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巻 頭 ロ

日木の台風のf参市をはるかアフリカのラジオで耳にし、航空便でとどけられる外紙で知っ

て心を痛めている。ソ連が月へのロケット打上げに成功したという科学のルネッサ‘ノス時代

に日本は今年も台風にいためつけられている。反面こうした試錬に堪えてこそ意志が強固に

なるとも考えられるが、それにしてもこの天災地変を何とか科学の力で解決出来ないもので

あろうか、という気になる。

台風巡とやら、今や秋の好季を迎え、わがギタ ー界も活況を呈していることと思われ

る。東京ギターアカデミーの教授諸君がステージを共にするときいて私は心温まる思いがし

心からII出釆を送る。進歩を伴う競争は好ましい。しかし相手をいためつけるような対立は好

ましくない。

（在 Lambarene高橋）
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ギターの旅

パリ 生活

高嶺 巌
(Iwao Takamine) 

ポンでは駅の近くのホテルに住み、ここでも幸運な音楽

会を催すことができ、毎日を楽しくすごしていた。ここは

ライン河をひかえまたベートーヴェンハウスがあったりし

て有名である。この家は緑色の建物で少し安っぼい感じだ、

扉でチリンチリン嗚る紐を引張って家の中に入る。彼の愛

用したバイオリン、ビオラ 、セロ 、ひなびたオルガンが低

いてある。自筆の楽譜も見たが種々と消したり 、困き直し

たり 、苦心して作曲した当時の楽聖の様子がまざまざと眼

スルビース教会前にて の前にうかんでくる思いがした。

シューマン夫妻やベートーヴェンの母の募なども同行の英国の音楽学者と一緒にいってみ

たりした。

またロマネスク建築で知られているミンスタ ー寺院のパイプオルガンは、 全く索睛しい。

何んといったらよいのか、音楽と建築の調和というものがこれほどまでに重要な槻連性をも

つとは考えられなかった。それはあのオルガンに限ってレコ ードでは到底伝える事の出来る

ものではなかった。あたかも敬虔な祈りにも似たパイプオルガンの音が応い天井からふりそ

そいでくる様である。私はこれを聴いただけでもヨーロッパに来てよかったと何度も何度も

うなずいた。そしていつか感檄で涙をふいた事だろう。この感銘が忘れられず、どこの国々

に行っても日曜日は必ず教会に通うこととしたのである。

• この町の生活もあまり続いたのでいよいよ歩にまでみたパリーに足をむける計画をたて

た。 2、 3日はホテルの机に地図をひろげ．汽車の時間表を見ながら考えてみるのは大変楽

しいものだ。オットー、ハンタシェ両女史をはじめ友人逹に別れをつげてポンを朝六時に出

発する。 途中ケルンで乗換えて国際列車に乗りパリーにむかった。 この列車は特急「こだま」

によく似ている、乗心地も良い。

ドイツからフランスに入ると車の窓の景色も一変する、諏厚さから漉洒な絵画えの移行と

いえるだろう。フランスの田困風屎も美しい。その風景にも両国の性格があらわれている。

丁度ケルンから 6時間程でパリーの北駅に着く 、さすがは花の都だけあってイタリアやドイ

ツ、スイスでの町々よりはずっと整然と してうるおいがある。

のちモンパルナスのホテルラスパイスに旅装を解いた。私の部屋は二階で窓からロダンの

バルザック像を見下すことが出来、すぐ百米ttど離れた所にはモジリアーニ・ ゴーガンのア

トリエもあ り、歩いている人は殆んどが芸術家述である。形の揃ったマロニエの街路樹、古

めかしい建物、そして壁など、すぺてがし っと りしている。

今迄の経験から日時の経つのにしたがって自分の行動範囲を拡げていく 、エト ワール ・モ

ンマルトルという具合にである。 メトロも非常に発逹していていくつもの線があり 、地下が

何階屈にも分れている。

パリーに来てまず驚いたのはキスである。堅実なドイツから来た私にとってあまりにも刺
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戟的であった。電車の中、駅の構内、街路、カフェーで………いかにも楽し．そうな気がして

こっちまで微笑してしまう。それでいて自然で決して下卑な感じがせず、かえって美しい。

ホテルのマダムから友人が出来たかなどと冗談まじりで心配してくれる、こんな事は日本で

は想像もつかないことかもしれない。

ここでは始め多くの時をロダン・プルーデル等の美術舘に通う事とする。）レープル博物舘

の豊宮さ、その他幾十ものミュゼアムは私の眼を大いに堪能させてくれたし、またこの町の

周辺に居住する美術家達のたゆみなき美への探求は私にも非常に力付けられたものである。

食事も朝は前にあるドームというカフェーかロ ンポァ ンでコーヒーにクロアッソ ンで済ま

せるがこのクロアッソンの味はバイの様な感じでとても美味しい。しかし次第に馴れてくる

と自炊の方がやってみると面白く、市坦に行って魚でも肉でも野菜でもフランス人の中に入

って買って来て見様見真似で料理するが、おいしく出来た時は格別うれしい。

とにかくこの町は不思議だ、はじめはさほどではないが時が経つにつれて次第に同化され

る魁力があり 、予定以上に長く滞在する結果となってしまった。 ． 

ギターでは GracielaPomponioとJorceMartinez Zarateの二重奏を荘脱なショパソ

奏楽堂に聴きにいった。曲目は Lulli, Scheidler, Albeniz Moreno Tarroba, Bartok, 

Villa-Lobos, Aiguirre Machado Villouvdであり仲々上手である。技巧も内容も申分な

く、セゴヴィアや伊独のギタリスト達とは異なったエスプリとでもいう言葉のびったりする

宙囲気であり 、ギタ ーニ煎奏の良い面を充分に示してくれた。私も将来この様な試みの音楽

会を開いてみょうなどと歩・みたのである。 、

オペラ座も数回通ってみてやはり往年の華脱さをしのぷ事ができたのは幸いで ファウス

ト、 トラピアタ、カルメンなどであるが、テナーのバンツォは本当に索睛らしく何日でも聴

きたいと思った。オペラは観客が多いが、バレーの新作になると観客も非常に少く気の森な

位である。けれどもその方が私にとっては好都合で、ゆったりとして銀られ、かえって感銘

が深かった。オーケストラもドイツのとは迩った柔かい音色を出していた。

教会への日参はいつもの日課であった。シャルトル、 ノート ルダム、スルビース等々 。コ・

，シック建築様式のよさだけでなく 、ヨーロ ッパに根強くはったカトリック教会の偉大さを改

めて再認識し、宗教改革時代のルック ー・カルヴィン達の行動も、さぞかし大変な事だった

ろうと無信心な私は教会堂の中で想像してみたりした。そしていずれのパイプオルガンもミ．

ンスター寺院における場合と同様に索II附らしいものであり、それを聴くのが最大の楽しみで

もあった。特にクリスマスの夜のノー トルダム寺院の合唱は忘れられない思い出でもある。

もう一つの日課はシャンソンを聴く事であり 、これはセーヌ河の劇場でも、また近くのカ

フェーでも聴けた。索人の歌っているのが案外面白い。ラテン系の人達はとても歌うのが大

特製手エギタ

第20回国際ギター音楽会議展示会出品

,.. ． 

Minoru Kano 

楽器製作家 加納 実
名古屋市昭和区長戸町 2の28
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好きで、自慢の喉で私の前に座って歌ってくれ

