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（第一巻）

Musikfreund 

昭和 6年 8月

再ぴ本誌の使命に就いて

C 1) 

（第二賊）

貴家健而

昔築雑誌列行に開して全然素人の吾々が、その淡學非オも顧みす敢行する所以に就いて

その使命を創列琥で説いた。ジャーナリズムごして二つの意義を吾々は見出す。ーは指導

的態度ご他は報導的態度である。吾々は誌刑行の意義を箪なるジャーナヅズムに堕せすし

・て内部的には先輩かの連絡ら高等學校のマンド 9ン部ごの連絡ご友交を測るのにあるが、

又外部的には本邦斯界の Mandolinist,Guitarist及び各合奏園の共同機闊誌ごしての二つの

使命を背負つて生れたものである。

現在の本邦斯界に於て最も欠陥ごする慮は敷多あるさ云つてし心。それは群雄割捩して

ゐて相互に蓮絡す可きフ V ンドシステムの存在しない慮にあるご思ふo何故存在しないか

その原因は種々あらうかも知れぬが友交を助けるに十分なる機闊の存しない事がその尤な

るものごして皐げられる虞である。従来は、餘りに高虞にあつて指導精神に富むも、もう

一つくだけて共に語り共に親しむの機闊がなく、自由にして開放的になつてゐない。事賓

本邦今日の斯界は幾多の楽人ご楽圏の存在によつて成るものであつて、その敷は大複なも

のである。マンド 9ン築が輸入されて以来十敷年、今や世界に於けるマンドリン王國ごし

て、祗國伊太利を厭し、演技•作曲 0）雨方面に於ても彼を浚ぐ幾多の築人を擁しつヽある我

國に於てはその所産こして、かくれたる研究、提議したき理想等も敦多かる可きに、そを登

表す可き自由開放性の機闊誌の存在しないのは、徒らに貴き所産を土に埋れさせてしまふ

結果になつて、その損失たるや測り知る可らのざるもご信する。

私の思ひは此れに膠着して、何ごかして極＜國民的な、昔築を通じて友人さなり、共に語

り共に研究す可き機隅を作り度いこパの要望が「楽友」セ世に出した動機である。楽人、築

圏が各々一つ一つの機闊誌を持つご云ふ事は事質不可能であってみれば衆望を寛容す可き

機闊誌の存在は是非必栗である。築人は創作する氣持で執筆され度く、各楽園は自己の機

闊誌ごしての機能を登揮してその合せたる所産を通讀するならば、讀者は居ながらにして

本邦斯界の動きご歩みを適確に掴み得る。 その利盆は賓に菓大なるものご謂ふ可きであ

るoかくてこそ其の進歩も登逹普及も徹底し得可きである。

此の目的を逹成せしむ可き手段は他に種々ありご云ふ可く、その一番手近なる方法はマ

ンドリンギクー聯盟を作のるにあるが、先づ互に築友1こなり切らすして何の聯盟ぞである。

友交なき聯盟は表面的祉交機闊こなり終るは歴然たる虞である。

本邦に於ける楽人楽園の友好機闊ごして誌「築友」は始めてその存在理由を登揮し得可

きである o吾等はその最大の目的を逹成さす為めに必要なる登行基金を京大フイー JV..>、一

モニツクオーケストラの先輩諸兄に負撥して貰つてゐるから、共同機開誌の内容を持った

からご云つて學外の諸君に責任を負はすご云ふ心配は絶封にないo限定部敷1こさぢ込もつ

てゐる専門誌の中にあつて、誰にも設まれるやうに普逼化を理想ごしてゐる。

斯くして吾々の理想セ逹成せしむるには學外の諸兄の支持に侯つ虞甚大である。小さな

自我に結びついて大局を忘れたくはない。 ごかくの評が多く、人ご親します、孤立するを以

て音楽家の型の如く心得、又髪人たるを自負する築人多き音楽界にあって少くごも純然た



{ 2) Musikfreund 

るアマーテユーアのみの集圏である吾等の世界のみはユートビアとして、互に愛敬を惜し

ます最大の目的に一意に邁進して行き度いご衷心か`ら希望する。琥を改めて主筆ごして所

信を披謄して一般の賛意を得度いこ思ふ。 （六月十入B京大創立開學紀念日 1こ）

II カタログ進呈！
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Musikfreund 

ギクー絃，特に本邦に於けるガット絃，

並にその誤れる使用法の匡正に就いて

(3 } 

I・ギター絃
貴家健而

1[・ガット絃（ピラストロ製）

絹 捲 線 ft:゚ ラストロ製｝の比較
lハウゼル製

I[.ガツト絃，シルク絃の組合の正しき使用法こその修理法に就いて

ギターの粒を今更に問題にするなさ＼恐らく我國だけに限られた事項であらうご思ふo併

しそれに就いて一考察を試みなければならぬ立場にある本邦の特殊性と無視するわけには

行かない。

今迄人に聞く慮によるご、鐵線ごガットごを封比せしめ鐵絃の特殊性まで研究してゐる

向きもあるが、それは恐らくギターの本末セ離れて幾態的な考へを持つfこ仁の意見であつ

て、それは吾々のギクーに於ける昔美の観念ご根本に於て相違するものご思惟する。又或

者は説をなして曰くステイーJVを張るギクーごガツトを張るギクーこは構造の上に於て異

なるo即ちヵ●、；；ト用のものは指盤の巾が廣く、スライー JVのものは狭い云々の由であるが、

これに針する明確なる根搬は何等典へられる慮なく、依つて直ちに首肯す可き何物も存し

ないのである。成程ステイー J叶生はジャズの本瘍アメリカのみならすイクかー、スペイン、

フランス、獨乙でも作られて従来ギクー絃ごして平氣で我國に輸入され、それを何の不思議

にも思はす使用してゐた程本邦のギクー界は粒1こ封して無開心であつた。又指盤の巾1こよ

つて二つに分ける人も穿がつた説を為してゐるやうではあるが、スペインから来る楽器は

トJVレス型を採用してゐる結果頗る大型の胴のもの多く、それに proportionalにネックの大

になるのは楽器構造上営然の事であるo而して彼地の安物はスライー／廿衷を張つてゴマか

してゐるのである。スペ インの安物のギクーはペッグぶックスに嘗る鹿に穴をあけて下か

ら上へ木製のベッグを出し絃を捲きつけるやうになつてをる。安物ご雖もガツトが張つて

あるものもある。指盤も亦廣い巾を持つものも見る。之等の事宵は前者の説をして全く根

擦を失はしむるに至るではないかo又同じスペインでもイバニエスの女11く日本向きに小型

にして指盤も狭まくし、ステイー I嗜クを張つて送つて来てゐるのを見るご、女n何にも巾狭ま

いものがステイー／レ用にも見ゎ、又本邦に於けるスライー／レ用の宮本金入のギクーや鈴木

のラコート型のギクーも共に小型を表明してゐるではないか、ご反問するものがあるが、そ

れを根本に於て打倒す根披は、線ゆるギクーの数科書をごつてみるがよい。 I,II,m，粒はカ・
ツト、IV,V, VI絃はシ／V ク絃であるご斯言してゐるではないかo誰が何ご云はぅごも此の歴

史的に採用し来れる慣習を否定が出来ょうか。慣習は規定にまでなつてゐるこの組合せを

羅なる二三の理由から抹殺する事は不可能である。

本邦著名のギタリストにしてからが猶ほ然りであって、彼の metallicな昔セやられては

いくらギクーに好意セ表しようごしても好意の表しやうがなく、 I.II絃のシャンシヤンし

た昔は本来のギクーに似もつかぬものであるご云つて良い。
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ヴァイオリンの E絃にガツトさステイーJレの雨種があるのごはギクーに於ける楊合t全

然別な存在であるのであるo藝術ご云ふ貼をのみ考へなかつたならステイー／Vの存在ごそ

の使用も可也ご謂ふ可けれざ、具面目に考ふるごきは厳粛1こガツトシ炉ク絃に考へ及ぶ可

きである。

ガツト絃の其債ご本質を舞きまへ乍ら猶ステイーJV絃を思ひ切れぬのか、やれガツトは

日本みたいな混氣の多い國では不適営であるさか、ガツトの昔は四昼半式で昔星がないご

か、切斯して不経涜だから駄目だごは、よくきく話である。それに就いて根本の誤りのある

事に氣がつかない人が多いので今廻らしくかう判り切った問題に手を染めなければならな

い次第である。偶々私は獨乙のピラストロのガツトに就いて又セゴダイアの愛器の製作者

＾ウゼJVが手捲きしたンJVク線ごピラストロのシ／Vク絃に就いて二年間使用して見だ経験

を公開するのも決して徒勢ではないご思考する。今迄斯界専門誌に何か数示してくれるも

のがないかご待っては居たが、何もきく可きものはなかつだ。

私は十餘年前フ＊ラツクダイアモンド製造會祉のシルク VIV IV III l:ステイー IV Il I絃

を五六打使用してみた事があつたがIII絃のシ JVクは G まで上らぬ内にプツツリ切晰して

しまつて問題にならなかった。このシJレク絃はピラストロご＾ウゼJVに較らべるご遥かに

太いゲーチを持つが鴛めに昔は深くして短くて賓用に適しなかったがその柔かな昔色には

少からもらを索かれた。フアンタウッツイの會祉からも一度取り寄せてガツトを調ぺたが

全然ものになりもしなかった。それきりガツトは駄目ピして放榔して居つたが、セゴヅイア

の末朝により大阪で氏の歓迎會を開いた時、セゴウ・イア氏から使用絃は＾ウゼルのが一番

よろしい、そして自分は信頼して＾ウゼJVのを使用してゐるご聞いた。セゴウ・イアの演奏

を認いて、あんな餘韻のある highpositionの昔・tまざんなにしても至難だごあきらめてゐた

が＾ウゼ IVのシ IVク捲線ごピラストロの高級絃黄色のエテイケットの力＊ツトごを併用して

みて始めて自己の築器による力”’トジJVク絃の美しさに悦惚ごしたのであった。次いで私

は栗器商に命じてピラストロのガツト粒、シJVク絃とを取り寄せ半歳餘りいろいろの機械

製の市販ギターに使用してみて、その結果をも一々検査した。そして今やその結果を登表

してもい‘“信じたので敢て筆をごつた次第である。

最初＾ウゼJレの絃 EAD  c::ピラストロ黄のエチケットのカウト GHEを使用してみ

た。勿論その前にガツトの太さに應じてナツトの溝を闘ャスリで丁寧に丸〈したは云ふま

でもない。又フレツトのステイー IVで減つた溝を直して滑かにならしめ、角をも柔げて不慮

の絃切断を防いだ事は云ふまでもない。

一日の練習時問平均五時間ごして毎日使用してみた慮最初は絃がよく延びて常に捲き通

しであったが、或一定までゆくご、さほざ延びはしなくなつたが、稜調子にする為めによく

絃を急激に上げ下げした虞皆云ひ合した如くベッグの捲所から切翫した。切れないのはカ・

ツトの G さHだけでヵ・ット Eの一番絃は一週間位で切れたが切斯箇所はよく指擦れする

二，四，五，七，九，十，十一，十二，フレツトが多かつだ。練習する曲によつて使用箇所が異

なるからである。ガツトは湛氣の為めに切れるごか、サ、クれて切れるごかは止むを得ない

ごして、シJVク絃がゲージも太くなく従て絃の張力も強くもないのに何故かペッグの箇所

で、然も捲かれてペック巧：最後に タッチしてゐる黙から切斯するのであった。いろいろご賓

験の結果ペッグ自身の不良にある事が判明した。そしてベッグの細いのが不良であったか

らその上に象牙のテユーグをかぷせて絃を通す穴も不適営の箇所のものは十分に糸が捲か
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れるやうに明けかへたるにシ／V ク絃の切晰はすつご減少したo この理由はベツグが細い為

