaprichoArabeな ど を

弾いてくれた。この両親の被護と指導があ

ってこそ Siegfriedが25才にしてすでに今

日在るわけである。家庭、環境、気分が大

事なことをしみじみ感じた。

Behrendにとって速すぎるという曲は

ない、と いう批評がある。全く その通り で

彼は実に速い曲を苦もなく弾き上ける。弾

きまくる という感じ、 悪く言えば何でも速

く弾いてしまうという感じである。運指も

発言法も確実である。しかし何とな く上す

ぺりがしているという気がする。すばらし

い技法を頼んで、何でもあっさり 仕上げて

しま うのであろう 、よ く言えばそれは彼の

若気のせいであろう。この上年数を重ね技

巧を整理し、 芸術性を高めることに専念す

れば彼はたしかに大物になる。 ・

彼は言っていた「独奏方面ではすぐれた

ギタリス トがよくやっていてくれるからい

心；、アンサンプルにおけるギターについ

てはあ まり努力していない。自分はベル リ

ンにい 上、 身近かにギターをよく理解して

くれる音楽家達と知合っている。従ってこ

の恵まれた環境に在って、ギタ ーをふくむ

絃楽四重奏、五重奏曲、そしてギター協奏曲

などに将来も力を注いでゆくつもりだ」と。

結構な ことである。彼は Markoseukirchen

13 

のギター 製作家Jacobsー名 Wlissberger

のギターを使用し、 絃は自選のBehrend絃

を使っていた。

Cara!. Ekmezuoglou -

ギリンアのアテネコ ンセルバ トリーの理

論、作曲、ギターの教授。頭はもっとはげ

か Lって いるが私より2年年少で当年50

オ。 そして私よりーまわり小柄。マン ドリ

ンを手がけたこ とのある人達には忘れら

れない NicolusLavdasに作曲を 学んだ

という。すでに三度も Sienaで Andres

SegoviaとEmilioPujolに学んだという

だけあ って、 テクニ ックはしっかりしてい

る。理論と作曲法を身につけているので、

どんな曲を弾いてもデッサンのしっかりし

た、 ゆる ぎのない、肉附けのある音楽にな

っている。 ドイツ語も英語も下手で、お互

によく通じないが本会議2週間毎日私達の

ホテルに来て、 暇さえあればギターを弾い

ていた。ギターはHermannHauser（父）の

を使っていた。彼も中出、河野、加納氏の

ギターを大へんほめてくれ、河野氏のを特

に好んで弾いた。Ekmez．は好んでBachを

弾いたがSor.Tarrega, Forteaなどもうま

い。新しいとこ ろでは Villa-Lobosがうま

い。Albeniz,Granadosもい上が、就中ギ

リツアの民謡をテーマにした自作がい 上、

Romanze Hellenica, Nocturno, Canto 

d'amoreの詩情は、さながら Apolloの立

琴から流れてくる ようである。そしてどこ

か東洋的な匂がするのが、よけいに私逹に

共鳴するのであろう。こういう人こそ音楽

の使徒というのであろう。Segoviaをほめ

ること人後に落ちないが、 Pujolの人柄と

芸術を非常に高くかい、AlrioDiazを実

に仕めていた。イギリスのJohnWilliam 

を第二の Segoviaといっていた。

Enrico Tagliavini -
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Tagliaviniはイタリアの演奏会が控え

ているといって早々に帰ってしまったので

ゆっくり話をする暇も 、心ゆくまでその演

奏に接することが出来なかった。上衣に

Chigianaのバッチをつけていた。その V

パートリは、この会議の性質上とくにイタ

リアの作品をえらんだのかも知れないが、

Luigi Legnaniの高奏に示したテクニッ

クはたしかにみごとだった。イタリアが嘱

望する若手ギタリストとして期待される。

Prof. Romolo Ferrari夫妻が同行して来

たが、こうした指屯者（パトロン）がつI,ヽ

ていることも若い Tagliaviniには力にな

っていることがよくわかった。 ドイツの作

家HansCarossaの「指屯と信徒」という

作品を思い出した。指屯と信徒、まこ とに

美しい苫菜である。

Karl Schei t — 
Wienで先ず訪ねたのが Prof.Jacob 

Ortner。私はこの老大家の病床を訪ねたゞ

けでヨーロッパまで来た甲斐があったと思

った。MiguelLlobetを逸早く窮め、E.