る、すっかり仲間になつてしまう。

． 其の後ア ンドレ 、ベルメェ両氏の好意で小ホ

ールを借りて演奏したのであったが、世の中は

面白いもので聴衆にまじってパリ ーの著名な批

評家ジョ）レジェ ・レオン氏をはじめ作曲家達も

聴いていたのである。彼は私の演奏を殊の外賞

めてくれ、写真部員をつれきて何枚も私を写し

てくれた。彼はイェペスが好きらしい。私もそ

うである。レ コー ドだけでなく 誰でも映画 「禁

じられた遊び」のギク ーを聴いた人々が好きに パリーのオペラ座

なるだろうと思った。翌日の新聞に大きく写真入りで報達された時はうれしくもあり、友人

達、ホテルのマダムにも祝福され、現金なものでパリ ーも一段と楽しい所の様にみえた。
レコー ドも フランスは案外盛んでギタ ーのレ コー ドも可成りあって、アリリオ ・ディアス

の独奏、プレスティとラゴヤの二重奏が今聴いても傑出している。

更にラテン区に行くと フラメン コの店も 2、3軒あり 、よく出かけていった。殊に「カタ

・ラン」という所のフラメン コはよかった。（アゥグスティソ通りにある）ギタリストが 3人、
舞踊手が男女各 2人、歌手が 3人で、聴く方は10人位で洞窟の様な部屋でビールかシト ロン

を飲みながら楽しむ訳だ、セヴィリア、アレグリアス 、ファンダンゴ、マラゲーニァなど・・・

·…• • この店のフラメンコのマスタ ーのリナレスとすっかり友達になり 、 よく金をとらずに聴
かせてくれる。彼はレ コー ドも入れているがその歌は非常に強烈であり 、今迄に考えてもみ

●●‘?..、 な ，力｝．辻芸放さであった。それは私の眠っていた神経をはっきりと呼び起してくれた。（我

' が国でもスペイ ン舞踊やフラ メン コ をみているのだが·…… • •)がやはりスペ イ ン音楽を奏す
る場合にはこの土俗的な気分をもっと明確に意識しなければならないし、彼らの血の中にフ

ァリア ・アルベニスの要素が存するのだ。これをより強く意識する為には是非ともスペイ ン

に行かねばと考えた次第であった。

演奏会用手エギクー
（標準型、小型、テルツギター等各種）

第 20回11i1際ギター音楽会議展示会出品

河

Masaru Kono 

野 賢
東京都豊島区千早町 1の4
電話 (95) 5 5 7 4番

高級手エギクー

第20回国際ギター音楽会議展示会出品

ギター・ ヴァイオリン製作家 Sakazo Nakade 

中出阪蔵
東京都中野区城山町24
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Prof. Jakob Ortnerを偲ぶ

高橋 功
Isao Takahashi 

8月16口にウィーンの Prof.Jakob Ortnerが亡くなった。 AccdemiaChigianaのレ

ッスンが終った翌日即ち 9月16日附で Prof.Emilio Pujolからこのことをきいて、私はハ

ツとした。それは 3月9日附の Ortner夫妻の手紙に不精をして返事をしないでいたから

である。その手紙には「君がランパレネで元気でいい仕事をしていることをきいて、私逹は

よろこんでいる。しかしそれにひきかえ私は弱る一方だ」と書いてあった。

日記を開いてみるとウィーンの Stadtparkに近い Traungasse1の Ortner教授宅を

防ねたのは昨年11月22日（土）だった。その日のことは本誌本年 1、2月号に古いた通りであ

る。そしてあまりのなっかしさに私はその翌日も Ortner教授を訪ね、 この日 Liobetの

ウィーンにおける最初の演奏会のプログラムとマヌスクリプト（Sicilianaの編曲）をいた

だいた。それが今では悲しくも美しい記念となったわけである。

Ortner教授はインスプルクの生れで、AloisGoetzの弟子であったが、・当時ヨ ーロ ッバ

で行われてきたギクー音楽に飽きたらず、ウィ ーンに出、たまたま Liobetを知りそれ以来
Tarrega派のスペインギター音楽を達入することに芍念した。 Llobet,Pujol夫要 Segovia
をウィーンをはじめとして広くヨ ーロッパに紹介したのは実に Ortner教授であった。実に

Ortner教授はヨーロッパにおけるスペインギター音楽の先党者であり開拓者であった。実に
Maria Louisa Anido近くはギリシャの Ekmetzglou教授やドイツの SiegfriedBehreud 
をウィーンにデピュ ーさせたのも Ortner教授であった。そして早くからウィ ーンの Aka-
demie fiir Musik und Darstellende Kunst のギタ ー科教授として師弟の育成にあたっ

た。 LouiseWalkerはその後継者であり 、古代リュ ー トの大家 JosephKlimaはその門

下である。その 11]]数年にわたって OsterreichischeGitarrezeitschriftを刊行した。

Beethovenや Schuber.tの特集号は、ウィ ーン のしかも Ortner教授以外にはああいう立

派なものは到底出来ないものである。

若い頃の写真をみる と威丈商な烈 しい気性を思わせるものがある。後年は喘息を病みやさ

しい夫人のゆきとどいた呑護をうけ、ときどき温泉に出かけたりして採投に専念し、ここ数

年は第一線から封を引いていた。ウィ ーン少年合唱団の出身で音楽博士の学位までとった 1

人息子に先立たれてから一段と病気が進んだら しく咋年お会いしたときはいたいたしいまで
にやつれていた。

ロンドンの Boris Perott とパリの Andre Verdier についで今ウィ ーンの Jakob
Ortner を失ってしまった。こういう開拓者型の先党者が次々と失われるのは、何か掛け替

えがないような気がしてよけいに惜しまれる。

私はここに Prof.Jakob Ortnerに深甚の弔意を表し、その呉福を祈るとともに Prof.
Emilio Pujolの私信の一部を紹介し、その遺徳を偲ふ=
Une meme dou lours nous frappe en ce moment par la dec~s de notre cher 

ami Jakob Ortner gui fut pendant toute sa vie le plus vaillant pionier de la 
guitare et le plus devoue des amis. ]'en suis profundement attriste et je pense 
a vous dans la souhait de partager votre peine. 

今私達の友 JakobOrtnerの訃報に接し、私逹は鷲き 、共に深く心を痛める。 Ortner 
はその生涯を通じて常にギクー音楽の勇敢な開拓者であったし、その生涯を友人への奉仕に

捧げた。私はあなたと悲しみを分け合い、 嘆きを共に したいと思う。
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「マ 、ノド リン独 奏 ●合奏 ・ギタ ー独奏家の た めのオリジナル