めに捲かれた絹線はその太さに比較して小さい圃形に捲かれ、小皿の弧が緩やかならすし

り急なるが為めに急激に粒を捲き上げたり捲きかへたりする事は丁度吾々が針金を手で折

て切るごきに試みるやうに ネヂ切る運動ご同様なる結果になる事が判然したのであつた。

依つてそのペッグの切断面のOO弧を大に究にする事によつて切斯防禦するのに成功したの

であつたo名ギターのベッグが大方象牙の、むしろ不調和に過ぎる位太い所以は、かくの

如き理由によるものご甑する事を得るのである。

此の＾ゥゼルに較べるご 、ピ ラストロの絹絃はゲージも少しく太い代りに一度張つたら

嫌になる程切れようごもせす、太さに比して粒の張力はさほざに増加せざるを見るのみな

らす又張り立ての場合を除き一日もすれば、さぅ弛みはしない。此の會祉のものは雨天に際

しても張つた儘放り出しておいても綾の弛みもなく未だ昏て切斯したご云ふのを聴かない

のである。耐久力ご云ふ黙に於ては＾ 、ウゼIVを凌駕するが、昔性の美しさごか、香ひごか、餘

韻の長く保持出末る諸黙に於ては格段の相違があって、セゴヅイアがハウゼ／Vの絃を使ふ

のも宜なる哉ご思った。但し債格も格段の相違があるが一度ハウゼ／叶夜を使用したら到底

忘る>itはす・ご云ふのが皆一致した意見である。＾ウゼ／レのシ／ンクは highposition へ行

くに従つて餘韻があるのであるがヽピうストロのン／V クは反封になくなるのである。セゴウ・

イアが試みた高いボチ・ンヨンの昔色は＾ウゼ／レを使用するご得らる':>。..,.、ウセ‘IVのシ／レク

に依つてギクー昔は美の展開が廣められるご云つてい':>。

がツト絃は黒、赤、黄のエライケツトのものを使用して見たが黄が上等品だけに餘韻が

あるが耐久力は下等品の方が勝つてゐる。あ U)琥珀色した柔い戚じのする黄エテイケツト

のピラ 、てトロのガットはギクー演奏に鴬つて快い威陶を典へる。黒赤の二種は殆んざ大差

がない。黄に劣る事は云ふまでもない。黄1こ於ては、ざこを押へても昔に狂ひを生せす正

確に一様の太さを具伽してゐるが下級品には間々不平均さがある。ガットの GHは、ざの

種類にあつても使用の為めに切れるこごは餘りない。Hはサヽケるけれざも一番線の女n< 

壽命が短くはない。一番線Q)E だけは細いためご長い為めに、そして Cantinoだけに使

用が激しい為めに指頭の汗の為めに壽命が短かいのは仕方がない。ガツトは切れ易い、混氣

の多い日本では不向きた＼昔最がなくなる 、高債だ、 ギクーが高級品でなければ駄目 fこ•ci裔

める人が多いが私は之等の諦めのよい人逹に反省を促したいご切に思ふのである。

ガツトの使用は、ギクーのみに限らない Violin 系は皆然りではないかo..,.、ープに於て

もさうである。彼等も同じく混氣の多い中で使用してゐる。長さに於てもギクーに負けな

いだけの長さのものもあるo切れない事はないc彼等の世界でもよく切れるものである 。だ

が彼等はカ・ツトを棄てはしない。ガツトご楽器ごの結合を自然的に考へてゐるo然るに本

邦のギクーの分野に於ける人々の意見は餘り 1こ憶病である。絃の耐久力、絃の債格の比較、

昔最が減少するご云ふ不整伽な智識の鴬めに折角力9 、；；トのみが持つ表現美の認識まで踏み

にぢらうごしてゐるではないか。偶々マンドリンが銅鐵絃を使用し、同じ系統の楽器であ

b特にオーケストラに於て弾く場合には同昔色になるが為めの習慣がか>る結果に迄ギク

9ストを麻痺せしめたるには非ざるかo指導的立場にある斯界の先輩連が餘りにこの傾向

に到して無闊心の態度であるのを悲しみごせざるを得ないo私は最後に諸君のガツト使用

に業する誤りを正し、ガツト使用方法を呈示して参考に供したひご思ふのである。幸に追

試を得れば喜びご云はねばならない。 • 
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先づ道具ごして次のものを備へられたい。

① 大版のセーム皮

② Forte, 0 2のサンドベーパー

③ 及面が圃く反つてゐる小形の爪剪 b鋏ごエニユー

④ シャぶン

かう揃へ立てるご如何にもマ＝キュアセツトでもさ考へられるかも知れないが、一つは

たしが1こ美爪爾を施してヵ心らねぱガツトの壽命を害ねる事甚大であるからである。

カウト使用に際し 先づシャ茶ンで手を消め汗ご垢の混合物でガツトを汚すのを防がな

ければならない。そは力•ットを汚す事によつてガツトの振動を不自由ならしめ、昔を重た

くするからである。不潔に連綬する事によつてガットは濁昔を末し汗の浸潤作用を助けて

ガツトの壽命を短くする。使用後は直ちに用意せるセーム皮を以てガツトの全面を拭ひ清

洋ならしむる可しo汗、脂、垢を拭ひごるには蓋しセーム皮を最良さするo婦人の化粧用に脂

をおさへるにセーム皮を使用するさ同様であつて有機物質である皮の方が親和性があつて

適良ご云はねばならぬからである。

ヵ～ツトの壽命を云々する前に諸君に先づ雨手の消浮を勧めた私は同時に鋏を以て克明に

各指の爪を深く剪 b取 b、然る後に鑢を以て爪の晰面を尖鋭ならしめざる様、丘稜朕に研磨

する事を勧める。ガツトの女IJき柔きものは爪ご云ふ武器には特に弱いo指端を滑走せしむる

事多ければ盆々損はれる機會は多いものさ見なければならないo然るに案外無開心の人士

の多いのを見るo考虚すべき問題であるo爪を剪み切つてもその晰端を研磨しておかなけれ

ば反て爪を尖鋭なる利器たらしむるものであるから鑢にて研磨するのを忘れてはならぬ。

如何にこれ等の準備をよくして只管ヵ•ットを痛めぬ様に要慎しても自然に又不慮にナ、

ク V が出求るものである。これを生じたら、その小なる間に及面の圃く彎曲せる鋏を以てナ

ヽクレの最末端から剪み切り、その後始末ごしてサンドペーパー ForteO 2にて軽くその

部分を中心に磨擦する時は鋏を以て剪み切れぬ小さなるナ、クレも、ごれて絃を再生さす

事が出来る。サンドペーパーはかヽ b得る最小の細かさのものが良く、吾々の賓験では 02

を適営したサンドペーパーの標準はまちまちであるから記琥は 02でも製造する會祉に

ょって殆んざ同じからすご云っそぃ＼。

猶且つ長らく使用したガツト HGの女1Jきは遂に黒光りを末たしたるごきは宜しく細い

サンドペーパーを以て萬遍なく軽く磨くど叉元の通 bになる。吾々はこれをガツトの再生

逹ご呼んでゐる。

猶ガツトのサ、クレが小さい間に絃を天地して張りかへ、傷んだ箇所が絃をしめ上げた

時に 17フレット邊 br→求るやうに適常に凛梅するならば絃の壽命を猶長くする事が出末

る。斯くガツト絃に封する取扱ひを、まめまめしくすれば、その壽命の如何は十分に保つ事

を得るのであるが一般にその取扱ひしま粗雑に過ぎるやうに見受けらる>のである。

以上の如く絃の取扱ひ方法の是非を論じた私は次にガツト絃を使ったギクーの奏法に就

いて論じてみたいご思ふのである。

或人逹はカ・ット絃は昔量をIlヽ ならしめる。四昼半式で聰こへないoガツト絃なんて一流品

のギターにのみ使用さる可きであるこ。又ガツト絃は、本邦の如き混度の高い國では、全

然無理だご云ふc
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云はれるまでもなく混度の高い日本に於ては絃のゆるみの度の激しい事は否み難い事賓

だが、印度ではあるまいし、常に雨計りの日が綬くのではない。前述せる如く グアイオリン

系築器でも同様であつて獨 bギターのみの問題ではない。勿論西洋に於ける如く乾燥 して

ゐればこれに越したこごはない。 ビアノの如き楽器ですら雨天の際は昔が混つて褻つて末

る、共嗚板の影態であらう 。批 きにチつヅ‘.')ストが来朝して京都で演奏したさきにもヂム

バ 9ストのウ・ア イオリンがよく下り氣味で困つてゐたやうであるo然し雨天さいふ特殊の

條件の時を除いて少々の雨位ならは・ピラストロのシノレクカ・、；；ト絃に於てはさまでの影蓉を

漿らないものであるo私は混氣の影響試瞼ごして、ピラストロ絃を張ったギクーを雨もよ

ひする日、雨の少々降る日には殊更に窓を明け放ちて混氣を招んで演奏 してみたけれざも、

乾燥するご見倣さるヽ睛天領きの日に於けるご何等の差異を認めなかった。但し栞雨油然

ごしてしぶきがざんざん部屋に入る、そして大樹林1こ固まれた智恩院山内の華頂會舘に於

て本月十二 Hには可成ヵ万 卜もン/Vクも下つて大褻困つたが、それは特別なる條件の日で

あつて普通の埠合は左程影響はない ものである。 豪雨のあ る日はマンドリンでさへ Pitch

が下つて来るものであるから獨り強ちガツトのみの罪ではない。ガツトの為めに寃罪した

ひご思ふo 因みに一旦張ったガ ；`；ト、シ／V クは常に張り放しのま>であるc絃 によって＾

ウゼ/VのシJVクはこれ又よく弛む紡であつて新張した＾ウゼJVは、きちんさ定まる迄には

凡そ一週間を要するっその間線ゆる Positionで練習 して粒のたるみを除去につごめても猶

然 bである。

先日の演奏會に宮下氏がギターの獨奏せるこ・きに一週間程前から張つて毎日手ならしを

してゐ乍らあの楽雨の為めの混度の高さには＾ウセッVのシlvク四番粒の弛みでスッカリ困

らせられたこ云ふ失敗があつた。嘗日亦聰せられた新蹄朝のギクリスト月村嘉孝氏のお話

によるご伊太利で聴くギ ターの昔にも •この＾ウセッいやうな昔がするが、あちらでは決して

弛む事がない。氏も蹄朝後ガツトシルクで或席で弾いて同様の困雑さに打ち逢つ↑ごご語ら

れたのであつた。ビラストロシ／レクがもう少し餘甑のある昔であるご弛まないのでよいの

だが、然し吾々が用ひfこピラストロのシ／V クは課 Eticketのものであるから、黄色、j酋その上

の金 Eticketのものだったら、もつビよい昔が出るかも知れない。それ等は九月に入荷する

からそれを待って質瞼 してみたい。

ガツト絃は高債で哨粍の度が激しいからご云ふ黙で使用を躊踏する向きがある。 これは

無理からぬ憂ひである。輸入商の立場からするごピラストロの如く短かいウ ア`イオリ ン等

の絃の如く不相裳に高債に賣つてゐる為めに、それに二倍三倍するギクーの力→、；；トの債を

二倍三倍する事は無理である。それが為めに賣れ行きを慮つて今迄輸入を躊躇しがちであ

つたが、ピラストロのシlVクの如きは 30錢ご云ふ市債であってみれば Steelよりは安い。ガ

ットの G なざは耐久力に於て St.eel の捲線より逝かに丈夫であ b、只消粍品ごしては力→

ット E のみであつてーセット 2圃70錢で手に入る絃は決して高過ぎる事はないo若し需

要者が近くに多くあるならば個人で製造元へ注文して多勢で頒けたらいヽが一人では一度

に澤山買ふごガツトが風邪を引くから結局は市販品を買った方が得策である。

最後にガ` ；；トシ 9レク絃は昔凪が小であるご云ふ一般の脱であるが、昔巌セ小ならしめる

主困がガットそれ自身の優劣ご、ギクー奏法の燕不熱ご、築器の範劣の三つの條件がある事

を先づ牢記しなければならぬ。

自然科學徒である吾々は或一つの事象に封しては決してごらはれたる観念ご認識に披
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るごきは思はぬ横道に外れ邪道に入る事を菩戒し、常に先づ自己にごらはれすして賓験を