Pujolをヨーロッパに紹介し、A.Segovia 

を吹聴し LuiseWalk.erを仕上げたヨ ー

ロッパギター界の大恩人である。而も80オ
を間近かにして喘息で病床にあるのに、ウ

ィーンのギタリストはあまり訪ねて来ない

という。何たることであろう。そう聞いた

だけで、外のギタリストには会うまいと思

った。しかしこれは私の私梢である。日本

のギタリストはもっと外にも会見記を希望

しているはずだと 、私情を殺して、次に

K. Scheitを訪ねた。私のホテルから目と

の近かさである。Akademiebiir Musik 

の教授で NHKにいる指揮者 Reobnerゃ

ハープの JosefMorna!の友人である。彼

はリュートの Tabulaturを方々の国々の

図む舘に照会してマ イ クロフィルムに収

め、それをギターに編曲することを仕事と

している。そのためにオーストリア政府か

ら文化賞をもらい年金をもらっているとい

う。演奏家としても既に名が通っている。

彼のところに咋年イギ リスヘ演奏旅行した

際、Hillという有名な古典楽器の骨益商

から只い取った Sorのもっていたという

(14) 
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Panolmo作のギターがあった。もう百数十

年前のものだが実によくなる。日本訪問を

真剣に考えてい、平野氏と連絡も出来てい

るようだから 、実現の日も遠くはあるまい。

演奏もさることながら 、コ ソセルバ トリで

特別レッスンを持ちたいといっていた、好

ましいことである。

彼のおかげで、ウィ ーンの博物館所蔵の

古典楽器の陳列を主任のDr.Luithlerの説

明でき .1.Universal-Editionの特別閲覧

室で Bach,Haendal, Beethoven, Radon, 

Mozart, Brahms, Wolff, Schumannなどの

マヌスクリプトをみ、又古い楽譜出版社

Doblingerを訪ね三代目の当主Christian

Wolffの案内で MerzゃHummelゃMati.