楽譜目録」について
越智 敬

Kei Ochi 

今年の夏、上記の目録をイタリア書房か

ら出し、多大の反評を呼びましたが、この

出版に関して、私の感じた事や曲目の解説

の如きものを、お奨めにより 、ここに書か

せていただけます事は、若輩の私にとって

非常な光栄であります。

戦後、日本に於ては、マ ンドリン独奏 ・

合奏曲の出版が低とんどされていません

し、 どの演奏会を聞きに行っても感ぜられ

る事は、個々の演奏団体自身に於てはもと

より 、マンドリン界全体をとってみても レ

パート リーが非常に狭いという事です。こ

れを解決するのに少しでも役に立てばと思

って出したのが上記の目録ですが、最近の

マンドリン界の動静を見ると 、ここ 2、3年

の問に大学や職場のクラプは非常に発展し

て来て、マンド リン人口はどんどん増加し

ている事は喜こばしい限りです。が人口の

増加を喜んでばかりはいられません。とい

うのは、楽しみに、それも基本的なものを

ないがしろにして合奏をやっている人が多

く、個人並びに合奏団の質的向上に深く 心

・している人が少ない様に思えるからです。

質的向上を計る事は非常に困難な事で、こ

こには色々な問題があると思いますので、

それを拾って見ますと 、日本に於てはいい

指迎者の絶対数が他の音楽分野にくらぺて

少ない事 ；日本の各演奏団はセクショナ リ

ズムが割合強く 、各演奏団体を総括した、

全国的な全日本マ ンドリン協会といったも
ヽ

のがなく 、色々の面で不便をきたし、全体

の発展を阻害している事； コンク ールが復

活されていない事 ；マ ンドリン合奏をやっ

ている人には基礎的訓練が少なくなぐさみ

程度にやっている人が多く 、マンドリンの

音楽を音楽的に歴史的に考察しようとする

人が非常にすくない事 ；日本全国の音楽愛

好者にP.Rする機会がまだまだ少ない事、

又それに殺極的に動く人が少ない事 ；マン

ドリ ン音楽専門の作曲家が少なく 、今では

殆んど新しい曲が出て来ない事 ；まだまだ

問題が多くあると思いますが、これらを探

りさげる事は別の機会に譲りま して、 本題

の楽譜の話にかえります。

話しが昨年の事になりますが、1958年春

の比留間マン ドリン ・アンサン プルの演奏

会に客演指揮をされた高橋先生からいただ

いた、アルモニア別冊「マンドリン」第一号

に載っている中野先生の「マン ドリン楽譜

遍歴」を読んで、往時の華やかさや、中野

先生が如何に楽譜を大切にされ、それに愛

着を示されているかを知ると共に、あるひ

らめきを受けました。それまで山葉等に行

っても大した収穫もなかったのですが、そ

れからは自分で進んでさがさねばと思う様

になりました。そして自分が学校でイタリ

ア語を専攻したからには、イ タリアのマン

ドリ ン界が衰えた といわれてはいるが、マ

ンド リンの母国イタリアにはマン ドリン楽

譜出版社がいくつかは残っているだろうか

ら、イ タリアに当りをつけ様と思い学校の

先輩達が営んでいる、イ タリアの書籍の取

扱いが日本で一番豊宮なイタリア書房を訪

れま した。そして イタリアの出版社の目録

を見せてもらいましたが、無数にあって何

が何だかわかりません。私は音楽関係の出

版社が目当なのだと思い、その辺にある分

厚い出版社目録をいちいちめくっていまし

たら、1958年にイタリア出版社協会が出 し

た音楽出版関係だけの目録を発見する事が

出来ました。やれやれ見つかったと思いそ

れを繰って見て、イ タリアの音楽出版社も 、
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やはり イタリアの文学や美術と同じ様に地

方的特色が強い下を知りました。 イタリア

.. 'の地方的特色とは、全国にたくさんある都

市が中心になって、その地方、地方で文化

の中心がいくつもある事です。この点、日

本の様に束京だけがすぺての中心になって

いる国とは大部事梢が迩います。音楽出版

社の目録にしても、ペロ ーナ、 ボロ ーニ ャ

フィレンツェ、ジェ ノバ、ミラーノ、ナボ

リ、バルマ 、ローマ、 トリーノ、ベネツィ

ア等をはじめとして都市別の分類がまずさ

れており、 220程の都市が並んでいます。

その各々にその都市の出版社の名前が出て

いると言う具合です。さて私は自分の知っ

ているマンドリン楽譜の出版社はないかと

見ていると 、ミ ラーノの Carisch, フィレ

ンツェ の Maurri 等がすぐ見つかりまし

た。 Ricordiは前からイタリア忠房にカタ

ログが来ていてギター曲は今でもオリジナ

ルなものが、数曲のギタ ー協奏曲、数百曲

の独奏曲を出していますが、マンド リンで

はヴィバルディのマンド リン・ コンチェル

卜位しか出しておらず、オリジナルなもの

はもう出していない様子なので、これはあ

きらめをつけました。他に何かないかとさ

がしましたが、中野先生の話に出てくる

Bratti, Calace, Forlivesi, Comellini, 

Lapini等は見つかりません。泊れてしま

ったのかなと思いながら、何とか消息を問

い合わせてもらう事にして、まず Carisch

と Maurri に手紙を出して、カタログを

送ってもらう事にしました。それから 3ヵ

月位経った今年の 5月頃カタログが来まし

た。 Carisch は純音楽の方に力を入れて

いるらしく、昔の面影は見出せませんでし

たが、Maurri の方を見て、私は自分の目

を疑う位でした。ムニエルの有名なる独奏

曲、錬習曲、教則本、四重奏曲、ギタ ーllll

集をはじめ、マンドリンの古典の作曲家逹

がずらりと並んでいたからです。そして半

信半疑のまま（と言うのは今でも出版され

ているとは要にも思っていませんでしたの

で）試験的に数冊の楽譜を注文してもらい
.. 

ました。 しかし、その後も、疑わしく 思わ

れたので、 1カ月位後に郵空便で問い合わ

せてもらった所、もう楽譜は発送したとの

事で、やっと本当に出版しているのだな、

と安心しました。

すると今度は、これを自分だけが知って

いてもだめだ、これらの楽譜を大位に輸入

すれば、日本のマンドリン界にとって、少し

位は役に立っても無駄な事ではないと思い

又楽譜は一度買っておけば、一度使って消

えるものでないどころか長い目で見ればそ

れが家宝の如き財産ともなる事、マン ドリ

ン音楽の父ムニエルが歿してから50年、ム‘.

ニエル歿後50年を記念したコンサート が開

かれないのは非常に残念な事だが、ムニエ

ルをはじめとするマンドリンの古典音楽を

老いも若きも認識し直して、 新しい飛躍の

基いとすぺき時が来ていると思われる事、

又他の会社が泊れて行った様に、 Maurri

が何時これらの楽譜の出版をやめるかも知

れない等と考えていると 、これはすぐにも

翰入をせねばと思いました。そしてイタリ

ア杏房の先輩に輸入をしてくれる様に頼む

と楽譜はもうけが少ないが宜伝のつもりで

やってやろうと快よく引き受けてくれまし

た。そして私はすぐ翻訳にかかり 、カタロ

グもたちまち出来ました。そしてこれを全

国に送っ てみると、 相当に多数の注文が来

ました。特に地方の合奏曲や大学のクラプ

は非常な熱意を持っている事を知りまし

た。それからしばらくして試験注文の楽譜

が届きました。ムニエルの12のカプリ ース

には Brattiの名が併記されています。版

権が移ったのでしょうか。表紙は昔のもの

とは述うのもありますが、・内容ばどれも前

の版をその まま使っている様です。 •
ざて カタログの内容ですが、私などはま
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だかけ出しで．、中野先生に解説していただ

....̀ ・， 9.‘ けたらよか．ったと思うのですが、そんな贅

沢もいえ• ませんので自分で作って見まし
た。

ギターでは、ア）レモニア第 6巻第 1号に

載つている中野先生の「CarloMunierの

ギターに関する作品」で解説されている

"op. 240の独奏曲集”‘‘op.262の二重奏曲

集”、及び ‘‘LaGinnastica Giornaliera" 