第一さし、その結果を蹄納するを以て其理を探究するにあるのである。この態度を以てキら

クーのカウトによる昔最の減少ざ云ふ重大事は慎重に取扱はねばならぬご思惟する。その

要路の人々は餘程の用心を以てせざれば、その一言一句何事も辮まへぬ後輩に悪影響を及

ぽし害蒋を流す事甚大な bさ謂ふ可く、指導的立場にある斯界先輩の責任は、まこごに重

大ごふ云可きである。

第一主因、ガツト絃シルク絃。ピラスト n.>、ウゼJVに於ては斯然他をぬきんでて優秀で

あるo セゴウ・イア、プジイオー IVの愛用おく能はざるものである。

第二、築器の優劣。これは現在の本邦では問題にならぬ程枡悪なギクーが使用されてゐ

る。債格の如何に非-かして質の女n何による枡悪さであるo鈴木のラコートモデIVなざ力＊ツ

トを張られたら問題にならないギクーである。

仙型のア IVモ＝ア誌が獨逸のライフリンゲンから仲介販買してゐる Concertguitarが手

に入るやうになった今日は、ガツト解決問題の良い材料を提供してくれるものごみて澤口

氏に戚謝してい 'i.o 築器の粗悪の問題はそれで片づくのである。骨蛮品ギクーは一般性が

ない。だから骨董品ギターによる力”'卜試瞼は特殊な問題になるのでこ>では述べる債値

がない。ごにかく優秀なる築器は粗悪のものより良いのは定つてゐる。

第三に、以上の二つが揃つたにしてもガツトシ /Vクを張ったギクーを弾く奏法が依然ご

して奮態を捨てす、所謂 Steel絃に臨むご同様ならむか、遺懺乍らガツト絃のギクーは彼等

の唱ふる如く昔景は小さくなるのが営然の蹄結である。

然らは尻ット絃ギターに應はしき 奏法ごは日＜他になし Tarrega派の奏法に従順であれ

ば良いのである。セゴウ・イアが云つてる通り （前琥委照）今迄の互匠は生れ乍らに名手に

なつたかの如く、互王の用法に就いてはちつとも語らうごもしなかつた。夕 JVレガの数へ

を受けた Rochがその貴い Memoriesを綴つたのが所謂 Tarrega の数則本で通つてゐる、

Shirmer Editionの P.Roch著 ModernMethod for Guitar School of T arregaであつて、そ

の繹は一琥に詳しく出てゐる虞である。此の数本の世に出たのは既に十年前であるにも拘

はらす、そして吾々は十年前からそれによってギター奏法に開する在来の無定見さに封し

て改革の條火をあげつゞけたけれざも、機闊誌を持たなかった吾々はそれを徹底せしむる

事は出来なかつたのであった。

セゴウペイアの末朝を機ごして漸くその存在をはつき b示されるに至ったが、 Guitar Iこ

於ける Trickの研究に覺醒はしたけれざも TarregaSchool の奏法に於て登醒するものは

少く、自末こヽに三年経つも未だギターの正しき奏注は改革されす、依然さして藉態に」1:ま

る本邦斯界は何ごした事であらう。指導的立協に在る諸先躍には、くざく改革の方法を採ら

れて、あの形態の悪い従末の奏法を止めて貰ひたひものであるo然して同時に絃もガツト

シIVクに張り改めて正則なる自然なる奏法に改革さへなればガツト絃のギクーは昔量がな

くなるご云ふ辟見は夢散するに違ひな いo現在の市販キ・クーの内、高債品を使用するならば

但令 Con('ertGuitarしこ劣るさも従末の鐵絃を使用するよ b満足なる結果を招来する事確質

である。有機的なギクーの弾奏衝、特に右手の改良1こ侯つ慮大なる事をしつかり胸にす可

きである。かくして猾昔益の減退を末すならば、その奏者は餘程粗末な技個の持ち主か、粗

末な築器かご云ふ可きである。

終りにガツトをギクーに結びつけるに、結び目からガツトが切れないやうにする為めに
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次の様に注意する必要がある。尾留めにビンを以て差し込むものご、スペイン式の如くプ

ッツヂに前後に通せる糸穴を通して結ぶものごがあるが、第一ピンで留めるものにあって

はガツトのみで結び瘤をこさへて止めんごするよりは柔き紙片又は麻紐を三四本、束にし

てそれに結び付て上下の穴を通してビンで止めるがよく、而してピンで止めた後絃だけの、

嵌まるフ・リツヂの「切れ目」の巾よりガツトの太さの方が太い時は張力によって切れ目を

無理にガツトが通る為めに不測の切斯を来す事があるからフ•'}ツヂの切り込みをガツトの

太さ 1こ應じて巾を廣げなければならない。フ•'}ツヂの前後に通じた絃の穴のあるものには

穴セ通じて「ワナ」にして結び、結んだ端の餘分を以てワナに捲きつけるならば絃をしめ上

げるごきに自力で堅固に緊めつけ二重に結びを固める複利がある。ナツトの溝は粒の太さ

! Sectionの圃に合せて丸棒鑢で滑かにするを要す。三角形のナツトの溝は徒らにガット

を損する。ペッグに捲きつけるガツトは一列1こ並ぶ様にしないご後で絃セ天地して使ひ直・

すごきに不都合を生するo決して重ねt捲かないやうにしなければならぬ。且つ、なる可く

十分に捲いておくやうにした方が得策だが E H o）ガツトは Pitchまで上げる為めには可

成捲かれるから十分考慮に入れて捲かなければならない。

切れたガツト、シ／V ク絃の結び方o

絃がナツト以上のペッグ寄りの虞で切斯せるものは結び直して再び使用する事が出来

る。但し結び方にはいろ＇いろ j）るが琴糸を結ぶ方法を應用するのが一番強くてい＼。駒結

びでは結び目から復切れて仕舞ふからである。丈夫の結び目としては、結ぶ可き雨端を輪

に結び、その輪の中にお互の絃を通して緊めればし‘>のであるo換言すれば結ばる可き二端

を相封せしめ、各その一端で封手の絃を輪通しして緊めるのである。シ／V ク絃に於ては捲き

線をホグして心の絹束セ柔かき紙にて包みて一本一本の絹繊維が、ばらつかぬやうに便利

にし、前ご同様にして結び、結び目の端の残りは、つないだ雨側に捲きつけ、ホグした捲き線

で再びその上を捲いておくごし‘>のであるo使ひ古した絃は棄てすに Repair用に保存し

ておくさし‘>ご思ふo話が絃の修繕法ご云ふ、つましい話になって来たが無駄をせぬ為めに

は必要な事項である。

因みに GustavPirazzi氏よりの最近の報によれば、東洋向きRllち混氣に堪へ得る力令ツト

粒の製造を始めた由であるから、混氣問題は解消するに至るやうになるであらう。

氏の祗昔の報を皆様に捧げて最後1こ^ ウゼ／Vの居所を書いておかう。

H. Hauser. Muller Stras.-;e 8 

Miinchen Germany 

ピラストロ絃は

Gustav Pirazzi & Comp. 

Offenbach am Mainz 

Senefeldestrasse 80 

Germany 

(2 o. "¥'I 1 9 3 1.) 
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ギタ ーさその名家

マウロ・ジュリアーニ，
ルイ・ウオルフ，

シモン・モリトール

＝（式 ）＝

フリッツ・ビューク

熊本頁忠繹

人がギクーの黄金時代を口にするごき、それは不知不識の裡にァウロ・ジュリアーニ

. (Mauro Guiliani) の名 9結び附けられてゐる o彼は非凡のオを有する藝術家であ b、流星の

如く突然に蔀術の空に出現し、その演伎を以て継ての心を魅了し去つた素睛らしいウ冴 IV

トウオー、fであった。彼は一七入0年ぶロニアに生れ、ヴァイオリンの外にギクーをも學

ん↑ら獨習ではあつたが、間もなくイクリ ー第一のギクリストご稲せられる程にギクーを

修得したo彼は一入00年 より一入0七までの間に殆んざ全ヨーロッパを遍歴し、ウ井ーン

に落ちついて此慮；に一入一八年まで留つた。彼はその統嘆に値するドイッ國内で彼にのみ

特有な演奏を以て、全ウ井ーンの注意を惹き付けた。彼は時代の昔築上の英雄であり、上流

の昔築演奏室の寵兒であり、又彼に先立ち、或は後れて出た如何なるギタリストにも優る名

贅を享受 し富を得fzのであつたo最も有名になったのは恐らく、ジュリアーニがビアニスト

o） フンメル［註ー〕、ヴァイオリニストのマイセーダー ［註二〕ご興した所諧ドウカーテ

ンコンツ工 ,v卜 (Dukatenkonzerte)であらう 。此のコンツ工 JV卜の鴬に、フンメ IVはピア

ノ、ギター、フリュート、｀グアイオリン、セロの総の大セレナーデ作品六十二、六十三、

六十六や作品七十四を書いた。フンメ lVがウ井ーンを去った後はピアニストのモシエレス

［註三〕が之に代り、ジユリアーニ、モシェ vスごグアイオリニストのマイセダーが J-°,イ

ツ國中に演奏旅行を行った3 ジュリアーニは又築界知名の人物、デイアベIV'}、,>、イドン、

シュポー JV、ベートーウ・エン等ごも交際があった。彼は ベートーヴェンの第七交響築の公

演の際も 、ジューボー IVご並んでオーケストラに座り、共演したご言はれてゐる。ー一ギク

ー奏者ごしての 入神の按に加へて、彼は又創造的才能をも有し、ギクーの為に三百以上の

作品を書いた。その内には彼が自分の楽奏の征服者たるばかりでなく、又フリユートやゥ・

アイオリンの支配者でもある事を示す数多くの室築作品がある。彼の作品に濶する嘗時の

批評はかうだo『ジュリアーニ氏の作曲は常に精帥ふ趣味ごを示す。流れる様な旋律には常

に完全な、規則正しく流れて行く調和昔が附せられてゐる』 ごo彼の演奏 に闊しては、同じ

く1胡二三の保存されたニュースが説明セ典へる。それはいふo『一八0入年ウ井ーン。四月

三日ジユリアーニ氏は自身の作曲にか>b、全オーケストラの伴奏を以て公演せられた演

奏會を開いた。珍しいのご、聞いて可憐なのごで、非常な好評であっftc』『ウ井ーンー／＼
デ ルクライネ V ドウーテンザ＿，＂

ー一年。ジユリアーニ氏は六月五日小郷踏會館 (Derkleine Redoute11saal)で最後の

演奏を総し、その競嘆すべき表現力に充ち fこギクーの演奏を以て、相愛らす非常な大喝采

を博した。」

算者註ーJHummel, Johann Repomukピアニストにして作曲家。ー七七八年プレースプルグに

生れ、一八三七年ワイマールに死す。ー八一六年よりジュットガルドに、一八二0年よりワイマールに
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宮廷架長たり。

〔繹者註二］ Mayseder, Joseph.ヴアイオリンの名手。数師及作曲家たり。一七八九年ウ井ーンに

生れ、一八六三年同地に死す。ー八一六年、宮廷附オーケストラに入り、一八二0年宮廷附オペラのヴァ

イオリン獨奏者ミなり、一八二0年カンマーヴィルトウオーゼとなる。

〔繹者註三］` Moscheles, Ignaz.著名なるピアニスト。ー七九四年プラーグに生れ、一八七0年ラ

イプツィヒに死す。一八二五年ロンドンのアカデミーに昔楽の数授となり、―八四六年メンデルスゾー

ンの勧めにより、ライプツィヒのコンセルヴアトリウムの教師こなる。

Vドウーテンザー'"

ジュリアーニが一八0七年六月二十六日、ウ井ーンの葬踏會館に催した演奏會のプ

ログラムは次の様な曲目を列べてゐる 1、チェIVビニの序築 2、へ長調キ・クー用第ニコ

ンツ工JV卜のマエストリ……エム・ジユリアーニ作並に演奏3 3、エム・ジュリアーニの新

しいカウ・アチナ・・・・・・デメトリウス・プードラ演奏。 4、主題 ‘‘Ditutti Palpitti " によるジ

ユリアーニ子息作二個のギクー用の新しい稜奏曲 o……ジュリアーニ及び某氏演奏。 5、

寓景ごロンド “Perchesau bois la pace . "•••…ぶIVガンデイオ夫人演奏。 6、フンメ 1叶作
ポットブーリ

ビアノフオ IV ラごギクー用の新作大國民昔築集•…・・モシエレス及び演奏會主催者演奏o 演
奏會主催者 （即ちジュリアーニ） はその演奏の穂てに於て彼の築器の第一級の名手の一

人ごしてふさはしい尊敬を受けたのだった。

ー入ー五年ウ井ーンよりのニユースは次の事を報じてゐる。「近々令閏ご共に我々の許

を去る JV,i ・シユポー IV氏は十一日マウロ・ジユリアーニ氏ご共に演奏曾を開いた。雨総

術家は、ーはヅアイオリンに、他はギクーに、夫々の築器の完全なる大家ごしての名磐を

立證した」

作曲者ごしてのジユ 9アーニは同時代の人々の間でも、又同じくギクー築諧の内でも第

ー級の地位の一つを占める。そのオペラの三百ご云ふ敷からして既に訛くべき豊富さを示

し、又その作品の多様さは非常な多方面性を表はしてゐるっ是等の作品は継てが同じ債値

を有する繹ではなく、又殿々時代の好肉ご云ふ刻印を着けてゐる。全閤ごして是等は彼が

謂はゞ自分の為に書いたものご、＇出版者の希望に基いて出来、ギタ--;を奏する公衆や彼の

弟子仲間を考恩に入れたものごの二群に分つこごが出来る。債値のある作品が全く初期の

ものであ b、他の作曲家の場合さうである様に後の創作期に底しないご云ふ事は奇妙な現

象である。之によつて彼はその初期の作品は自身の欲求の為に書いたご斯定する事が出来

る。上に引用したニユースからわかる様に彼の演奏會番組に屈してゐた三つの大コンツェ

IV卜は特にさうであった。その内では第二が最も 美 しいものごいふべきであるが、是等三

つのコンツニ IV卜は古典的ギクー築諧の最も大規模な、又最も重要な作品に屈するのであ
フォルム シュチ'"