cgkaの古版楽譜をみせてもらう ことが出

来たのは有難かった。

Luise Walker —-
6-Saiten誌の OttoZykanから予め笞

話で連絡し て もらい中野先生の用事で

Hladkyの店を訪ねての帰り 、或レス トラ

ンで Walker夫人と会談した。自宅は空襲

のため破壊し目下修繕中でごたごたしてい

て、 自宅に呼ぺないし 、時間もあまりない

というので，レストランで会うことになっ

たわけ。どこか日本の婦人に似たこぢんま

りとした感じのい .1.人o やはり日本にゆき

たいらしく 、Anidoの演奏旅行はどうだっ

たと しきりに聞いていた。中野二郎先生の

Paganini-Variationを非常に低め ていた

ので、全曲 Mozart-Variationとをすでに

送ったはずだといったら 、まだ入手してい

ないという。Armonia誌も 2年ばかり見て

いないという。勿論旧い住所 Tuchlauben

から引越していたのだから 、それらは宙に

迷ってしまったのに相迎ない。現在Akad・
emie der Musik and darotellende Ku・ 

nstのギター科を担当していて48人の弟子

を持っているという。これからアカデミー

に行かねばならないというので私達の会

見は一時間半で終った。この婦人がなぜ恩

師に対して冷いのであろうかどうし・ても私

にはわけがわからない。

(12月7日GunsbachのMaism

Docteur Albert Schweitzerにて）

14 



東京ギター・アカデミー内容と規約

東京ギター・ アカデミ ーとは

東京方面に在住する出来るだけ多くのギ

ター教師が集つて、ギター教授の方法を試

験課題曲を定めることに依って統一し 、そ

の課題曲を総ての先生の主な教授内容とし

て、それを各々独自な方法で教授していこ

うというもので、教室は本部ーケ所の外、

各先生の教授所をそのままアカデミ ーの教

室として、東京都内外に30余ケ所の教室を

持つことになります。試験課題曲に依る進

学試験は、指屯に当った先生全部を審査員

として、 1年に 1回アカデミ ー本部で行い

ます。この試験がアカデミ ーの最も重要な

行事となります。演奏の指導と並行して和

声学その他ギター演奏に必要な理論講義を

毎週 1回アカデミ 一本部で開きます。

このようにして演奏と理論を総合的に学

んでゆくのが東京ギター・ アカデミ ー で

す。

授業内容

予科

• これからギターを習い始める人と、少

しは奏ける初歩の人を、本科に入学出来る

まで、懇切に指導するのが予科です。

・年令の制限はあり ません。

本科

• 3年間に前古典、古典、浪漫、現代の

ギター音楽を、演奏と理論に分けて指導し

ます。

・演奏の指屯は、学生自身が選んだ教授

に依って個人的に指導されます。

'・理論（和声学、音楽史、語学）の講義

は週 1回一括して開かれます。

• 本科の授業内容は次の通り です。 0試 '

験課題曲と同じ） ，

15 

小船幸次．郎

I'"" 主として • 25の練習曲
. I 

1 古

年＇

カルカッン ソナタ
カルリ ・
その他

‘-/ 

＾ 2 浪 主として 練習曲作品38番

［ 
コスト

プレリュード
タルレガ

年 その他
‘-／ 

r前-現、 主として 2`  0の練習曲
3 

ド・ビゼー 組曲（二短調）門古代 ソ｝レ
年 ポンセ ソナタ ・クラ i/

その他 • カ
‘--←ノ

＊理論請義については後に記してあります

研究科

• 本科修了後、 更に 2 年 、 希望教授の下

で研究し 、技術と音楽の内容を充実させま

す。

・研究科の演奏授業内容は次の通りで

す。

1 

年

2 

年

主として
パッハ
トロパ
トー リナ
ヴィラ ・ロ ポス
その他

主として
テデスコ
ロド リゴ
ポンス
その他

理論科目

リュート組曲
ソナチナ
ソナチナ
プレリュ ード

コンチェルト
コンチェルト
コンチェルト

・理論科目を必修と自由の 2分に分けま

した。必修科目は本科 3年の間に必ず受講

しなければなりません。

和声学（必修）

・ギター音楽の理解と演奏に必要な和声

の知識を、ギターを通して教える重要な科

目です。

音楽史（必修）

(15') 



・ギター立楽の、一般音楽上における立

場や価値を正しく認識する上に、絶体に必

要なものが音楽史の知識です。

語学（自由）

• 音楽の勉強には欧州語の理解がどうし

ても必要です。先ずスペイン語の講座を開

く予定です。

その他

• 楽器としてのギターの構造に関する講

座 とか、 一般文化に対する講座など、随時

開講する予定です。

経四
入学金 ・・•…•・・・・・ 1,000円

演奏指達

予 科・・・・・・・・・・・・ 800--1, 000 

本 科・・・ ・・・・・・・・・1,000--1,200

研究科・・・・・・・・・・・・1,200--1,500

理論科目

1講義 1回 100 

校究 (1ヶ月 100 

住了（ディプロマ）

演奏科目

・演奏技術修了の目標は 1年に 1回全教

授出席の下に行われる演奏試験です。演奏

後、教授の合議で進学が決まります。

・進学出来た学生には出席全教授が署名

した修了証8（ディプロマ）が与えられま

す。

・理論科目は、講義回数の三分の二以上

の出席で修了と認めます。試験は原則とし

て行いません。 1科目毎教授の署名したデ

ィプロマが贈られます。

授業日程と教室

種目 1教授名Ilf{t! I時間 1 教 室

講和声学小船
時

（幸）
6.00 IYMCA同盟

又は各門水 1 一階教室

義音楽史玖島
嘉蘊

7.30 

(16) 