（毎日やるべき辣習曲）これは合奏団のギ

ター奏者にとっても非常にいい練習曲集だ

と思います。合奏に於けるあらゆる伴奏の

スタ 1ルが出ています。それから故武井守

成氏の著書に‘ノルとジュリアーニと共に並

べてあげられているファップリの “80の錬

習曲＂が あります。あとギタ ーにはチェル

リ、バルディーニ、マルチェルリ、パガニ

ーニ、キリチその他の作品がありますがど

れも初等、中等向きのものの様です。教則

本もムニエル、ファ ップ リの他にカプート

カスターニャ等5、6人のものがあります

が内容はよくわかりません。

面白いと思われるものには、「音楽の宝

物」と標題をうたれた16世紀後半頃のリュ

ートの音楽を現代の音符に、その道の権威

が書き改めたものが 4冊あります。・作曲者

はモリナーロ、ラディーノ、ゴステナ、ダ

・クレマの 4人でバッサメッツォとかガリ

アルダ、サルタレルロ、パドバーナ、リチ

ェルカーレ、マドリガル等古い舞曲形式の

音楽が多く入っています。これらは装釘も

立派な本の様です。

こんどはマンドリンの方に移ります。ま

ず教則本ですが、日本でもマンドリン界程

教則本を活用 しない分野は少ないでしょ

＇ う。それは教師の数が前にも言った様に少

ない事にも原因しているのですが。とにか

く大きな合奏団でも、曲の方は、がりがり

と弾いてますが、個人の基本が出来ている

かと言うとそうでないものが多い様です。

それ故技術的に程度の高い合奏曲、独奏曲

になると手が出なくなるか、背のびした演

奏になってし まうかの様です。そう言った

事を是正する意味からも、次にあげる教則

本は、やって見れば面白いものであり、基

本がある程度まで身につくと思われるもの

です。

マンドリン界の大先輩、菅原明朗氏をし

て「マンドリンのバイプル」とまで言わし

めた、 •ムニエルの 4 巻の「ショ 1) デ i ータ」
（毎日やるべき指の練習曲）及び「演奏会用

大練習曲」「12のカプリース」等がまずあ

げられます。あとの 2つは独奏家的色彩の

濃い曲が多いのですが、ショリディーダの

1巻2巻は合奏団員といえどもこれはかな

らずやるぺきでしょう。

又ムニエルの 4巻のマンド リンニ重奏曲

と1巻の 3重奏曲は合奏練習には必ず使用

されるぺき良書と菅原氏は述ぺておられま

す。その他マルチェルリ、マティーニ、マ

ウリ、レガーリ等の教則本もありますが、

これらも研究すべき良き題材を有している

事と思われます。

又ロンバルド風マンドリン (6本絃）の

教則本も、 3冊出ています。

今度はマンドリン独奏曲に移りましょ

う。これには有名な曲がずらりと並んでい

ます。よく演奏されるものをあげますと無

伴奏曲ではレオナルディの「天使と悪魔」

ムニエルの「愛の唄」ビアノ伴奏、ギター

伴奏の曲では；アリエンゾの「演奏会用狂

詩曲第 1番、第 2番」、スカーラの「タラン

テルラ第 1番第 2番」、レオナルディ「ナボ

リの思い出」「＇シチリアの思い出」マルチ

ェルリの「ジプシー狂詩曲」「巡選兵」「演

奏会用ボ ロネーズ」「軍隊スケルツォ」「演

奏会用幻想曲円舞曲」 ムニエルの「演奏会

用マズルカ」「ビッザーリア」「スペイン狂

詩曲」「コンチェルト第 1番卜 長調」「演奏会

用円舞曲」等があり、日本ではあまり演奏
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されていないが、是非演奏されるべき良い

作品と思われるものは、ベリオの「バレ ー

の梢呆」スカーラの「マズJレカ幻想曲」レ

オナルディの「火花」「美しき ソレン トの

娘」マルチェルリの「無窮動」 モルラッキ

の「スイスの羊飼」ムニエルの「変奏附ア

リア第 1番」「マヅルカ ・ファンタジ ー第 2

番」「パパーナ」「ロッシーニアーナ」「小

さいロマンス」その他フランチャ 、ビルリ

バンヂ等のオリジナルものをはじめ編曲物

は100曲程度あります。

マンドリン 4重奏曲では、古今の名作ム

ニエルの op.203の「ハ長調クワルテット」

op. 128の「二長調クワルテッ ト」の 2曲

をまずあげます。共に四楽章まであり 、チ

ェロに代るべくギターの楽譜もついていま

すが、チェロの方で演奏するのが本来の姿

でありましょう。とにかく名曲で、今後も

これだけの曲は一寸出ないと思われる程の

ものです。ムニエルでは他に op.224 の

「アダージョと ロンド」 op.174の「幻想的

セレナータ 」「ベニスの夜」等があります。

又独奏曲に古いたものを作曲家自身が 4重

奏にしたものには、アリエンゾの「演炎会

用狂詩仙第 1、2番」スカ ーラの「タラン

テルラ第 1番」 マルチェル リの「ジプシー

狂詩曲」「無窮動」「バ トロール」「演奏会

用幻想的円舞曲」その他 ；ピルリの「シレ

ーネの唄」「可愛いいセレナ ータ」「若き日

の思い出」フラ ンチャの「可愛いい踊り子」

「月批界にて」ビア ンキの幻想的「セレナ

ーク」等は 4重奏でよく演奏されている。・

編曲物は「ハンガリー舞曲 5、6、7番」

ハイドンの「ハンガリ ー風ロンド」「セレナ

ーク」リス トの「ハンガリー狂詩曲 2番」

ラコッツィの「ハ ンガリ ー行進曲」その他

ショパン 、トセ リ、・ベー トーベン、 モーツ

ァル ト等のマンドリン 4重奏向きの編曲が

たくさんあり 、あげ切れません。これらの

編曲は日本人ではまねのできないつぽを心

得た編曲がなされており 、大きい編成の合

奏にも使える様になっています。

合奏曲は編曲物が多く 、すでに本邦では

演奏されたものもありますが、未演奏又は

演奏回数のすくないものが相当あります。

編曲者がムニエル、マルチ ェルリ 、アリ エ

ンゾ、ビルリ 、フ ランチャ 、ポックキァー

リ等マンドリン ・ギタ ーをよく知った人逹

ですので演奏しやすく 、マン ドリン的効果

をよく出した編曲になっています。

オペラの序曲では「オラッチォ兄弟とク

リアッテォ兄弟」「セビラの理髪師」「セミ

ラー ミデ」「詩人 と股夫」 「軽騎兵」等はよ

く演奏されますが、あまり演奏されてない

で、やればいいなあと思うものは、ロッシ

ーニの序曲「絹のはしご」「盗むかささぎ」

「アルヂェリアのイタリア人」 「ウイリア

ム ・テル」ベルディの「シチリアの夕荘」

「アルコのジョバンナ」ェ ロールの 「ザン

バ」ベルリ ーニの「ノルマ」オーベールの

「ポルティチの唖娘」アダムの「我もし王

者なりせば」 ニコライの 「ウ インザーの陽

気な女房逹」スッペの「美しきガラテァ」

モーツァルトの 「脱笛」 マスカーニの「仮

面」 等です。これらはどれもすばらしい追

力とメロディ ーの美しさを持った序曲でマ

ンドリン ・オーケストラには向いている様

に思います。

オペラの抜率曲では、今までよくやられ

たものに「力）レメン」「椿姫」「トロバトー

レ」「マルタ」「リコ｀レッ ト」「ボッカッチ

ョ」等があり 、いずれも好評を博していま

す。やってほしいものにはまずグ ノーの

「ファウスト」ポンキェルリの「時の踊り」

ペルディの「アイ ーダ」「ロンバルディ」「仮

面舞踊会」ボイー トの「メ フィストフェ ー

レ」等があり他にもレオンカバルロやマイ

アベーアー 、ペトレルラ 、マスカーニ等の

すばらしい曲がたくさんあります。

マンドリン ・ソロとオーケストラのため

のコンチェルト が 2曲あります。これはビ

バルディの作品で、エンジェルの LPにも

1曲はいっていますから 、御存知の方も多

いでしょう。とりとめなく書きつづりまし

たが、マンドリ ン・ ギタ ー界が今後も増々

発展する事を祈ってこの稿を終ります。

追記、カタ ログ御希望の方はお送りします。

又12月からはイタリア古房に楽譜をおいて

ありますから 、御覧になっ て下さい。
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十
In liefer Trauer gebe ich bekannt, da6 mein herzensgute『

Mann 

Jakob Ortner 
Prof●IIOr I, R. d●r SI●●t●●K●●●mle !Or Muslk und d• rII • II • nd• K●nII 

I• Win, 
8••IIz•r der SIIb●roen Schub • rIm••• iII•, 

●OWL● m●hrer●r Eh, • nmIIgII • dICh•II • n gII●rrl●II●Cher Y ●r● In!、ung•n
d●I I•• und Aull●nd●● 

Sonnlag, den 16. August 1959, knapp nach Yollendung seines 
80. Lebensjahres, nach l!ngerem, schwerem Leid<n, ve『sih,nmil 
den heiligen Sterbesakramenten, in seinem Sommeraulenthall in 
P•yr:rhach sanlt verschieden isl. 