るo是は形式ご様式に於てはハイドン、モツア IV卜によつて居り、絃築四重奏又は小オ ー

ケストラの伴奏を持つテ IVツギターの為に書かれてゐる。第一ご第二にはアントン・デイ

アベ;v')(Anton Diabelli)が伴奏部をビアノ用に編曲したo是等のコンツエ／V 卜は三柴窪

より成り、ソナタ形式に則り、形式に於ては厳格に仕上げられてゐるo是等は大なる愛好

を受け、多敷の後世の人々によつて公演された。併し市楊からは全然影を潜め、 ＇尚文庫や

知人の蒐集の中に存するのみであるo恐らく之が、何故に現代のギクー研究が其等に注意

を彿はなかったかご云ふ事の理由でもあらう o併しいづれにせよ 、是等のコンツニIントは
コンツェ，レトインストルメント

ジユリアーニカ戸ヤクーから幼稚な衣裳を倒ぎ取り、之を貴重な演奏會用楽器まで高め

るのに成功した事の證懺を供してゐる。是等三つのコンツ工IV卜は作品番琥は三十、三十

-
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ソロ

六、七十である。この外に獨奏ギクーに封しては肉ソナク作品十五番、及び「大序築」

(" Grand Ouverture’'） 作品六十一番を皐げる事が出求るo是等は形式に従へぱ古典的作

品ご云はねばならない。ソナクは殊に進る様な生命ご豊かな旋律に満ちてゐる。肉ウ’ァイ
カンマームジ一”

オリン、セロ、ギターの為の室築作品十九番、グアイオリン、ギクーの岱の作品二十五番、同

じ編成の為の作品八十五番、二個のギターの為の二重奏作品三十番、百三十番も亦古典的

作品に屈する。殊に最後のものはギクーに潜むあらゆる効果を用ひ盛して、ギクーにT度

打つてつけに書かれて居り、ギクー築諧の他の如何なる二重奏も之に及ぶものはない。
シュト ウデ イエン ウニ）レ ク

研究用作品ごしては次のものを皐ぐぺきである。拍子の種類、二重昔及び装飾昔の入門曲

ざして作品一番。作品四十八番二十五棟習曲。この内一部は第ーコンツエ／レトから取って

ある。作品百番プレリュードごカデインツァ c爾餘の多散のオペラの内、現代のギター研究

に債値あ bご思はれるものごして取り出し得るのは、ほんの僅かに過ぎないであらう。成

る程至る所に美しい個所や獨創的な着想やギクーごしての効果に満ちた部分がある事は有

るo併し是等の作品には既に時代の好尚に屈し、嘗時の奏者の要求を顧慮した跡が認められ
スクイ ル メ D-，，ィッシュ

ろのだ。ジュリアーニの様式は多くの個性的なものセ示してゐる 6流れる様な旋律的な線
ポリフ＊ーン

は彼獨特のものである。其れは、ジユリアーニが必すしも常に多昔的でないにしても、嬰

々ォーケストラ的な効果にまで高められてゐる。ジュリアーニには、彼がウ7 アイオ 9ンの

方面から傘、それを否定する事が出来ないでゐる事が認められる。かくて技巧や運指法も

和醗的な ものよりは寧ろ旋律的なものを目指してゐる。即ち彼の技巧にあつては多くのウ・

ァイオリンの特性がギクーに移されてゐるのであるo併し彼は澤山の新しい効果だけギク

ーを富ましめ、その全作品をギクーの本性から創り出したので、ギターに封して無理をし

た様な所は少しもない。同時代の人々や共演者中の傑出しだ人物ごして、勿論彼は多敷の

模倣者を見出し、叉多くの後代の人々は彼の作品から振 b入れた。ジユリアーニをテ IVツ

ギターの登明者ご言った人がある。テ JVツギクーはジュリアーニの出現よりすつご以前に

知られてゐたのだから、是れは正嘗でないo併し恐らく彼はこの築器を利用し、之によっ

て新たに導き入れたのであらう。

メンデ,v (Mendel) の音築辟典によれば、ジュリアーニは (-八二0年）四十歳に充

たすして死んだごいふo併し乍ら、この記述は他のギクー奏者ミカエJV・ジュリアーニ

(Michael Jiuliani):の混同に基いてゐる様である。マウロ・ジュリアーニは一入ニ一年ウ

井ーンを出痰し、全欧洲の演奏旅行の途に上ったo此の時代からは全然記鎌が欠けてゐる。

唯、彼が先づその故瑯を訪れ、ーそれからロンアヘ行って、ペテ炉スプルグで友人のフンメ

JV幻遵逗したさいふ事だけは判つてゐる。彼は其虞で非常な熱狂的歓待を受けたので、敷

年間此慮に居を定めた。ー入三六年我々はロンドンに於て、モシエレス、マイセーダーご

一緒の彼に出逢ふo此慮で彼は競宇者フエ JVテ・イナンド・ソ ,v(Ferdinand Sor)に逢ふoこ

の二人の偉大なるウ冴 /•V トウオーゼに開する意見は脳々である 。 ジユリアーニはそのより

優雅な態度ご、より多く公衆の氣に入る演奏振りごの総に優勢を持してゐるご思はれる。

いづれにせよ、激しい競争が始まる。 そして其の興味は非常に大きく、全然ギクーに捧げ

られた昔築雑誌が現はる程である。第一琥は 「ザ・ジュリアネード」 (The Guilianad) 

の名瑶の下に一入三三年一月に出版の運びごな b、この琥及び次の諸琥はジュリアー ニ、

レニアーニ (Legnani)、 ホレッキ ー (Horezky)等々の作品を載せて居る。

ジュリアーニは英國からウ井ンヘ蹄り、其の死（一入四0年）まで其慮に留つた。英國の
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新聞は死亡報告の中に、世界はジュ 9アーニの死によつて、其の崇拝の封象を失ったけれ

ざも、彼の昔築上の遺産は、現在及び府末のギクリストにこって讃嘆:受盆の無盛蔵の源

泉ごなる豊富な賓を鴬してゐるさ述べてゐる。

アIVフV ツト・ドエ IVフエ Jン(AlfredDoerffel) は一八入四年、ゲグアンド＾ウス•コンツ

ェルト 〔註］の歴史の中に、ジュ 9アーニに就い．て尚次の様な事を書いてゐるo 『誤者は

以前既にウ井ーンに於ける本會の適嘗なる通信員により、ジュリアーニ及び彼の帝都に於

ける少なからぬ令名に開する報告を得られたo併し乍ら彼に開する二三のより詳細な報告

は此鹿でも亦恐らく讀んで不快ではあるまい。マウロ 0 ジュリアーニは非常に頭が緻密で、

洗練され数養ある男である。彼は暫く前までは非常に多くの評判を通して有名であり、ぶ

ローニアからウ井ーンヘやつて来て、色々な方面の興味深い才能、併し主ごしてはその深

い昔築の知識、 〈一部分は）一家の見識、並びに一一それまでナポリやその他二三の中部

及び南部イクリヤの主要都市の外は、軍にしやすくて洒落れた玩具ごして、せいせい小さ

い容易な歌曲の愉快な伴奏位にしか用ひられなかつた一一ー一楽器の賓に統嘆すぺき、全く

ドイツ國を通じて彼にのみ獨特な演奏によつて、ウ井ーン中の殆んざ店息ての音柴愛好者の

注意と愛顧を一身に引きつけた。何物かを創り出さんごする昔柴家には非常な制限をおく

所のギクーご云ふものに示する彼の作曲は精訓Iご趣味を示し、特に又この楽器に闊する新

しい見識か特有な取扱方をも示してゐる。此の最後のものは確かに又彼の名人の域に逹せ

る演奏によって、取りわり明諒に魅戚的に現れて来る 。即ち、彼はギクーを助奏柴器ごし

て用ひるに止らす、快よい流れる様な旋律に完全に、規則iEしく進められた調和音を附す

る一個の築器ごして使用する』

〔露者註J C ewandhauskonzerte. ライプツィヒの古い有名な演奏恨鞘。前のゲウアンドハウス
グローヤス

（一七八一年）に移るま では『大コンツエルト」ミ呼ばる。現在に於ては公演は一八八四年特にその総

に設立されたる新しき 『ゲウアンドハウス」にて行はれ、大描冬）用に二十回の演奏會が服さる （主 ：：：

して梨器又は大合唱曲）。上褐0.::記事は A. Doeiffelの “Festschriftzur 100 ahrigen Jubelfeier 

der Einweihung des Konzertsaals im Gewandhaus zu Leibzig (] 881-188↓)”によれるものならん。

世人がギターの黄金時代 t呼び来つた一時期の最も重要な代表者ごしてジユリアーニは

此の運動の中に傑出した人物こして之を決定しつヽ指導しつヽ立つてゐた。彼ぱその楽器

を技術的完成の驚くべき高度に高めたのみならす、その作品によって之に持久的な存娯ご

登展をも確質にしたのである。

、他の人々は或は彼の例に従ったが、又彼こ同時にギターには、公開の演奏會に於て之を支

持し、その為に作品を書く澤山の大家が現れた。かくて間もなく莫大な築譜が出水上つ↑砂

出版者逹は之を求め、之が為に力を盤し、パリ 、ロンドン、ウ井ーン、べ Jレリン、ペラ JVス

プJVグの様な大陸の大都市はギクリストの生活が光輝セ放つ中心繋ぶこなった。ギクー 0)硲

に盪力し、この築器セ習ひ、かくて模範を示したのは、就中上流祉會であった。その為に

人はこの運動の全盟を好んで一つの流行だご言ひたがるのであったo併し＾ンスリック

(Hanslick)が、その音築史に言ふ様に『ギターの女1Jき伴奏柴器セ演奏會用楽器に高める事

が出来たのも箪なる流行に過ぎない、ご言った個々の墜も公衆の熱心に面しては鳴りを

ひそめた。』この運動が享受した散十年にわたる存績セ廣い普及も亦その内面的な必然性

を立證してゐた。

生れはイクヅ一人であったが、ジユリアー＝はイク 9ーのギダー研究には僅かの影響し



（14) Musikfreund 

か及ぽしてゐない。従つて我々はイタリー派の最も重要な代表者たる彼を、本末からいヘ

ぱ、イタリーに於けるギター研究の代表者に数へる事が出末ないのである。むしろ彼の活

動は 1:イツに於ける上述の過程ご非常に密接に結びついて居るから、我々は彼を殆んざド

イツのギクー研究及びその勃興に組み入れる事が出来るであらうし、又本嘗からいへぱ組

み入れねばならぬのである。

ドイツにさつては、ウ井ーンがギクーに心血を注ぎ、之に登する興味を喚起する事の出

末た一園の重要なオ人逹の登詳地であった。ウ井ーンがドイツに於ける穂ての昔築上の生

活の中心地であった様に、ギクーも亦、其虞に好都合な地盤を見出し、ジュ 9アーニの様

な非凡なオ人の出現は獨りウ井ーンの公衆やウ井ーンの祗交界に何等かの宵を結ぷ刺戟的

な作用を及ぼしたのみならす、爾餘のド．イツ國の継ての方面にも、その波を送つた。

既にジユリアーニよ bも十二年前、 JVィ・ウオ／Vプ (Louiswolf) 'c云ふ人が復ギクー

〔註〕で困難な又激しい栗器用法をしたコンツェJV卜を演奏してゐたo併しそれによつて

取っ立て>言ふ程の効果は欅げなかった。ギクリストの運動に格別の影響を典へる事もな

く、彼はウ井ーンのギター弾きごして、慎ましやかな薄暗が bに生活してゐた。

貫者註J Doppelgitarre.一八〇七年ヨハン、ゲオルグ、 シュクウフエルの製作に力‘>るo此のギ

クーは著しく大なる昔域ミニ重となれるネック及ぴ重複せる絃を有す。 即ち大なるギクーに小なるギ

クーが連結せられ、母子たる雨者は通常の絃を有す。唯後者はオククーヴだけ高く調律せらる。然し、

雨者を同時に奏する事を得ざるは勿論である。

生粋のリュテイツヒ人、ンモ・／•モリトー 1v (Simon Molitor)も・同じくギクーのウ冴 Jレト

ウオー、／及び昔築牧師ごしてウ井ーンに定住し、ギターの為めに澤山のものを書いた。最

も債値のあるのは、恐らく彼が自分のソナクの序言として添へた大部の著作物であらう。

之ば、ギクーの起源よ b始めて、希恩ての登展段階を説明し、此の築器の衰徹の原因を明らか

にせんご試み、最後に此の築器に具摯なる開i心を彿ひ、其面目に研究する事を勧める。そし

てこの大ソナクはその試みに供せられる のださいふo此の著作は特に嘗時の朕態セ判晰す

る篤によい材料さして役立ち得るから、非常に良い又貴重なものであるにしても、モリト

ールの作曲は著布が之を以て逹せんごした所のものを質現する丈けの力はない。是は其の

正確な昔楽的な作曲法を除けば、創造的天賦の皆無を威ぜしめ、良く出来てはゐないが、内

容的には全〈乏しい軌道を辿つて行く。モリトー JVの著作並びに大ソナクは最近ミユンヒ

エンの雑誌「ギターの友」 (Gitarrdrennd)に公表された。モリトーJレの此の外の作品ごし

ては尚ウ・アイオリンごギターの為の競奏的ソナクニつ、ヴァイオ 9ン又はフリュート、ウ・

イオラ、ギクーの総の競奏的トリオニつ、ギクーだけの総の大ソナクニつ、ギクーだけの

為の愛奏曲一冊、及びロンド一つセ畢げる事が出来る。ヴァイオリンごギクーの為のソナ

クはウ井ーンのコ・ル (Goll)の新版で出てゐる。

モ9トー／レの外にまだウ井ーンや其他 l:ィッ國内には一群の昔築家や好築家が居て、ギ
ハウスムジーク

クーを純粋な演奏會用築器ごして守り立てヽ行ったばかりでなく、家内昔栗にも採り入れ
カンマームジ＿ク

やうご試みたo彼等ば、ごりわけギターの為に室築を書いた。之は恐らく重要な債値に

到する要求を満足する事は出末なかつたが、惧ましやかな藝術の一種ご云ふ範園内では、家

内で昔築セ嗜むごいふ欲求を充すこさが出来、そしてその内部的な伯値のお蔭で我々の時
ハウスムジーク

代まで残存して来た。人が今日家内昔栗の概念を以て表はす所のものは、昔築生活が専ら

昔築會場でのみ行はれるのでなく、又未だ職業的昔築家の特樅でもなかつた時代、之に反
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して昔柴的数育の高い段階にあ b、特に室築1こ心を注いだ好築家も亦居た時代、全くそん