Iスペイ 1岡田 1水 I7 13゚゚!YMCA同盟
ン語 （予定） ，． 0 ー階教室

阿 部 位 ・1 ~\o I喜呵区若葉町

閤 I月 I
1銀座店ヤマハ楽
器

飯坂菜 • I 1llo0 1北区田端町40

奥田 I火 I111 1疎馬区関町 2
10 ノ64

演 大沢 I | 1＼0 ゚練ノ6馬93区3南町 5

小（二原） 1木日 ・1 14川3崎市下作延

亀山圧 It |渋g区代々木
日 ， 山町129

闇l 1↑0 世記町田3ケノ谷7区8奥

閣lI 10 I丘目黒区自由ケ

奏

↓ 132 

京本 l昏I 日2ノ宿6区上落合36 

紐誓Il{ 位嘉和白木 3

(信 |木 |! I塁醤市中区山

寿楽監 I! I閤翌ノ賢B和測

法 渋谷 I I 
1千淡代田区神田

路町1ノ1

寸山 い ：I:1:|畠翡翌翌

永田 I菜 ・1
1新宿区南JC町
13 

人見 I I 
1練ノ8馬83区中村 3

平野 土 | , t 1楽三輪器橋店三井屋

疇巳：Iit I桝轡‘山 3

横尾 I I 
1豊ノ6島62区池袋 l

16 



入学試験 (34年度）

アカデミ ーは春秋二期制です。入学、進

学試験が春秋2回従って修了 と卒菜が春秋

2回あり ます。これを春期生と秋期生とに

分けます。

春期入学試験

・期日 4月12日（日）午後 1時

・場所 YMCA同盟

秋期入学試験は10月中旬の予定、場所

は同じ

募集範囲

• 本年は本科 1 年ばかりでなく 、 2 年 、

3年も募集します。但し 2年を受験する者

は2年の課題曲の外、1年の課題曲も試験

されます。 3年を受験する者は 3年の課題

曲の外、1年 2年の題曲も試験されます。

各学年入学試験課題曲

1 1(llジュリアーニ

年 (2)セゴヴィアの首

lllカルリ ソナづ

： ［：：簡易な新曲

| 3 ll)夕）レレガ （譴翻悶髯
プレリュ ー ド？認中 3曲指定）

I年 (2)コスイし聾讐（醤詈謬‘3曲）
(3)簡易な新曲

（註） 1年と 2年の課題曲はアカデミ ーで

印刷し＇、実費 250円で頒けています。

送料20円添えて代金送れば郵送しま

す。 3年の課題曲は取り次ぎます。

受験料 500円（各学年共）

17 

申込期間 3月 1日より 4月 5日ま

で

（註）右は春期生、秋期生の申込は

追って発表します

申込方法

次の様式に従い、 記入捺印の上、 受験料を

添えて学長、又は教務主任宅御送り 下さい。

（註）学長 小船幸次郎

横浜市中区山手68番地

教務主任永田哲夫

東京都新宿区南元町13番地

入学申込魯

氏名 印

生年月日 年令

住所

電話

予科 ・
1，入学希望春期生本科 年

聴講学生
種目と学年秋期生一般聴講者

遠開地入学

2，学歴（最終卒棠校）

3．楽歴（就学した教師、演奏経歴など、
なる・ペ＜詳細に ） 

4．現在就学中のギター教師

5．アカデミ ー入学後、就学を希望する教

授、（アカデミ ーの教授でなくとも構い

ません）

6，聴講希望種目（聴講生のみ記入）

7，試験課題曲の中、演奏を希望する曲の

番号（例えばカルカッツ25曲中、1番、

5番、…・•等）

右の通り入学申込みます

昭和年月日

東京のギター、アカデミ ー学長

小船幸次郎殿

入学式

・春期 ・

4月19日（日）午後 1時

YMCA同盟ロビー

（註） 秋期は10月中句

当日は入学金、楽器、手帳などを持参

すること。

(17) 