Das Be釘abnislindet Donnerslag, den 20. August 1959, um 
13 Uhr, nach leietlicher Einsegnung au! dem Heilig<n,t!dltr 
Friedhol, Wien XIX, Wildgrube, stall (Gruppe 10, Nr. 17). 

Di, healig< Seelenmesse wird Freitag. den 21. Ausust 1959, 
um 8 Uhr in der Plarrk;,che zum heiligtn Karl Borrom!us (Karls-
kirche, IV, Karlsplatこ） gelesen.

Se,lenmessen auch in P•)·erbach und Innsbruck, 

Wien, den 17. Acgust 1959 
lu. Tnun‘"•• I 

Hermine Ortner 
G•nin 

im Namtn von 

Dr. Joh●nna Kral-Ortner 
Schw1eg"bchter 

..wl● ●II●r v•rw•ndI•• ●n● f,．．．d● 
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東京ギタ ーア カデミ ー創立記念演奏会

我々がアカデミーを創立した記念に、設

立の宣伝をもかねて10月16日に油泰会を行

った。曲目には最初から 、カ ステルヌオー

ヴォ ・テデスコ のギクーと絃楽四屯泰、作

品143番の日本初演を行うことにしていた

ので、その他の曲目も絃楽とギクーとの室

内楽、又はギク ーのみの空内楽として、独

奏を避けた。テデスコ の五重奏曲は未出版

であったが、 商梃功氏のもとへ、作曲者自

身から仮印刷の楽譜が贈呈されて来ていた

ので、それを拝偕して初演することが出来

た。絃楽四煎奏とギク ーとの音祉の激差を

救う為に、音烈を犠牲に して増幅器を使っ

た。増幅器は日本の最上品ではあったが、

音四が可成り変った。先端をギクーのボデ

ーに付けたのがまづかった様だ。 奏者の身

体の何処かにかくし持つ方がいいのではな

いか。それにギターの調子がよく合ってい

なかった為もあって、和音がきれいでなか

ったが、 音祉が絃楽四重奏と対等になった

ので、全体に聴き易く 、ギターに大きな迫

力を感じた。阿部君もよく勉強したが、絃

楽の人述の熱心なのには更に敬服した。

奥田君の奏いたマティッカの三重泰には

増幅器を使わない机り でいたが、いざ会場

で錬習してみるとギタ ーが弱い。 それで会

場で急に使うことにしたので、奥田君は奏

きにくかっただろうと思う。勿論阿部君の

場合より音凪は小さ くしたので、 音烈の変

化は比較的少なくて効果は上った。ヴァ イ

オリンのパートは実はフリュートなので、

ヴァイオリンには音が高か過ぎて効果が上

らない所が第 1楽京に可成りあるので、そ

こを下げたりした。ギタ ーは19世紀初めの

頃のビア ノの様な立場で杏かれているの

で、 難しい伴奏が多くて、ソロ となると絃

が休んでしまう場合が多く 、アンサンプル

13 

小 船幸次郎
Koujiro Kobune 

としての面白さが少ないので、 奥田君も初

めから気乗りi蒻であったがよく勉強した。

京本君には初めボッ ケリーニの有名な絃

楽四部との五重奏を御願いする事に してい

たが、京本君がハイドンの作ったリ ュート

と絃楽三部との四重奏を見つけて来たので

それにした。ベーレ ンドのギタ ーヘの組曲

は上手とは言えないが、ハイド ンの音楽

と、ハイドンのリ ュートを飽くまでも主役

にした扱い方とが良いので、増幅器も使わ

ず立派な効果が上った。絃楽の人逹もハイ

ドソの音楽には伯れているので、控え目な

演奏がギタ ーをよく助けていた。京本君も

ハイ ドンの音楽をよく知って、特に リズム

の面白さをよく出した演奏であった。

亀山、小船、古山と言う 、アカデミーの

3人の女性教授に依るグラ ニァーニのギタ

ーのみの三重泰は、明快な演奏で好評だっ

た。現代はこの種の曲に背を向けている-

が、楽観的で、幸福感に満ちた中に、ギタ

ーの本烈的な美しさをよく出しているこれ

らの曲を、ギター界は正しく見直さなけれ

ばいけない。誤贋化しの演奏技術や、不安

定なリズムでは絶体に面白く聴かせられな

い曲である。

玖品君とそのお弟子さん逹に依っ て組織

されているギタ ーのアンサンプルは、 既に

数回発表会を行って、ギクー界では好評の

様に1l8いていたので、アカデミ ーの教授と

学生に依るア ンサンプルとしてギク ー界の

特異なアンサンプルを紹介する意味で演奏

してもらった。私もステーヂで初めて聴い

た。アンサンプルとしてはよく錬習してあ

った。細心の注意が各パート に払われてい

るのがよく解ったが、音色が暗く 、女性教

授達の トリ オの明るい音色と対照的であっ

た。初めて聴いたのであるが、聴いている
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中にギクーのアンサンプルとして、この様

な行き方に疑問を感じたので、その点を正

直に杏いて玖品君の考えの参考にしてもら

う。先ず絃楽合奏の各パート をギタ ーの各

パートに分けて演奏することの当否である

が、これは良さそうに見えてそうでないこ

とを演奏聴いている中に発見した。演奏が

よく合えば合う程音楽が貧しくなるのであ

る。これは絃楽の旋律とそのア ンサンプ）レ

と言うものが、ギターとそのアンサンプル

のものではない と言う ことである。四部合

唱の曲をギター四部に分けて玖島君が奏こ

うと思うかどうか。奏こうと思うなら話は

別だが若し奏こうと思わないのなら、その

踏躇させると同じものが絃楽四部の中にも

あって、それが案外韮要なことなのであ

る。独泰する場合のギタ ー の和音の良さ

が、合奏する坦合に同 じ様に良くはない。

ビア ノの合奏が良くないのと同じである。

ビア ノ2台あれば大概の管絃楽曲は弾けて

しまう。指揮法の錬習にはこの様なことを

始終やるが、と言って浪奏会にビア ノの合

奏で管絃楽の曲を演奏して聴かせるなどと

言 うことはやらない。恐らく玖局君は知っ

ててやっていると思うが、合奏から出て来

る音楽は、ポッケリ ーニの原曲とは全く別

のものになっている。それが良く合えば合

う程別の音楽になってゆく。或る個所では

ムード音楽の感じになって響いて来る。こ

んなことを言うと玖品君は冗談ではないと

言うかも知れないけど、あれを聴いた他の

人からもムード音楽の様な ところがあった

と言うのを聴いたから 、私 1人感じたもの

ではない。兎に角絃楽四重奏の様なものを

ギター合奏で演奏すると全然別種の音楽に

なることを初めから肯定して、曲名のつけ

方から考えた方が良い様に思う。

東 レ ・+faンS楽絃発売．9．I ＊ *”‘犀 SUPE鼻 JO曇 CONC虞曇 'J'ST●9“° * • 
： i 

第20回国際ギタ ー音楽祭展示会出品

東洋いーヨンの技術陣1'1:.依り新ら しく完成

されたこの楽絃の出現により高価な輸入絃

の必要は全くなくなりました。

地方の方で入手困難な場合は直接当方へ御

申越下さい。
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ギ ク 界の 壁
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・，， 安達右
Yuichi Adachi. 
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何時か本誌に小原安正氏のまがりかどと言う稿があったが油外の高水準のギクー界を実際