な時代に、その起源を得たのである。＾イドン’ごモツアJV卜が室楽様式を創 b出した。今や

この二人の巨匠の弟子逹は無数の容易な、而も殆んざ常に細工こして優れた室築の作品に
デイレツダンテイズム

於て、築器に於ける彼の廣汎な素人 凝り性の展開1こ役立つた材料を寄典した。此の好

事癖は大きな蔀術史的意義があったo高貴な貴族や富搭な人々の所に出水た色々な私立築

圏はその上に室築の登逹が進行する事を得た素地を典へ、その上に室築が豊かに登展した

地盤を鴬した。嘗時、器楽、殊にクワ /Vラットやトリオは、現在合唱圏謄が合唱に封する

こ同じ熱心を以て好楽家の捕ふる所であったo 此の時勢のそれ相営な反映はギターの上に

も落ちて来た。かくて我々はギターも亦友誼的競争の裡に、ヴァイオリン、フリユート、

ゥ・イオラ、＾ンマークラウ・イー／V ご室築や家内築に於けるその地位を季つてゐるのを見

る。

此の時代に登生した室築は必すしも専門昔築家によつて嘗かれたものでなく、 好築家の

手に成つたものである。併し之らの好築家逹は音楽的敢養の高い段階にあったo従つて彼

等の昔築は必すしも、そんなに悪し．、ものではなかつたc併し専門昔築家がギクーに手を染め

る場合には、多くは特殊の楽器を奏し、之をギターご結合した様な人であった。従って又

彼等は室楽様式の為に努力するご云ふよりも、其の築器を目立たしめるのに役立つ様な一

種の特殊柴諧を創り出した。

此の場合にも時好に媚び、之等築諧の大部分がそれに影薯されてゐる事は否定出末ない。

モリトールはその著書の中にこの状態を慨嘆してゐる。日く、 『彼等の楽器の為に書く人

々が、自らの櫂利をギクー自身の為に登現せしめるかざうかは、 ーに力心つて、彼等が常に

民衆の淡蒲さに媚びる事をやめ、進んで好築家により良き曲種を供せんご努力する事にの

みよるであらう」ご。彼は何ょ bも、より良き曲種を念頭におかんご努めてゐる。後の者の

内に、 v オナ戸ド・ド•力 ;v (Leonhard de Call)、力 IV') （Carulli)、デイアベ,v')(Diabelli) 

及びマテイーグカ (Matiegka)を敷へてゐるo我々はこの貼でモリトー /Vを正裳ごせねば

ならぬo何故ならば、彼は正しく我々に有用な築譜を遺してくれ、又彼等の室築は一部分

今日の音築上の専門的批判にも堪へ得る所の名前を畢げたのだから。 （績）
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タルレガ教則本

第二回

パスカル・ロツチ著

宮下悛二繹

第十七章 ギギクーの音域、昔程、及び同一昔、昔域

フインカ・ーぶードのフレットは半昔刻みさなつてゐる o随つて或るフレットで絃を押へ、

次にそれに頷く上或は下のフレツトで押へるこ半昔が出るo開放絃で弾いて後、第一フレツ

トで押へた瘍合も．上こ同様である。例へば

同一昔

フレットの順序に従ひ第六粒を押へて行くと第五フレットで第五絃の開放絃ご同一昔A

を得。第六フレワトでは即ち A＃で第五絃を第一フレットで押へた A＃ご同一昔である。

第七フレットでは即ち Bで第五絃を第ニフレットで押へた Bご同一昔である。同様の質

瞼が他絃にも出来る。

P. 2 5． 全昔階

かう云ふ同一昔は、任窟の絃ど、それの直＜•上の絃ごの間で、初めの絃を五フレット上を

押へれば出し得る。只例外は第三絃は第二絃より四レフツト上を押へる。

第五絃は第六絃より （昔程から云ふて）高位にあり、又第四絃は第五絃より上にある。以

下同様。

p_ 2 6. 各同一昔 には、その昔符の下に黒貼を附して示してある。

ギクーには同一音に第一、第二、第三と三つの種頬が夫々ある。

第一種は第二糸玄上の第五フレットより第十六フレットに至る同一昔、第三絃では四フレ

ツトより入フレワト迄、第四絃では五フレワトがら九フレツトまで、第六絃では五フレツ

トから九フレツトまでの夫々の同一音を包含する。

第二種のものは第三絃の九フレ、；；トより十六フレツトに至る間、第四絃では九フレツト

より十三フレット迄、第五絃では十フ V ツトから十三フレツト迄、第六絃では十フ V ツト

ょb十四フレツト迄の同一昔を包合する。

第三種では第四絃の十四フレワトから十入フレワト迄、第五絃では十四フレワトよ b+
入フレッ ト迄、第六粒では十五フレツトより十八フレットまでの同一昔を包含する。

第六絃の初めの四昔は第一•絃の最後の五昔ご同様、同一昔を有しない。

同一昔は小圃中の敷字で示され、その数字は用ふべき絃の番琥に相賞する。

例へぱ ②は第一絃の開放音 Eが第二絃の第五フレツト即ちその第一同一昔で奏くべき事

を示 してゐる。

① は同じ昔 Eが第三絃の九フレツ日即ち第二同一昔で奏すべき事を示してゐる。

④ は第四絃十四フ vツトで （即ち第三同一昔）弾くべき事を示す。

⑤ は第二絃の C昔を第三絃の第五フレツト即ち第一の同一音で奏くべきを示す。

P. 2 7. 開放絃

開放粒で奏くべさ昔符には、その右か上か下かに“〇’'印が附して示してある。決して
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左方には附けないc

練習題

練習第一

此慮に “P’'は拇指を表はす。 （スベイン語の Pulgarは拇指の意）練習者は上の練習題

を第七章で説明せる如い拇指の tip-jointを動かす丈けで再三再四、而かも極くゆつくり

練習するを要す。絃セ彊く毎に拇指は四十二頁第三闘 （原著）に示せる如く、人差し指に

煎れねばならぬ。

P. 2 8． 輩ー交互運指の練習

公式 i, m_ m, i__m, a.._a, m 

i,mや aは何れも右手の第一、第二、第三指を表はし、昔符の上、下又は左方に附せら

れ、右方には決して附けぬ。

練習者は各指の運動に従ひ手が上らぬ様、正営な弾絃法を忘れてはならぬ。

［註〕 トレモロ (Tremolo) の練習に至る迄の此等の色々の形式の交互運指によつて

占められた頁数は、各練習題等に封し、四種の公式に應じて同一練習題は四度練習しなけ

ればならぬから、四分の一減頁されたものご看倣し得るご云ふ事を注意しておく。

交互運指練習は、用ひる指の組に従ひ、箪ー、複合、辿績の三種類に分ける。

P. 2 9・ 第一形式

1234の文字は夫々左手の人差指、中高指、薬指、小指を示して居八築諧記琥法によ

b昔符の上下又は左方に附し、決して右方には附けぬ。

フレツト．に封し離して指を保ち、各指が封應する昔を押へたなら、昔の下降までそのま

>離してはならぬ，下降の時には正嘗なる順序を以つて順次に指を離す。即ち最初に第四

指を離し、次に第三、第二指を離す。

最後に第一指を離す。

〔註〕 上昇 (ascendor go up) ご云ふ事は、昔榮的に云つて、第六絃より第一絃に進向

する事であり、下降 (descendor go down) ~云ふ事は、第一絃より第六絃の方に向ふを

云ふ。

第二形式

（原著、 陪築〕

かを第二指で押へる際には、 C,ifが反復されるから、 C を押へてゐる第一指を離し

てはならぬ。同様に第三指も第四指も、その上の指が用ひられてゐるごきは、そのま〉ご

する。

P. 3 0， 練習第二

第二形式

（原著、 陪築〕

(a)、第二小節で E昔に第一指を移す際に、手首の動作丈けでフインガぶード上を江ら

さねばならぬ。第三小節で qに移る際にも同様である。下つて来る時には、第五小師で

ばから Eに第一指セ江らすご同時に、第四、第三、第二の各指は Gh.p.F拉を押へねばな

らぬo第六小節に於ても同様である。第一指は指を移す際、決して目に見わる程フインガー

示ードから離してはいけない。

(b)、一般に左手に到して、糸玄を押へる時には指闊節を曲げる事を頭に入れて僅かねぱ
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ならぬ。誤った仕方で指を押へるのを防ぐに努を惜しむ勿れo

(c)、左手に於ては、常に指の順序に従ひ、同一指を蓮用してはならぬo この連用の癖は

左手の位償を褻へる時即ち昔階を上つて行く第四指から第一指に菱る場合或ひはその逆の

場合に最も陥り易いものである。

〔附記〕 之等の練習題は全部入回反復せよっ

（原著、 築陪）

左手の指使は四種の公式を通じて何れも同じであるから、不必要ご思ひ敦字を附ける事

を省略する。

P. 3 1. 練習第三

（原著、 喪譜）

第二形式

（原著、 楽譜〕

昔階を上る場合、第四I]ヽ節の Aか第五小節の F＃に第一指を移す際、第三指、第四指も同

時に Ab及び Ghを押へて居らねばならぬ。

P. 3 2. 左手の指使ひは上ご同様である

〔原著、 榮譜）

P. 3 3・第一形式

隣接二絃にまたがり、且つ低昔を附した練習o

（原著、 築譜）

上の絃を押へてゐる指が下の絃に獨れぬ様注意せよ。若 L獨れてゐるご下の絃を弾いた

時に鳴らぬ。

(a)、各グIVープの最後の昔を弾いて了ふまで下位の絃を押へた指を離してはならぬ。

この事は注意を要する事で、特に下向に際して全く機械的に、この誤りに陥り易い。

(b )、第ニク•/Vープを弾いた後、第 1 指第 2 指は A が C C菱則3度昔） を同時に押へね

ばなられ。 そして他の指は歿りのクつVープに適する様それに従ひ動かし、下るまで指を押

へたま ヽにする。下降は同様 2指づ>でやる。

（附記］ 昔の右方 （決して左方には附けぬ）に附した小圃中の敷字は、典へた昔を弾く

ペき絃を示す。即ち既に説明した様に夫等は同一昔である。

〔原著、 祭陪〕

これは Bが第3絃で、 E が第 2絃で弾かねばならぬ事を示す。以下同様。

第二形式

〔原著、 築陪〕

拇指は躇にその指先丈けの運動で、絃を弾かねはならぬ事に留意せよ。

P. 3 4. 練習第四

第二形式・展開

（原著、 祭陪）

左手は同一指使である。

〔原著、 簗陪）

公式が違ふ丈けで他は何れも同じ事であるから、上昇にも下降にも前ご同様に績けよo

左手は前引同様。



（原著、 榮譜）

上ご同様に組けよ。

左手は前t同様。

（原著、 簗譜）

上ご同様に績けよ。

p, 35. 練習第五

形式第ニ・展開

（原著、 簗譜J
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3度昔を押へる指は、同時に押へて、且つ第 1指がフインガーボード上を滑かに江つて