聴講生の碁集

理論科目（和声、音楽史、語学その他）

のみの聴講を歓迎しますが、聴請の方法を

2種類：こ分けます

A 一般聴講者

・入学金なし

・聴講料1回 150円

・ディプロマは差し上げません

B 聴講学生

・入学金 1,000円

・校費 100円

・ディプロマを差し上げます

速陽地入学

東京から遠い他府県にいながらアカデミ

ーを修了出来るように、遠隔地入学の制度

を作りました。

・理論課目はテキス トに依り通信教授

するようにいたします

・演奏法の授業は、各地のギター教師

の中から学生の希望する人を選 ん

で、その学生の指導を依頼します。

・入学試験と進学試験は東京で他の人

々といっしょに受けます。

・受験料、入学金、校喪は一般学生と

同じ。

・油奏法の授業料は一般学生と同じ。

・テキストに依る通信教授は 1回 200

円とする。

・テキスト代は別に定める。

アカデミーに就いての御問い合わせは、

教務主任、又は学長宛に御願いします （住

所別記）

・東京ギター・アカデ ミー

束京都千代田区西神田1ノ2

YMCA同盟内

電話 (29)5201ー 4

学長 小船幸次郎

部

涵

田

原

井

森

島

楽

山

田

野

授

阿

伊

奥

小

屯

嘉

玖

寿

寸

永

平

教

夫

介

正

郎

夫

介

明

雄

江

夫

俊

保

翁

紘

二

和

俊

隆

光

静

哲

雅

横尾幸弘

飯坂虎次郎

大沢絆

山寿天子

井多可志

京本輔矩

小船照 子

渋谷一雄

斎森太計雄

人 見 徹

溝渕浩五郎

アルモニア別冊「マンドリン」第二集が出来上りました。第一集第二集共に御好評を
頂いて居ります。内容は目次を参照下さい。

ー一目 次ー一 ・
巻頭言、目 次・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 

閉〗翌竺守：：：：：：：：： ：：：：：：：：： ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：．．：：•'·,堀内敬三 2ー 3松本太郎 4-5 

塁井］：の勺克、靡．．．．．．．：：．．．．．．．．．．：： ： ： ： ：．．．．：．．： ：．．： ： ： ： ： ： ： ： ： ：．．::::::::::・．．．．．：： ：．．．::晨闘り九口 に:
多・・・デ撃呼‘しヽ閃．． ．．．．．•::::::::::::::::::・ ・．．．．．：： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：．．： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：足．．．竺．•四．．．f : 
マンドリン楽譜遍歴 中野二郎 10ー15
：虫壊マン＇ドリン界・・ •. ：.．．. : ： :．. : : ： : ： ： : ::::::::::::::::::::::・.::::::・．．．．．．．．．．．： ：．• 高 橋 功 16ー17

マンドリン新プーム・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..松本太郎 17ー18
識場音楽•.．．． ． ． ．．．． ．． ．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．． < .............. ....岩井澄夫 19

始めてマンドリンを手にする方ヘ・・・・・・・ •…·・・・・・・ ● ，．．． : .. ... ..…•・・比留間 絹 子 20ー22

コンサー ト便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22ー24
誌費 1冊 100円（〒共） ．， ・ 
発 行所アルモニア

•' • 

.-,-
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海外ニューズ

ペルリン：一――

ベルリンの会議後スイス、南ドイツを演

奏旅行中 SiegfriedBehrendは 1日 トル

コのアンカラに演奏旅行し、 1ヶ月の予定

で、オーケストラの指揮も行うと云う。来

年度の国際ギター音楽会議の準備をかねて

いる由。

イギリス・-

梢旧聞に属するが昨年 9月 7日のB.B.