に見聞して来られた氏にとって我が国ギクー界の現状が不油に堪えない現実にあると言うこ

とであった。しかしまがりかどと言う言葉が与える感じの様にどうにもならない。或いはど

うかしなくてはにっちもさっちも．いかない状態であるとは私は思わなかったのである。
何故ならばセゴピアが確実に来ると言う話を在ハンプルグの店硲君からきいていたしセゴ

ピアさえ来て呉れたら30年の空白が一挙に埋まる様な気がしていたからである。

そうしてセゴピアが来て異常な感典を捲き起して去って行った今になって私の考えが多少

なりとも小原氏と同じ方向を採っている事に気付いて我乍ら吃驚しているのである。外見上

ひろがりをみせたギク ー界と現実とにゆがみがないとは思わないけれども確かにギター界は

徴力であり非力である事は決定的な現実であるからである。

世界的に巨匠が来て千オー遇の機会を与えて呉れるのに、そうして身はギタ ー専門家であ

るのに何故リサイクルの全部を聴こうとしないのだろうか。

世界的な巨匠を招聘したリサイクルが何故赤字となって然も特定の人の借財となって残る

のだろうか。

世界的な巨匠に芸者ガールを配して喜んで貫ったのは何よりであるがその暇に我々がもっ

ともっと学び取る方法がなかったものだろうか。

確かに一部の人は九州から東京迄出かけて行かれたし東京から大阪迄出て来られたが最後
の神戸のリサイタルでは大阪のギタリストでも欠席人が居たのには吃驚した次第であった。

大阪、広品、東京、神戸と聴いた私などむしろ例外的存在だったのである。

当地広品でのリサイクルではやっと八割の入りであったが小数のギタ ー関係者では如何に
東奔西走しても之れ以上の成果は望むぺくして無理であった。まして個人的なマネーヂでは

結果は推して知るぺしでギタ ー界の徴力以外の何ものでもあるまい。楽壇に一つの分野を占
めようとする場合その後方関係が整備されていなければ第一線は保てない、演奏家に華々し

い活躍を期待するにはその蔭によきパトロンを得なければ矢張り無理である。

我々の前途には壁がある。何としても越すことの出来ない壁がある。セゴピアの来日でそ

の壁が透明となってお蔭様で先きが見える様になったが我々は見ている丈では役目を果せな

い。そこに行きつく義務がある。その場合透明であっても壁は絶対に即害である。

煎な体験は我々がセゴピアの音を聴き得たと言う事丈であった。如何にしたらあの音を
出せるかと言う事は又宿船として残された。しかし目標の音を生で聴いたのであるから何時．． ．．：： 

かは出せる時が来るだろう。そうして音が出せる様になったらその音を万人に聴かせなくて

はならない。万人とは全世界の人である。我々は世界ギターコンクールに優勝する処迄目朽

を持たねばならない。

海外との交流の努力が続けられている。シエナのレッスンはやがて舞台がサンチェゴに移

されるであろう。そうして来年は又何人かの日本人が参加することとなろう。平和友好祭に
もコン グレスにもどんどん進出して行くであろう。それにしても何分の一の人がその機会に

恵まれるのであろうか。ギタ ー愛好家が他の分野に比して数的に少い処からその何分の一で

は余程の天才でなければ頭角を現わすに至るまい。

最近海外ニュ ーズを見てセゴビア リサイ タルの記事を読んでもこの頃では余り感興が切か

、なくなった。自分も聴いたことがあると言う感じでニュ ーズバリュ ーを打消したがるのであ

ろう。でも我々はこつこつと海外ニュ ーズを集めて諸兄の勉学の一助としたい。何時かは誰

かが壁を乗り越えて呉れるでおろうから確かにギタ ー界には透明の壁がある。
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ランバレネ日 誌 抄 (2)

8月5日（水）

武子の誕生を祝って一箪、クウドクウ

（オームの名）の赤い尾羽を一枚同封。

8月10日（月）

開腹手術が終ったのが午前 1時半。 3

時に念病人のため起こされて癒村へ。そ

して 6時に起きて朝の投薬のため又船村

へ。結局昨夜は 3時間しか衷なかったた

めで少々疲れ気味。

Madame Rhena (Dr. Schweitzerの

一人娘）帰国。

8月19日（水）

Dr. Schweitzerと MathildeKott-

mannから手紙をいただく。 10日附でフ

ランス領束アフリカから出した航空便が

9日目についた。日本から 5日か 6日で

つくのに、近くても交通の不便なところ

は致し方がない。博士は船内ニュースで

日本の台風 (6号）の惨事を知って大へ

ん心を痛められたとのことで、「放射能を

ふくんでいることは十分考えられる」と

まで書いて下さった。ありがたいこと

だ。

8月23日（日）

オゴエ河を蒸気船で 2時問仕ど西下し

Matadi部落附近で河馬の一群を見物す

ることが出来た。十頭に近い河馬が頭を

もたげ水しぷきを上げては又水中に没す

る様は壮観であり 、スリル にとんでい

た。はるばるアフリカまできたという実

感があった。 Dr.Schweitzerが河馬の

一群を前にして「生命への長敬」という

言葉を思付いたという Ngomoはこれか

ら少し先とのことだったが時間がなくて

(112) 

莉栢 功
Isao Takahashi 

そこまではゆけなかった。

8月31口（月）

John Enders (1954年度ノーペル医学

賞受宜者）と M.Philips （シカゴのシ

ュワィツェル後援会々長）の手紙を廻送

してきた。Philipsのは来年博士の85オ

の誕生を祝し、記念論文を琴集すること

になったのでその審査旦になって くれと

の依頼の手紙だった。

9月17日（木）

夕食のとき缶名を ともなって トルナド

がやって来ー同蘇生の思い。これから雨

期に入るのである。例年より 2週間も早

いそうである。

タ立あと夜をしづかに蛭絆なく

ベルギーのエリザベス女王（現ポード

ウィ ン旦帝の祖母82オ）が今年もギュノ`

スパ ッハの客となり 、3日も滞在され

た。 Chigi伯とも親交のある大の音楽Iぐ

トロ ンである。

9月22日（火）

Pujolからの手紙で Ortnerの死を知

る。 Piouierだったと書いてあるがたし

かにその通りでかけがえのない人を失っ

てしまった。 Chigianaで PabloCasals' 

Gaspar Cassado と並んでとった写真、

それに終講演奏会のプログラ ムが同封し

てあった。

9月25日（金）

秘壼 MadameEmmy Martinが去る

16日神父 Pire （咋年度ノーベル平和賞

受双者）がギュ ンスバ ッハを訪ねた時の

新聞の切抜を送ってくれた。
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海外ニューズ

アルゼンチン ：一一

亜国の去年から今年にかけてのギター界

は一寸寂しいものです。でも A.G.A.の会

貝が益々多くなり毎過の木曜日のサロンは

洪員の人気です。次々と若手の(+代）ギタ

リストが巣立ちしてさすがはギターの国だ

けあると感心して居ります。皆立派なテク

ニックを持ち真面目に勉んで居ります。去

年 A.G.A.主催の一つにギタ ーの展示会が

あり センターのデバートの大きな 2室を使

用して有名なギター製作者及び楽器店が競

っての出品で大変な人気を博しました。今

日は誰々の楽器使用とギクリストが替り替

り別室サロ ンで演奏致しま した。私が寄贈

致しましたアルモニア誌が処々に四かれ人

目をひいて居りました。こんな催しが日本

にも欲しいと思いました。このシーズンは

月2回位のコンシェルトで先過はアルミロ

ン女史でした。リサイタル等少ない原因は

只今悪性インフ レで会坦費、入場料の関係

が大いにあるものの様です。アニード女史

は昨日カラカスヘ演奏旅行に立たれまし

た。引続きキュ ーバ、メキシコ、コロム ピ

ア等中南米諸国を演奏される予定です。私

は相変らずコッコツ勉強して居ります。先

生が来年のシーズンにはコンシェルトをさ

せて下さるそうで、それが済みデイプロマ

を頭いて年末には帰京したいと思って居り

ます。 （佐藤志智子様より）

イギリス：一一

巨匠セゴビアが来日中の今春から夏にか

けての海外は我々にとって耳よりなニュー

ズは少ない。

5月9日の Cheltenhamのフェスティ

パルには始めてギタ ーが加えられ大いに注

目を集めたが結果は AnthonySmithson 
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か91点で トップ。 2位が88点の Oliver