占むべき位置に移つて了ふまで離してはならぬ事を銘記せよ。

公式が違ふ丈けで他は何れも同じ事であるから、上昇にも下降にも前ご同様に綬けよ。

〔以下簡鼈なる注意で既に繹記したものは重ねて繹出する事は省略する〕

（原著、簗諮、 3例）

P. 36. 複交互運指の練習

第 1、2例

（原著、 祭陪J
第 1例に基く練習第六

（原著、 榮諾J

P. 37. 練習の為に箪ー交互髪化の練習の 4公式セ應用せよ。

（原著、 築陪・J

P. 38・ 第 2例に披る練習第七

（原著、 探譜）

箪ー交互運指練習題に上の四公式を應用せよo

（原著、 栗陪J

P. 39. ［築諧〕

P. 40. 述績交互運指の練習

練習第／＼

（原著、 楽陪〕

P. 4 1． 左手の指使は上の練習ご同様である。

（原著、 築陪J

P. 4 2. 右拇指の用ひ方

練習 第九

i, m, a,の指を弾かすに絃上に置け。

（原著、 楽譜J

輩1こ拇指の指先きを動かす丈けで弾け。

i, m, a,の各指は即ちG-B-E第 3、第 2、第 1粒上に、第 1闘に示す如き恰好で手を

圃弧状に曲げ、指先きで支へて、指関節は僅か曲げる。

準備が全く具つたら、此等 3 指を軽く寄せる。さすれは•m指は八示し指に爪の中央まで覆

ひ乍ら重 b、a指は m指に軽く躙れる事がわかるであらう。

和絃の演奏には、かう云ふ形で指が働かねばならぬ。

練習の終 bまで指が離れぬ様注意しなければならぬ。
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P. 4 3: i, m, a,の指を弾かすに保て。

（原著、 祭陪）

i, m, a，の各指を絃上に置かぬ塩合の右拇指の使用法。

限に指先き丈けを動かし、手は静かに保て。

〔原著、 楽陪〕

以下餘りに煩雑に亙る所は C原著0棄譜Jを省略致します。 （編輯者）ー一

P. 44. 拇指を他指より獨立して使用の場合。

睾ー交互運指に於て

複交互蓮指に於て

P. 47. 限ー交互蓮指に於て

練習第十四

複交互運指の四公式を、これご次の 3練習に應用せよ。

P. 5 0. 公式以外は上ご同様に行へ。

P. 5 1. 今迄の練習の色々な展開。

上の 12の例題を全部行へ。

P. 5 2. トレモロ （顧動昔）

（重要部分）

トレモロは聰くものにごつて最も驚畏すべき叉氣持ち好きギター効果の一つである。そ

れを立派に演奏するには指の間節を曲げて絃を弾く練習を行ふ事が肝要であつて、それは

i, m, a,の各指を手を殿げろ事な〈出末ろ丈け糸わよ b高く離し、力強く打つべ含昔に営て

ろにある っ常に 3 本の指が同一絃で一種昔を弾かねばならぬのであるから、最初は主こ

して艇指の蔀弱ご鈍重に原因する此等 3本の指から出る力の不平均1こよって、卜 V モロが

非常に不均等になる事が認められる。

トV モロは次の四方法で行ふ事が出来る 。即ち Simple-direct箪純直接法、Simple-reversed

輩純逆進法、 double-direct複直接法、 double-reversed 複迎進法複である。最も普通なの

は輩純逆進法である。 卜V モロは昔符で書かれたものに應用されるのであるから、従って

昔は何れも時問から云つて同一長さであるから、若し平等に弾かなければクイムを外して

弾く危険に陥る事ごなる。

薬指が良好なストロークでスクートして5扇くべき昔を弾けば、他の指は、これに従って

巧く行くが、若し築指が不注慈に動くご他も亦これにならふ。

直接法、逆進法の 卜V モロに於て、云はゞ槃指の目が覺めるまで薬指が弾く各昔にアクセ

ントを附ける様にすれば好いご思ふo さうすれば遂には卜 V モロが平均に快い効果を、も

たらして演奏される様になる。

〔附記〕 トレモロでは、迅速な場合を除いて第 9章で説明し、又今迄應用されて末た

様に絃を弧く事は物理的に不可能であつて、従って此場合には演奏に営つて指は僅か曲げ

る。

勿論、指が動いてゐる時は指開節を曲げてはゐるが、胴節を曲げる特別な練習を奨める

のは極端なフォームを意味してゐる。

P. 5 3. （原著、 築陪〕

P. 5 4. (a)上の練習に於て 2本の指(1,4,）は輩に手首の運動丈けで同時に移す丈

けで、拇指でネックセ腿する事なく、手が適嘗に闘弧を書き、且つフイガガーボードこ平行
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する様注意する。

腕に何等力を加へてはならぬo この法則は常に銘記するを要する。かうすれば左手は自

由で軽い。絃を歴する力は輩に指からでなければならぬ。

(b) 下降に営つて第 1指を一つのフレツトから他のフレットに移すごき離す云はヽ・

第 4指の支持に頼り易いから注意を要する。 これ等 2本の指は、あたかも一つのものであ

るが如くに滑かに一緒に動かさねばならぬ。

次の練習を下0)公式で行へo C原著、楽譜〕

3本の指は絃から離さす、ネックを拇指で艇せす、手首を極めて柔軟にして一緒に移動

ささなければならぬ。

P. 55. （原著、 祭譜〕

箪ー及複合交互蓮指のあらゆる型式を前の練習題に應用せよ。夫等は出来る丈け色々な

風に練習しなければならぬ。

C原著、 楽陪）

Capotasto（バレ）を述べる際にトレモロの練習題を更に掲ける。

p_ 5 6. アJVペヂオ

アJVベヂ．オを行ふには、 i,m, a, 0) 3本の指が全く互に密接してゐる事が必要であって、

それは演奏中指が出来る丈け絃に接近して保↑これ、従ってア JVペヂオ或はプロークンコー

ドを行ふに必要である最高の速度セ登揮する位置に置かんが総である。この際拇指は、

第 1指及び他の指が弾いてゐる間は前者に相封して保つ。

ア／Vペヂオを奏する時には少くごも迅速な動作では、第 9章で述べた女11く今迄やつて末

た風に昔を指で弾き、箪に指が絃1こ軽く獨れるに止め、手を多少ごも通常の位趾より動か

さぬご云ふ事は殆んざ不可能な事である。

さて aの指は、その止めてゐる位置の闊係から最高昔を弾く事ごなり、奏者の、意志に應じ如

何なるアクセントでも此等の昔に典へ得るから、一般に此等最高昔がメロデイーをもつて

ゐるのでエキスプレッシ・ヨンに都合が好い。

アJVペヂオが一度巧く弧ける様になったら餘 b、その練習をやり過ぎぬ方がよし‘o時々

復習する丈けで充分である。

種々の例と形式

第一形式

(a) 各ク•JVーブの 2 指を共に押へ、指使ひが婆るまで動かしてはならぬ。

(b) A ナチュラ／V を押へてゐる第3指がパに移る際は反封方向に、これを江らし

て行ふ。

(c) 第 2指は全練習及び次の 5箇の練習題を通じ、第 4指上の Eから動かさす押へ1こ

ま~ Iこする 。

P. 5 8. カボクスト （バレ）を述べる時にア JVベヂオの例を更に皐げる。

P. 59・第 2 部

スケー／ン （昔階）

ギクーでは昔階は最も大切であるから、その練習を始めるに先立ちフインガーぶードの

違った部分に、それから離さす指の各々或は全部を、箪1こ手首の動作丈けで滑らかに江ら

して移動さすのを自由にする様な二三の練習を行ふがよい。
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P. 6 0. (a) 上の諸公式は全ての絃を通じ、フインガーボードの部分でも用ひら

れる。

(b) 梨指につき述べた事に附加して特に営然容易である公式の 1或は 2ょりも 3乃至

4を全てのクラスの昔階1こ亙つて練習する事を奨める。此の提告を無視する事なければ十

分の酬ひはある。

雨手の指隅節の柔軟な事は昔階をやるには、ざの黙から云つても必要な事であって右手

の Articuration （闊節の屈折）に就て既に述・ゞた事を思ひ出して欲しい。全く同じ事

が左手の指にも云ひ得るのであつて、その指先きは前よりも一層絃を押へるごき小槌の如

く垂直にフレットに落下しなければならぬ。

而し、いつもかうであるご思つてはならぬ、寧ろ反封である。その理由は押へる指、う箪く指

が終に近ければ近い程、昔は速く弧けるし、又それ丈け澤山演奏する事が出来る。而しア

ーテイキユレーンヨンの豫備諫習をしなければ、ギターの出す昔は弱い。フォJVラを奏す

れば此フオ／V テが快い昔であつて決してキーキー云ふ昔である事は望まぬ。ピアノで弾く

ごするなら此極端ご所謂繊弱なクッチごを混同してはならね。

頑者は第 1部を通じて便利ご思ひ再三再四反覆した交互蓮指の夫々の形式に封する諸公

式を細つた以上、以下の頁に於ては箪に最初1)昔に夫等を示すに止める事ごする。

P. 6 1. 雨手のアーテイキュレーションの敷例

(a) 指は夫々の昔を押へた後も下降の際まで離さすにそのま 'loIこして償く o この事は

再三主張して置く。

(b) 昔階練習では箪に輩ー交互運指の第 1及第2公式が應用される丈けである0けれざ

も設者は四公式全部を行はねばならぬ。薬指に就ては殊更であつて、かうすれば薬指がよ

く利く様になる。

P. 6 2. クロマティック・スケーJV

上昇には指は絃が稜る迄押へたま>しこする。下降に嘗つては第一指を押へるぺき昔に江

らした時に他の第 2、第 3、第 4指も同時に夫々の音の上に行つて居らねばならぬo尚下向

を緻けて第 2絃に移る時には、 4,3, 2, 1,の各指は夫々同時に Eh,D, Db及 Cの上に行

かねばならぬ。他の絃1こ於ても同様であるが、第 3絃の時は例外で第 4指が加はらない。

次の例題では第 13フレットまでJ:つて行つて弾く揉になつてゐるから、拇指は第 4圏

で示した様にネックを指先きで、しつかり支へて外れぬ様注意せよ。同時に多少1こ拘らす身

骰を左側に傾けてはならぬo右足の踵セ浮かして爪先きで支へる事はよくないo この習慣

は第 12フピ‘ジト以上で、拇指を以て弧く時に最も陥り易い。

此章に緒＜昔階では C長調よ b始め、次の各昔階は半昔づ>高くビつて進んで行くのが

適嘗ご考へた。各昔階には左手の違つた指使ひを典へられた任意の昔階が演奏され得る他

の塩所をも示してゐる。かう云ふ風に練習をして貰ふ特別の目的はフィンカ、一示ードに充

分なれさせる（昔築的に云つて）に外ならない。

P. 6 3. （注意、第 4岡ぱ ‘‘Offthe neck "の奏法を示してゐる）

長昔階

ノ、調昔階

(a) 絃が菱るまで指を押へたま'),Iこして置くぺしo此法則は全ての昔階や類似の築節
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に於て遵守せよo

(b) 第 1糸立上の Fから A に移る時、第 1指を江らせ、逆も行ふo即ち下降の時には第

1指が A から F に江るご同時に第 3指は G を押へねばならぬ。

(c) 或る絃よ b他絃へ移る際特に下降に嘗つては下位絃で最後の昔を弾いた指を再び

用ふる習慣に陥り易い。これを避けるには指を高く 、ゆつくりご學げたらよい。さうして一

旦固つて了へば、なかなかなほり難い映貼となるo此習慣に充分注意する様になる。公式の

順序を改菱しftb省略したりしてはならぬ。

P. 6 4. (a) Gから A に移る時、第 1指を江らすべし。その逆も行ふ。

(b) 下降1こ嘗つて下位絃の最後の昔を押へた絃は第 1粒或は直ぐ次の上位絃を押へる

まで、そのま~ Iこ保てo この法則は、あらゆる場合に於てよい結果をもたらす。

第 4指が第 2絃で Fを押へてゐる時、第 1指をそのま-::,Iこせよ。第 5粒で D を押へる

時も同様である。

(a) 上昇の時、第 4絃で Bを押へる第 4指は A を押へてゐる第 3指を離さすに搬げ

伸ばさねばならぬo次の昔階中、同一或は類似の場合には同様に行ふ。

(b) 次の例題では下降の指使ひは上昇の時ご同一であるから省略する。

拇指はネックの裏に保て。

P. 6 5・ 第 5絃で始め、第 6絃で終へよ。

他の昔階でも示された様に弾き終つたら上ご同じ様に行へ。

P. 67． 下降には第 3絃の Cを押へてゐる第 1指を Gに江らす様注意せよo第 4

指は B に、第 2指は A に直ちに行かねばならぬからである。

P・ 71. 2箇のエンノ‘ーモニツク昔は昔階では同じ位置を占めてゐるo従って上例

及次の 2例は昔の名稲が異る丈けで、何れも F＃の昔階ご全然同じである。

Fからは上昇昔階の指使ひは今迄のご同じである。

P. 7 5. カボクスト（バレ）を述べる時に長昔階の例を更に皐げる。

p, 7 6. 短昔階 ・

イ短調シ、長調の闊係

(a) 下降には第 1粒で G-il-から Ghに第 3指が江る時に第 1指を離してはならぬ。

(b) 下降の場合は異つてゐる短昔階の指使ひに特に注意せよ。

第 4階が第 1粒上を Bbから Aしに江る際、第 1指はそのま汁呆つ。

p. 8 0． 上に示した様に績けて、もつご昔階を書いてもよいが、第 6、第 6、第

4絃になるさ‘'オフ・ザ・ネック ”(P.63参照）で彊くので難かしいから省略する。

P. 8 4. カボクスト （バレ）を述べる際更に短部階の例を掲げる。

注意： Thirds（三度昔）の練習を初める前に、ある瘍合には此れを弧く のに是非必

要な Ha!LCapot邸 to（小バレ）を説明する必要がある。

P. 8 5. ＾ーフ•カボクスト （小バ l/）のやり方

第 1指を任意のフ レット上第3、第 2、第 1絃の上に或は之等 3本ご更に第 4粒の上に及

つて伸ばす。 （或る協合には同様にして第 5粒上に及ぶ事もある）拇指は指先きでネック

のほゞ中央下を、しつかり支へ、決して指開節の虞で支へてはならぬ。

・第 1指の先きの 2指骨が小バレを行ふの1こ嘗らねばならぬのであるが、大多数のギク 9

ストは賓際は、これご全然反対でなければならぬ 1こ拘らす中央の指骨を曲け＼腕を後に引く
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癖があるo指は完全に其直ぐに伸びて居り、手首は曲げ、手は程好＜圃弧状をしてゐなけ