CのTVに第 12回 Edinburgh音楽祭の点

描とし て4人の演奏家の出演があった。

Victoria de los Angeles, Julian Bream, 

Gaspar Cassado,とLouisKentnerの4

人である。 Breamはギターと リュートの

独奏をしたが名ソ プラノ Victoriade los 

Angelesの唄の伴奏にも一役買った。

Breamもいよいよ桧舞台の立役者になっ

たかの観がある。

9月24日にはロンドンのWigmoreHall 

のリサイタルであったが収容人貝 540名の

このホールは1901年の創設と云うからかな

り古い小ぢんまりしたホールであるらし

い。フレスコバルディ ーの主題と変奏を皮

切りにパッハ、ソル、ロドリゴ、と云った

ものを並ぺているが耳新しい曲としては

Smih Brindleの4つの断章と Wiselyの

プレリュード 2番がある。アン コールはプ

ホールのグアヒラ。

Cheltenhamの音楽コンク ールにギタ ー

が初めて加えられること .1.なった。 1958年

の5月8日で課題曲は Viseeの二調組曲

中の SarabandeとCarcassiの錬習曲 3番

（作品60)との事、申込は 2月23日迄。

M. Perottから亡父 BotisPerottの遺

作自伝小説「Price of Hap~inessl が送

られた。・タイプで打ってかりとぢををした

ものである翻訳権も獲得したもので、近く

、19
. :・ 

出版の予定につき期待されたい。ギタ ーの

歴史を知る上にも好ましい。

Juliam Breamの昨年のアメリカ旅行は

大成成のおかげで今年はすでにヨ,....ロ ッパ

各地カナダの演奏旅行が決定じた。

イギリスの Haslemerの古代 楽器研究

家 ArnoldDolmechの息子CarlDolmech 

がヨーロ 元パ各地を演奏し12月ウィーンで

リュート、クラプザン、プロジクフレーテ

などの音楽会を開いて好評を博した。古典

音楽に対するヨ ーロ ッパの関心は最近とく

に目立ってきている。

クリスマスキャロルを入れたギターの集い

Cheltenhamのクランックギター協会の

12月例会は EileenStamp嬢の司会で聴 ・

衆を喜ばせた。プログラムの始めは Joan

Prior嬢の編曲になるクリスマスキャロ）レ

のギター三賃奏で彼女とお弟子さん方との

合奏であった。

独奏の最初は名営幹事のW.H. Appleby 

氏でプラジルの SavioのNewSarabande 

次にピラアロポスの Prelude1番、次は英

国の Shandの断章でロボスに大変よく似

た感じの曲であった。

Applely氏は後で又独奏でラモーのメ ヌ

エットと 彼自身の編曲になる古風な曲を 2

曲を演奏した。

Christine Buchenan嬢は Ranierid:Jマ

ーチを演奏したが末頼もしく思われた。

Pat Gamble氏はモー ツア）レ トンョパンタ

｝レレガとフラメンコを少しと後でヵルカッ

ンとンノポリ-を 3曲演奏した。 Stamp嬢

はソルとカルカッンのきれし、な練習曲を 2

曲。

印象に残ったのは Hezzlewood氏の

Martinギターであった、米国で手に入れ

た、中古品でがらがら蛇の尾を木彫してあ

る楽器である。Uskから来た人であったが

カルフォルニアを偶ばせたことであった。

•(1 9) 



木彫は楽器の内側にしてあり音色の為非常

によい様であ り、このメキ i/コ人の持主の

為には大変恵まれていた。彼は熱狂的なフ

ラメンコのソロを 2曲弾いたが興味あ るii'

プツー風の味がギターから失せていたので

魅せられた聴衆もや .1.失望の態であった ，

このニュースはイギ リスのギター ・ニュ ー

ス誌主筆者 W.H.Appleby氏が送って下さ

いました。

イタリー：＿

1958年の Sienaは Segoviaを迎えて盛

会だったらしい。出席者27名内10名が女性

と云うから将に壮観てある。地元イタリ ー

が11名、スペインが 6名、こ の内には我が

親愛なる ヘススゴンザレス氏が名を列らね

ているのは懐しい。恒例の Saggioにも 5

名の一人としてゴンザレス氏の名を見出す

ことが出来る。

Dias Canoがパルセロナでリサイタル

を開いている。この人は一時来日を希望し

ていた人丈に遠い海外での活躍は何となく

力強い気がする。

ミラノの LolitaTagorロリタ・タゴー

ルはイギリス人と結婚した由。

アメリカ：ー一

テデスコは最近世界的に有名なパ リトン

歌手 DietrichFischer Dieskauとベーレ

ソドのために作品180番 DieVogelweide 

(7770ー1230ォース ドリアの有名な詩人の

詩による）を完成した。テデスコのギター

音楽に対する貢献を多とする。

(7頁よりつづく）

のギターで弾き、次いでエルンストが Sor

ゃTorrobaを上手にひいた。

オルトナーの絶継者といってし心 はずの

ワルカー夫人のことになるとオルトナーは

典窟する。どうも今は師弟の関係を絶ち、

交際していないらしく、そういう 点でもオ

Jレトナーには何が孤独なものを感じられ

た。中野先生に依頼された古い出版社や古

版楽譜についても色々うかがって幾分でも

返事が出来たことは幸だった。又明24日午

(20) 