Hunt 3位は16オの JoyeeRogol で87点

であった。因みに課題曲はビゼーのサラバ

ンデとカルロッシの練習曲 op60の3であ

った。来年も 5月10日～20日に開催の予

定。

Victoria Kingsleyがロンドンの Wi-

gmore Hallで5月 1日歌とギタ ーの リサ

イタルを開いた。此の度はドイツからア）レ

ゼンチン、チ リーと多彩なレパートリーで

あった。

ギリシャ： ＿ 
主人公は不在でもセゴピア音楽生活50年

の記念演奏会は各地で開かれている。 4月

9日DimitriFampas門下が9名で30曲午

後11時半迄と言う大演奏会であった Bach

の LowreSorの op15 Villa-Lobosの

No. 7辺りが注目される。

ソ連：一←一

Ivanor Kremskoi が第一人者で活躍し

ている様である。モスクワ放送からの放送

もしばしばやっているし演奏旅行もしてい

る。モスクワには 200人をメムバーとする

ギター協会があり毎月発表会をやって居り

キエフでは新人の Puhalsky がリサイク

ルを開いている。 Moritorから Kramskoi

の LPが出ている。 (No.2024) 

アメリカ：一一

5月 4日の ニ ュー ヨー クでは Dela 

Mazaのリサイタルが開かれている。Ponce

の SonataC!asicaが呼び物であったが

Frayの Fantasie, (1505) Gaultier の

Sarabando (1655)等は我々に耳新しい古

曲である。

5月10日と17日 Reyde la troure の

リサイタルが ニ ュー ヨークの Vileage

Jateで開かれているがあまり目ざましい
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リサイタルとは言えない。

John Williamsの LPが我が国でも入

手出来る。 Washingtonの No.424でセ

ゴピアがメッセージを寄せている。

梢古くなるが 4月21日には Olga夫人が

Washingtonの PreireeHollでリサイタ

ルを開いている。 LPで馴染深いスカルラ

ッティの SeFlonido e fedeleゃ Dow-

landのものから Villa-Lobos のプラジ

ル風組曲の 5番に歌詞をつけたもの迄聴か

せた。セゴビアは 3月 7日 Popasや Olga

夫人に囲まれて音楽生活50年のパーティー

を受けているから其後 1カ月位 Olga夫人

の為にリサイタルの指滸を与えたのであろ

う。 ．

4月21nニュ ーヨークのビアスホールに

於ける OlgaCoelhoのリサイタルには

Segovia経の歌とギクーの曲がふくまれ、

とくに同郷の Villa-hobosの Bachianas

bras ileiras第 5番が好評を博した。こ

の曲はもともと 9のチェロのために作曲さ

れたのをその後作曲者自身ソプラノと 8の

チェロ 、ソプラ ノとビアノに編曲し、実に

Olga のためにソプラノとギクーに編曲し

たという 囮くづきのものである。

5月4日のカ ーネギーリサイレルホール

における ReginoSaing de la Maza の

リサイタルは大成功で、曲目中に Rodrigs

の牧歌 R.Ascotのエスパニオラ 、自作の

ロンデニァなどの新作がふくまれ注目され

た。

7ランス：ー一

昨年カナダを演奏旅行して成功を収めカ

ナダで一番有名な PapineauCouture と

いう作曲家に協奏曲を作曲させる往どの感

激を与えた laa presti-Alexandre 

Lagoya夫要は今年の春はスイス 、ベルギ

ー、イタリアを演奏旅行し、5月20日には

ポルドオ（フランス）の音楽祭に参加して

(114) 
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絶讃を栂し、来年度はアメリカ、カナダ、

メキシコの演奏旅行が決定している。

ソ 連 ：ー一

Maria Louisu Anido ゃ Siegbrido

Behrend の名演に接した ソ連のギクー界

は俄かに活況を呈しモスクワは勿論キェフ

スペルドロフスクなどの音楽学校ではすで

にギターを正科としている。独奏家として

は lvanov-Kremskoiをはじめ Erofiev,

Larichev, Slavsky, Puhalsky などの名

が知られている。

イギリス：ー一

4月 5日ロンドンの BBC放送は John

Williamsと Virtuoso絃楽トリオを迎え

て Paganiui作絃楽四重奏二長調を放送し

た。

4月 6日シェルテナムに於ける Julian

Bream のリサイタルは大成功で作曲家

Malcolun Arnoldは Breamのためにギ

ター協奏曲を作曲し、本年のアルドボール‘

音楽祭で初演されることになった。 ' 

5月 1日ウィグモアホ ール における

Victoria Kingsleyのリサイタルは例によ

って自らギク ーをひきながら歌って、とく

にア）レゼンチ ンやチリの民謡が好評だっ

た。

5月 9日シェルテナム音楽祭で行われた

ギターコンク ールで AnthqnySmitbsou 

が 1等の栄冠をかちえた。

ギリシャ：ー一

Diruitri Fampas がその一門を従えて

4月 9日に Segovia のジュビリ ーを記念

する演奏会をアテネのパルナリスホールで

行った。
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国内ニューズ

◎9月22日アンダルシア合奏団ではアン

ダルシアのムード音楽を山葉ホールで開催

した。

◎9月28日 横尾スタヂオでは丸の内ホー

ルで研究生の発表会を開催し高栢三男、四

＂, •. >、． 、饉己容子ゞ豊浦田鶴子が特別出演した。

ヽ」・ 1a.． 

◎10月3、4日 日本産業音楽祭謁束大会を

共立講堂で開催。 山田耕作氏外 5名を講評

者に迎え 117の団体が日頃の精進の程を披

歴した。 コーラ スに次いでマンドリン合奏

ギタ ー合奏の多いことは喜ばしいことであ

る。

4．日 第 5回九州ギタ ーコン クールが九

州ギタ;_音楽協会の主催で行われた。

課題1tllは夕）レレガ作曲の 「ラ グ リマ」で

入宜者は次の通り

第一位真名子真

第二位栗本純江

第三位井 上 博雄

次席 甲木俊之

外努力賞は小川潤子、• 佐藤栄太郎、 菊
入亮吉の 3名であ った。

10日 松田二朗門下生の第三回研究発表

会を神戸生田公会堂で開催した。

16日東京ギターアカデミア創立記念演奏

会を山葉ホールで開催した。曲目は

I ギタ ーとバイオリン 、ビオラのため

のセレナーデ作品26

……ウエンツェラウス ・マティーカ

アダージオとア レグロモデラート

スケルツォ ギタ ー………奥田紘正

ロンド バイ オ リン…福富俊一

アレグロ ビオラ……•••山岡重信

n ギタ ー五重奏 （ホ短調）

…...・・・ルイージ ボッケリーニ

アレグロモデラ ート

プリムギタ ー…寺田清彦

アタ‘ヒ：ジオアルト ，ギター・・・渡辺欣哉

占 ．＇・ ・ヽ ＇^ヽ・．．

19. 