ればならぬ。第一指の第一指骨は一般に指がフレツトごなす平行線より若干偏れてゐる。

そのJ:.、かう云ふ風にするさ第 2、第 3、第 4指の動作に力さ獨立性が得られて、左手の

位概は自由且つ優美ごなり、築節が愛る時には特にさうである（第 5闘を見よ）。

拇指の構へ方に於ては第 6闘を参照せよ。

P. 8 6・ 第 6闘（下方から見た左手）

(a) 小バレは次の様に書き表される。 M. C, la, M. C. 4a，等。これは第一指を第 1フ

レット、第 4フレツト等で絃の上に伸ばして置く事を云ふ。

(b) 貼線は M.C.（小バレ）が何虞まで績けられるかを示してゐる。

M. C. 91¥まで績け後、逆に下降せよo

P. 87. (a) 小バレの指ご第 4指は腕の力を藉らす輩に手首の動作丈け動かす。

一方拇指は指先きでネックを駆し乍ら築に保つ。

(b) 下降に際しては第一指が移り戻る時、あたかも第 4指を支持物ごするかの女n〈し

て第 4指よ b前に離れ易いから大に注意を要する。

これ等雨指は一謄をなす如く一本の指の様に一緒に動かねばならぬ。

P. 8 8. (a) 昔階を順次に M.C. 9~ まで綬け後、戻蹄せよ o

(h) 常に第 1指を其直ぐにせよ。

注意： 手が苦しくな b初めたら散分間フインガーボードから離し、手首で手を後に

曲げよ Q 自分の頑張 bを誇つて過度に自らを疲努さすよ bも寧ろ暫時練習を止めた方がよ

い。

(a) M. C. 1がまで績け後、戻蹄下降せよ。

(b) 第 3指は絃J:.Iこ小槌の様に落下する様に曲げよ。でなければ第 3絃に軽く獨れ、

昔を止める。

P. 8 9. 三度昔の昔階

(a) 第 1指が江つて位置の髪化を行ふまで指は押へたま':>Iこせよ。

(b) 各到の他絃でもこれを練習せよ。

注意： 3度昔を弾＜ i,m,の 2指は夫々先端の 2指骨の僅かな運動丈けで手を跳らし

又は動かさす手に向つて内側に指を引き寄せて弾絃しなければならぬ。

〔附記〕 次の諸練習題は最も普通な i,m,の公式によつて練習を行へ。

注意： 次1こ示す 3度昔の長昔階は、この鍵附琥に附いてゐる材bの頃序に従って配

列してあるo短昔階はその次にあ b。

P. 9 0. 3度昔の長昔階

他の封の絃に移る迄即ち第 1指が第 2絃ご第 1絃に移る迄 3度昔を押へたる指を、その

まヽ 1こせよ。

例へ 3度昔の練習で左手に他の指使を用ひ或は又同一昔階で上昇3下向ごの指使ひを違

へても、一つの正規な形式を用ふるが便利であるご思ふ。

P. 9 3. 下向には第4絃の E を押へた第 1指はその儘にせよ o第 5絃の Ct

共にも一度弧かねばならぬからである。

P. 9 4. 手を離してはならぬ。 3度昔を押へてゐる指をフインガーぶードに沿ひ江

らせ。



． Musikfreund C 25) 

p. 9 7． 左手は特別な指使ひをする。

2絃上の 3度昔の長昔

B-D から C—D に移る時には第 1 指を江らして第 2 指の後に持つて行け。

第 4指iこ封し他の極めて質際的な使用法

種々な指使ひで他の昔階を練習せよo

P. 9 8. 2絃上の 3度昔の短昔階

右手に到する 2種の形式

3度昔の昔階の初めにある 6箇の基本例より選澤して右手に番｝し、更に種々の型を練習

せよo

注意： 諸君ぱ勉めて此等の3度昔を練習するものご信するが、これは一般に餘りに怠

られ勝である。特に短昔階に於て而り。卓越した我師の隈々は嘆じられた虞である。

6度昔の昔階

右手の形式

最も普通なのは第 1形式である。

P. 9 9・ 長 6度昔

下降には指使は逆であるつ 2-3, 3_4の指を用ひよ。

短 6 度昔

下降には反封の指使をする o 第 3 さ第 2 指及第 4~第 3 指を用ひよ。

.~ 

P. 100. 左手には他の指使ひも使用されるが、而し 3度昔に就て述べfこご同じ理由

から、それを便宜ごは思はぬ。

P. 101. 6度昔の練習は昔栗に多少素養のあるものには極く容易な事であるから、

上掲の諸例によつて、歿餘の昔階の練習を綬け得られるご思ふ。

6度昔のトレモロ

8度昔の半昔々階

p, i, p, m を交互に用ひよ。

下降には逆の指使ひである。

P. 102. (a) 下降には指使ひは反封である。

(b) 第 2、第4指が押へる時には第 1 第 3指をそのまヽにする。

(a) 綬行し、下降には反到の指使ひをする。

(b) 第 2、第4、が押へる時は第 1、第 3はそのま ¥o

(c) P, m, p, i-p, rn, p, a,-:-P, a, p, m,の公式を用ひよ 。

(d) 第 5'I!第 3絃、第4ご第2綾、或は第3'I!第 1絃上でキーを髪へて繰り返し半昔

階を行ふ事が出来る。

次の例を先づ 8度昔の 2昔の逆に1鼠き後、同時に弾け。

全昔~階

(a) 8度上の Fまで上 b、それから第 2指を用ひよ。

(b) 箪ー交互運指の他の 3公式を用ひよ。

P. 103． 全てのキーで練習し、他の 3公式を用ひよ。

上の 8度昔の練習では手首を全く柔軟にする様に注意せよ。
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P. 104. 1 O 度昔

輩ー交互蓮指の他の 3公式を用ひよ。

P. 105 上例列題叉は形式に封する他の指使ひ。

下降には指使ひを逆にせよo

他の指使による上例

(a) 下降には反封の指使ひ。

(b) あらゆるキーで練習せよ。

注意： 上の練習題や基本型は 4箇、 6箇或は 8箇の昔符セー圏ごして、トレモロに到す

る右手の公式を用ひて練習出水る。 （以下次螢J

添附築譜に就いて

第二琥の添附築譜ごして
Torroba作・..．．．．．．．．．．．．.．．．．.．．．..．..．．．．．．． Prelude

別項記載のギクー研究會で、 Print したものです。

この曲については、 ．Segoviaが Victorに吹き込んで居 bますから、それを御参考になれ

ばし...).~思ひます。彼氏が水朝嘗時よく競かせてくれた小品です。美しく可憐な曲です。

第三琥添附築譜 （豫告）
中野二郎氏作·…••……......………•••野道

中野二郎氏の令名は古くから中京にその人ありご唱はれたる、プレクトラム昔築の

Virtuoso級の演奏家で且つ作曲家であります。

往〈慮かなはざるなき氏は、最近ギクー曲の創作に没頭されました。

この六月以後一氣呵成に出来上つだ獨奏曲であって、如何にもギクーに依つてのみ表現

さる>ものであります。仙磁の高橋功氏に捧げられてゐます。

これピ闊聯して（勿論一つ一つ獨立した曲ではありますが）

五月雨る>日 0)憂鬱

残れる一疋の蚊

舞踊のリズム．

の三曲が出版されます。

氏の作は一曲ー曲 Charactristicの味を持ち風雅な作風は晰然新境地をギクーの分野に展

開してゐます。自ら備はるなだらかさは内心の慾求を加質に示してゐます。

無理に作らういましない、生れる昔築であり、街氣、自惚、インチキ等、群小作家の氣

分を極端に嫌悪してゐる氏であ bます。

・さもすれば日本的の風味を出さんさするインチキ作家はそれに適應さす可き獨特の和院

を創造する事なく、 Melody は日本風で Harmony は洋風で、丁度島田に結髪した日本娠

が洋装したやうなをかしさを威じさせますのに、中野氏は健賓に自己の昔築によって、ギ

ク......曲をかき上げ、吾國ギクー作曲界の照明たらんごしてゐます。氏はこの四曲以後も績

々ご創作されてゐます。本誌は良き築諧の頒分を期する為めには内外を問はす Print して

ゆく心組みです。
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調絃について

貴家健而

調絃の方法ごして一つしつかりしたマンドリンを昔叉で合せる。そしてその正確さを確

めた後、同じマンドリン族全部調絃する。次にスタンダード・マンドリンをマンドラに

移す。チヱロも亦マンドリンに合はせ、ギクーも同じゃうにする。かうするごーケのスタ

ンダードマンド 9ンから、それに一々調和する正しい調絃が得られる。ま>世に行はれる

虞を見るに、マンド 9ン、マンドラ、チヱロ、パス、ギクーの一つ一つに調絃して、それで

いいごする向きがあるが、それではマンドリン、マンドラ、ギクーこ各々離れ離れになっ

．てしまう o 而も演奏會に出されるのは昔叉ではなくて築器であるに於てをやである。その

貼、割に無闊心の人が多い。調絃は必す一人がなすべきであって、多くの人々が分割せしむ

るのはいけない。 low pitchの人、 highpitchの人、高い昔のよくわかる人、又低い昔の
マチマチ

よくわかる人等があつて謳々である。調絃は統一にあ％正しきにあるご端的に云へよう。

次にスクンダード・マンドリンの作り方を云ふと、先づフォーク A をこる。物理學数

室で振動敷を調べるさ、市塩販賣品には疑はしいものの多いこごがわかる。市販品に皆無

胴心でゐるのは不思議である。昔叉は一番 Constantで正しくていいが、普通軽く打つて耳

に嘗てるのではすぐ昔が消わる欠貼がある。

簡易法ごしては、私は昔叉を軽く打つて昔叉の頭を耳の中に挿入して、骨偲導に依つて

長く Aの昔を脳中に入れておくのがいいこ思ふoそれご同時に A線を G邊より徐々に上

げてその昔が A に上るまで絃を軽打する。ゅっ<b餘韻を残して、その餘韻が片方の耳

から脳に偲つてゐるスクンダード・ビツチに近づくに従つてウナ｀）を生じ遂に透徹せるニ

昔の振動敷の一致ごなつた虞で止める oよく高くなり過ぎ↑こごて捲き下げ、下り過ぎたごて

又上げ、又同様の事をくりかへすご弾奏中に狂ひを生じて下つて困るものであるo必す一

度下から上げて合った虞で止めるやうにしなければならない。又さうするこごによつて狂

ひの出るのセ防ぎうるのである。

Aの昔が定まつてしまへば他の三昔は型の如くして得られるが、この場合にも前述せる

妍く下から上げて行つて定められた各々の昔に上げて止める。

次はテストの問題であるが、普通第五フレットに於けるオククーダの試験である。それ

は相隣り合つた絃の間のテストであるが、一つ飛び越して、例へぱ G ~ A, D -c E，の間の

オククーヴテストが試みられなければならない。次に G,D,A,G，の複絃の試瞼をして相隣

れる二絃のオククーグの試瞼が演んだら Gの第ニフ vットをおさへて生する A の昔は

第二絃の A~ 一致しなければならないオククーヅ試瞼をすべきである。次いで D 絃の第

ニフ V ツトをおさへた E~第一絃の E のオククーグ試験が合へぱ正確ご云ふに近い。

かくして正しく合せる習慣は遂に正しき昔の配列を呑み込み得るこごになり、蒸練した耳

は A の昔叉の埓，ぷ，括，¼,の誤差さへ正す事が出来る。マンド 9 ンごギクーはフ v

ツトのある築器であるが、熟練した istはフレットの上に正しく何時でも走つて行って押

へることが出来る。恨線の数で高さを知るのでなく昔の高さで昔を押へるやうに耳の訓練

が必要である。フ V ツトに頼らすに自信を持つて弾く氣慨がなくては氣持よく表現する

●
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事は出末ない。これは獨りマンドリンごギクーに関せす組てに共通して云iまれる注意であ