今ンーズソのアメリカは低調である。僅

かに NewYorkの RckfellerCenterで

Valdes Blainのギターコンチェル トが聴

かれた位であった。

プラジル：—一

隣国からアニドが来演したり(4月17日）

ウルグワイのギタリス トOscarCticeresが

リサイタルを開いたりしてなかなかの活気

を呈し ている。OscarCticeresは 1928年

生まれと云うから若い方ではないが古典の

研究に造詣の深い人であるらしく興味が引

かれる。 レパートリーは Dowland,Bach 

Villa Lobos, Turusia, Albeniz, Tedesco 

と云った処。

フランス：ー一

Dr. Albert Schweitzerの伝記の著者

として有名で、それよりもパリ 国立音楽

学校 々 長の JacquesFeschotteが 1月24

日。 LeMonde紙に Corpset ame de la 

guitareと題する小論を忠いている。それ

をンュワイツェル博士の秘魯エミ ー・マ）V

チン夫人がランパレネに送ってくれた。好

ましい小論で折を見て紹介したい。

さきにフランスのピクタ ーに独奏及びニ

印奏を吹込んで好評を博したイ ダ ・プレス

ティ 、アレクサン ドル ・ラゴヤ夫妻はその

後ヴィパルディ の 2つのギ ターを絃楽合奏

のための協奏曲を録音した。

， 
前中にオ）レトナーを見舞い午後はク リマを

郊外に訪ねる約束をして午後 7時オル トナ

ー宅を辞した。

今月のギター演奏会
3月16日 玖島ギター室内楽のタ

丸ノ内ホー）レ
3月17日 阿部保夫ギ ター独奏会

丸ノ 内ホール
3月19日 遠話純江ギタ ー独奏会

山葉ホール
3月27日 力）レロス ・モントヤ演奏会

産経ホール
II 寸山静江ギター独奏会

山葉ホー）レ

20 



前列左から

Nevis Poli 

Rolf Rapp 

Berlin Bardet-Restrantにて

Prof. H. Bischott 

Takahashi 

Behrend 

人おいて Riasの Dirchtor

Behendの母（父 Karl)

Prof. Karl Junkmann 



編集後記I
存になりました。空も風も何かl巳のぼのとしたもの

を感じます。今更新年の御挨拶でも御座いませんが本

年も相変りませずよろしく御願い巾し上げます。

翡橋が渡欧致しまして四ヶ月になりました、日分で

編集して見ますと予期しないltに出逢うこともしばし

ば御座います。やはり主人の替りはつとまらないとつ

くづく思いました。主人の今までの努力を 多 としま

す。

今年は 3月にフラメ‘ノコの巨匠カルロス ・モソトヤ

が来nします。本誌に御紹介巾し上げたサイソ入りの

お写兵を添えて 2月末に御挨拶を碩いておりました。

LPも沢山出てますが彼の至芸を生のま i.llllかれるこ ウイーンの レストランに

とはうれしいことです。 あそんで 切紙細工の高栖

5月にはマエストロセゴピアを迎えるこ とになりました、すでに曲 目もきまりました。

私ごとになりますが一昨年七 ゴピア先生から主人にお便りを頂きました、その時の苔茉

で明年｛紅なら口本へ行けるかもしれないからよろしくとのことで御座い ました。それが

年のびて今年q5月に実現の迎びとなったわけです、忘れられていた約束が思いがけな

く果されたような気が致しました。主人がおりましたらどんなに杯びましたやらしかし

巨匠セゴ ピアをこ Lまで呼んで下さったその筋の方々の努力に）ワ．く御礼由し上げます。

セゴピアの一音をも聞き のがすことなく学び取りたいもので御座います。

ア）レモニアは次りをセゴピア特集号と致しますからどうぞ御期待下さいませ。

セゴピアの1111目解説は中野二郎先生にお願いして御座います。

尚本誌の発行がおそくなりまして申しわけ御座いませんでしたがセゴピアの来日の正

確なニュ ースを皆様へお届けしたかったからです。それをお含み下さいましてお許し下

さいませ。

近頃よく海外のギ タリストからお手紙や作曲を頂きます、留守宅の私はうれしい悲嗚

を上げております。本誌に沿附致しましたのもその •つで御座います 、 特様のレバート

リーの一つに加えて頒きたく存じます、では本年もよろしくお願い申し上げます。

邸橋武子

誌1!1冊 100円 ‘似年分 3 冊 300円（〒）~) 一年分 6 冊550円（〒共）
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