ミヌエッド 大西博愛

アレグレット バスギター 高木孝

玖島隆明

（玖島ギタ ー室内合奏団）

m ギターとバイオリン、ビオラ 、チェ

ロのための四重奏曲

アレグロ

・・・・・・ヨ ーゼフハイドン

ギター………京本輔矩

メヌエ ット バイオリン…福宮俊一

アダージオ ビオラ・・ ・..… • 山岡重信

ミヌエ ット チェロ……•••中馬修

プレスト、フィナーレ

w ギタ ー三重奏（二長調）作品12

………フィリッポ グラ ニアーニ

アレグロ 第一ギク ー・・・亀山寿天子

主題と変奏第ニギター…小船照子

アレグレット 第三ギター・・・寸山静江

ミヌエ ット

ビバーチェ

v ギタ ーと二つのバイオリン、ビオラ、

チェロ のための五重奏曲へ長調（作品

143)……マリオ ・カステルヌオーボ ・

テデスコ

アレグロ ギタ ー·………••阿部保夫

アン ダンテ 第一バイオ リン 福富俊一

スケルツォ第ニバイオリン水野徳次

終曲 ビオラ・・………•山岡璽信

（日本初演） チェロ…・・・・・・・・・中馬 修

17日 月村マンドリン ・ギタ ー・グループ

秋季演奏会を大阪毎日国際サロンで開催。

II 竹内郁子門下生マ ンドリン発表会

を第一生命ホールで開催。

21日 小原聖子第 2回ギタ ー独奏会を山

葉ホールで開催。曲目は

メヌエ ット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラ モ' -

ガボッ ト・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・スカ）レラッ テイ -むヤ・・・・

3つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロ ンカル リ

（プレリュード、メヌエ ット、アレグ

ロ）

主題と変奏...……•・ • ……ソ ）V 

(、.115)



協奏曲 二長調………・・・ピ バルディ

速く

幅広くゆるやかに

速 く

V. 菅原英洋

Via.岩田昇

vc.菊地俊一

前奏曲 第 4番・……..・・・ ピリアロボス

2 つのスペイ ン民謡…•••リョペ ート

（クリオーリ ョの唄、盗賊の唄）

ファンダンギリオ・・……・トルロパ

入江のざわめき………•••アルペニス

エル ・ピー ト・・・・・・・・・・・・・・・アスビアス

MINUETO •…••…… •• •P. RAMEAU 

GAVOTA …• …… •• A. SCARLATTI 
TRES PIEZAS .…••R. RONCALLI 

(Preludio, Minueto, Allegro) 

TEMA Y V ARIACIONES…F. SOR 

CONCIERTO RE MAYOR 

・・・・・・・・・・・・・..A. VAIALDI 

Allegro 

Largo 

Allegro 

V. H. SUGAWARA 

Via. N. IWATA 

VC. S. KIKUCHI 

PRELUDIO NO. 4 

…...……... H. VILLA-LOBOS 

DOS CANCIONES ESPANOLAS 

.................. M. LLOBET 

(AIRE CRIOLLO, CANCION 

DEL LADRON) 

FANDANGUILLO... M. TORROBA 

RUMORES DE LA CALET A 

・・・・・・・・・・・・......1, ALBENIZ 

EL VITO............... J. DE AZPIAZ 

26日 奥田ギタ ー音楽研究所第13回発表

会を丸の内ホールで開催。

11月 1日 伊束ギク ートリ オ演奏会が日の

(116) 

丸会舘で開催。

出演者伊束尚生、荘村正人、堀 博

8日 岐阜マンドリン協会は比留間絹子

女史を迎へて秋季マンドリンオーケストラ

を開催。

” 仙台マンドリン ・クラプでは米山晴

夫、稲垣孝次氏の指揮でマンドリン合奏、

独泰、ギター合奏など市内商工会議所講堂

で行い大盛会であった。

9日 横尾幸弘ギク ーリサイクルを山葉

ホールで開催する。

16日 邸硲巌の帰朝演奏会が山葉ホール

で小船幸次郎指揮で演奏される。バロック

時代のイギリス人といわれるベイストン

（本邦初油） と以前ビア ノ伴泰で初演した

ロドリーゴのアラ ンフェス協奏曲と二つの

傾向の異なる協炎曲の外ソル、ピラ ・ロポ

ス、若松正司の祭などが狐奏される。

23日 日本ギター教授ど協会は月村品孝

ギター生活四十年記念として第 3回ギクー

合同演奏会を大阪毎日 ホール国際サ ロンで

行う予定。

25日 京都ギタ ー音楽同好会は創立10週

年記念の演奏会を島井諒二郎先生の指揮で

三条ピルとも しびホールにおいて開催。

26日 小原安正は日本人では最初といわ

れているIW宮芳生作曲のギタ ー協炎曲を初

演することになった。外ムルシーア、フレ

スコパルディ、ソル、タルレガ、タンスマ

ン、 ピラ・ロボス の作品を油奏する。

◎ 今春来日されたギターの巨匠ア ンドレ

スセゴピアにその作品を激貸されたギクー

製作者河野衷氏は年来の念願がかない、来

春ギター製作者を訪づねて渡欧の旅にたつ

ことになった。日本のヴィオ リンがモスク

ワで名をはせたやうに河野氏のギク ーも又

洵外に進出する日も近いことを信じ、近来

にないうれしいニュースである。

◎ 来春スペイン の著名な フラメンコ舞踊

団が来日する ことに確定した。
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編集後記I
アルモニア35号の遅刊を深くおわび致します。いいわけがましいのですがすぺて私の

無力がそうさせたので御座いまして、玉稿も集り編集が出来ました時は秋深く音楽シー

ズン酎でした。

今春ピ匠セゴビア 、モントヤと相次ぐ大家の来日に答えて今秋開かれた演奏会はどな

たのも著しい進歩を見せ関係者を又同好者を大いに喜ばせてくれました。

なかでも束京ギターアカデミアの教援連の演奏会はその彩たるもので大きな反態をよ

んだことでした。又九州ギタ ー音楽協会は新役員を要し第 5回ギタ ーコソクールを開催

し、地味なしかし堅実な歩みをつづけていることは斯界のために喜ばしいことで御座い

ます。

台風15号が大きな被害を中京地方に残して去りました。御被害をお受けになった方々

に心からのお見舞を巾し上げます。楽器や楽譜をなくされた方も 、楽器どころか生命か

らがら難をのがれた誌友もあると 1月きます。どうぞその方々の一日も早く立直られます

ようお祈り致します。

此の号に顧問中野先生、小西先生のお名前が見えませんでしたことは大へん淋しいこ

とでした、中野先生は塀が全部倒されたり局の方のお仕事が重なったりして原稿を頂け

ませんでした。次号はお願い致します。

小船先生も多忙につぐ多忙で御無理をお願いしたわけでした。

高栢は元気で先日の便りに病院の勅務の方 と々 オゴエ河を下りカバの棲息地ヘカバ見

物に出掛けたそうでカバが十数頭水を吹いたり 、もぐったり遊びたわむれていたそうで、

さすがアフリカだと巾して参りました。又或を日ジャングルを押しわけ象狩りにも行き

ましたそうですが、その時は大木に道をはばまれ目的地に行きつけなかったそうですが

命拾いをしたと 11」して来ました。多忙ななかで黒い大陸を消喫しアフリカのスリルを楽

しんでいるようです。 ― 

お蔭様でアルモニアの誌友も大ーヘん増加しましてカナダの Nagytothy-Tothさんか

らも予約申込を受けました、それにつけても立派なアルモニアをお送りしたいと思って

居ります。

皆様の御批判と御叱正をお願い申し上げます。 翡栢武子

誌費 1冊 100円半年分3冊 300円（〒共）一年分 6冊550円（〒共）
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