る。

始めて手にするマンドリンはオククーウ＼つまり 1 2番フレットに於けるおさへた昔ご

フラヂオレット昔さが一致しなければいけないo間々此の注意を怠り第一ホ゜ヂジヨンで正

確ごのみ思ってゐるご、 high position に行ってごんだ狂ひを生じ嘗惑する事がある。そ

の狂ひが自身の不良に依るか、錆ついたに依るか、又は Bridgeの位笛が適鴬でなかつた

りする岱に起る。 Bridgeの位置の不適営さは Bridgeセ上下せしめて 12 フレツトの上

をおさへた昔ごフラヂオレツト昔ごが合致する慮で止めるのが訂正方法である。絃の抵抗

はさう大した事がないから調絃したま〉で上下させてよい。一々ゆるめてゐては應急の間

に合はぬ。

饂 1こ就いて一言するならば、スクンダード・ビツ・チは A の振動敷435であつて本邦

に輸入されるものは米國ご獨逸が主であるが、米國のものはビッチが高いから採らない。

ジャヅでは highpitchのものを用ふるやうになってゐる。吾々の場合には獨逸のものを採

用するo唸らない振動の透徹したものが良く、ニッケ ／レがけしたものより燒きの入ったもの

がよいo使用に嘗つて強打する事は特に避けなければならない。まして落したりなざして

は以つての外である。使用後は錆させぬようによく拭つて保護す可きである。

調絃1こ闊する事に就いて今更かく云々する必要はない様であるが、演奏會等について聴

いてみるに一般に調絃に遺滅な貼が多いo深く注慈しなければならぬ。

-.,............................................................................................. ■ 
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XI KONZERT. 

gegeben von 

P h i 1 h a r m'o n i s c h e n M a n d o I i n e n O r c h e s t e r 

de r 

Kaiserlichen Universitat zu Kioto 

昌

Freitag 1 2 Juni 1 9 3 1. p. m. 7. 3 0 

in Kachokaikan Kfoto 



(30) Mnsikfreund 

PROGRAMM 

1. Gitarrechor mit Mandolinenorchester 

Marionetten Theodor. Ritter 

2・ Die U nterdruckten (Sinfonische Dichtu ng) ---…••• 

, 1‘ 

Elegie 

Der Schrei 

Der Zug 

Vision 

Finale ・ 

op. 11. Konrad W olki 

3. Musik am Abend (Serenade mit gemischten Chor) 

.......Theodor Ritter 

Allegretto ma non troppo 

Larghetto 

Allegretto 

Andante con moto 

INTERVALL 

4. Sinfonie E-moll in einem Satz・ op. 12. Konrad Wolki 

5. Gitarre Solo 

Recuerdos Alhambra (Tremolo estudio) 

Francisco T arrega. 

6. te]lSinfonie in G-dur op. 373 

Allegretto 

Adagio 

Scherzo 

Finale 

Ferdinand Kollmaneck. 
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s O 10 

Schunji. Miyashita (Gitarre) 

ORCHESTERMITGLIEDER 

I Mandolinen : K. Okada (Konzertmeister) , Flote : K. Yamamoto 

A. Sumi H. Tzubaki N. Taharaguchi ! Oboe: 

K. Y oshio M. Takahashi 

]I Mandolinen: Y. Kumamoto T. Arima 

Mandola: 

S. Kato H. Kuroda 

H. Mori Date 

E. Noguchi R. Torii 

G. Minoguchi H. Awata 

I. Suzuki K. Honda 

Mandoloncello : H. Asai 

S. Hayarni 

E. Maki 

Basse: 

Gitarren: 

Timpani: 

J. Hirai T. Tomioka 

M. Miyasawa 

S. Miyashita R. 8akaguchi 

M. Sa wano H. Tozuka 

K. Yoshida H. Kitamura 

A. Fukano 

Batterie (Castagneta, Xylophon, Glockenspiel, 

gross u. klein Trammel, Tamtam) 

K. Ataka 

Klarinette : S. Yoneda 

FaQ"ott: 
と

K. Tsuzuki 

印 mer: Y. Nakamura 

M. Takano 

Gemischter Chor : 

Soprano : Fraulein S. Kato T. Kato 

Alt: 

Tenor: 

Bass: 

Piano: 

Y. Tamizu 

Fraulein I. Uemura 

T. Nakanishi 

T. Sakakibara 

H. Kanda T. Ogawa 

K. Fujii M. Nakamura 

Y. Shioji T. Ohiwa 

K. Tohdo H. Yamada 

T. Takeuchi K. Kobayashi 

T. Shima. M. Hayashi 

M. Hino K. Shikata 

D. Naito 

Harmonium: J. Uemura 

Dirigent: K. Nomaguchi. 

Direktor: K. Kika. 
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演奏 曲 目

1、ギクー合奏ごマンドリンオーケストラ伴奏

あやっり人形•.．．．．.．．．．．．．．．．.．．．．．．·…••••...........…•テオドール●リツター作

2、昔詩・被虐者 （作品 11)………………………......... コンラード•ヴェルキー作

悲歌

叫喚

行列

幻影

終曲

3、タペに寄す築の昔•…••..・・...…••..・・・・・・・・..……••・・・・ テオドール•リックー作

（混墜合唱付小夜柴）

アレク・レツト マ ノン トロツポ

ラ）Vゲット

アレク・レット

アンダンテ コン モート

休 憩

4、＊短調一築章の交響曲 （作品12) …………………•••コンラード•ヴェルキー作

5、ギクー獨奏

ア IV＾ンプラの想出（トレモロ練翌曲）………………フランシスコ•クルレガ作

6、交響曲第二番、 卜長調 （作品37 3) …••• • …••フエルデイナンド•コルマネック作

アレク・レツト

アク・ジオ

スケ JVツォ

フイナーレ
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演奏曲目小解

I、 ギター合奏とマンドリンオーケストラ件奏

あやつリ人形・・・・・・・・・・・・・・・・・・ J・・・・，．．．．．．．．．．・・ テオドル・ リッター作

屡々紹介したリックー氏に就いて差し加へるを要しませんが、氏は叙情昔築家なれざ安

債なセンチメンクリズムに堕せす、可憐なる美の表現家ごして獨乙作家の中に忘れ難い人

です。こ>に出したギクー合奏しあやつり人形7は、あの軽妙な、おかしさがあるあつやり人

形の動作を表現せるもので、ギクーのスクッカートを利した貼及びギター合奏にマンドリ

ン・オーケストラ伴奏を配した黙が特異ご云はねばなりません。むづかしい意味はなく、

唯フッご徹笑が伴へはそれでい入んです。

II、 誉詩 被虐者 （作品十一番） ••…•…………………•••コンラード•ウ・エ IV キー作

悲歌

叫喚

行

幻

終

列

影

曲

四つの序曲を以つて一躍獨乙栗埴の人氣を掴んでしまったウ・エJVキー氏は作品十番前後

を撹として轄換して来たo東洋的の色彩をもつた名曲「第四序曲」以後、この「被虐者」

ご近作「ホ短調交響曲」ごは氏の最もいヽ半面の現れであるさ云はれる。管の編成も以前

よりは進歩の跡がうかゞへるが、未だ萬全tは云はれないo併し現在この作家が一番期待

出来るのである。 ~ 

獨乙作家はバス築器ごしてダフ•JVバスを使用するが、其はキクローネの代用ごしてでは

ないo斯くして従末偏見を持つた本邦の マンドリン界のオーケストレーシヨンに非常の動

揺ご猥狽さを末さしめたのは獨乙作家であった。マンドリンオーケストラにダフうvバスを

嫌つて居た人々に封してダブJVバスが、管築器ごの結合には是非必要であり且つそれ等の

結合がマンドリンぶしつくり結びつき、新らしい美の創造をなす事を示したのである。

本邦のマンドリンオーケスラ作家は偏狭な世界に立てこもつて自分等の悪趣味に膠着して

ゐる為にその美を味ふ事が後進國獨逸より遅れてしまふ結果に到つたのである。廣く高く

昔榮さしての所見から自己のオーケストラを見ないご、かうした誤謬にごらはれ勝ちであ

る。マンド？ンオーケストラに封する一般の考へ方を整ふ可き時期であるご、敢へて獨乙

ものを紹介する所以である。 話は横道にそれたが、この「被虐者」は戦敗被虐者た

る現代獨乙ご一脈相通するものがあるさ、併せ考ふるも無駄ではあるまいo昨秋紹介した

「プロメラウス」コ JVマネック作ご云ひ、これご云ひ同様である。

III、 「タベに寄す業の昔」 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・テオドー／V •リックー作

r （混翌合唱付セレナーテ．）

アグレッット マ ノン トロツポ

ラ／レツゲト
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アレク・レット

アンダンテ コンモート

リックーは絃のアンサムフ•JV1こテイムパニーごフリュート一本を加へるのを原則ごして

作曲して来たが、「ホヤロ」ではそれにオ— .t-• エ其他を加へ、「ウエストファルレンクレンゲ」

では大編成をごるに至り、このセレナーデは更にコーラスも附され、出版所も Hofmeist.er

から Mandolinataへ移つて出版されたのであるo併し曲さしてはリックーは矢張り通俗作

家たるをまぬがれない。同じくコーラスを持つたコ JVマネックの「プロメラウス」の方が

遥かに優れてゐる。 コーラスは、第四築章 アンダンテコンモートの部分についてゐる。

歌詩の大意は次の女nきものである。 （原文略）

（へJVテ炉作詩小夜築）

我れ君に會秤せむ・我れ君に會秤せむ

｛①星影明＜静けき夜に

③まこさの心もて吾獨りたづさへ末ぬ

｛①なつかしも我が眼ざしのなほ

③君にし捧げまつらぬご吾が謡を

侭）見守 bあかす君をしも・只獨りの君を！

這）我が喜びを偲へまほしく

しのび給はすや君・我が上を？

我れ君1こ會秤せむ・我れ君に會繹せむ

しのび給はすや君・我が上を

我れ君に會秤せむ・我れ君に會秤せむ

我れ君に會輝せむ・我れ君1こ會秤せむ

ラウテの響き震ふがこで：

そがやさしき昔をき J給ばかや君・如何に？

君セ迎へむ歓びの・たゆたうばかり

亦も・復も・・吾が胸内に高嗚 bぬ！

しのび給はすや君我が上を？ 我れ君1こ會秤せむ！

しのび給はすや君我が上を？ 我れ君1こ會秤せむ！

心してきサ給へよや吾がラウラの業の昔1こ

唱ふ吾が歌•愛しき歌を！

IIII、＊短調交響曲 （作品十二番）•…••……………………コンラード・ダニ Jンキー作

一築章の交響曲である。

ゥ‘工 /Vキーに就いては既に述ぺた。この曲は彼の最近作。 「第四序曲」 までにあつた

管築器の扱ひ方の生硬さが大分これてゐる。 E-mollから E-dur に移つてからのモJントア

ダヂオの部分は非常に美はしい。最後o）グラ ’ンデイオーゾの部分にグロッケン・シエピー

IVが活躍するのは特異である。

この曲は昨秋、仙台アIVモニアで初演されたが、作曲者が要求する通りの大編成1こよる

演奏は我々の手によって初めてなされた所である。
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V、ギター獨奏 宮下俊二演奏

アルハンプラの想出 ク）V V ガ 作

赤い古城ア JV~ヽンプラ、薔薇の花で一杯に取り園まれた……ごきいたゞけで十分にロマ

ンライックに又、フアンクスティックな雰園氣1こ陶酔たらしめるo近代スペインのギクー

昔築を確立して世界の基準たらしめたその奏法ご作曲を生み出したク lVレガに就いては、

餘りに知られたるインモーク／レ・ク JVレガである。

セゴウ、イアは間接にリヨベーを通じてク／V レガの衣鉢を戦いで居る。セゴウをイアのレパ

ートリーの中に欠く可からざる曲はこの曲である。トレモロ習作曲ごしてゥ冴クター赤盤

にレコードされて居る。ギクーの表現美に於て、トレモロは最美な効果を持つ。

平均した三本の右指の使用が美を創造する。宮下がレバートリーの中からこれを探んで

卒業演奏に代へるこごになつた。蓋し彼の音築生活のよき想出になったであらう。彼氏が

タIレレガ學徒になってから一年の所得である。

VI、 卜長調第二交響曲・…..…•• 、 •…••……………フエ JV ディナンド・コ JV マネック作

アレク・レット

ア ダ ヂ オ

スケ JV ツォ

フイナー V

コJンマネック氏の作品は咋秋のコンナートに全部提供したが、これは氏の二大交薯曲の

一つで、第一交響曲ク、長調の方は昨秋登表した。管絃の扱ひ方はこの曲が勝れて居る。

• その半面演奏は至難である。最後の築章はテーマごグアリアチオーネンの形式になつてゐ

る。

終りに我々の演奏會に賛助出演して吾々の仕事を寅現させてくれる吾々の兄弟圏謄であ

る京大築友會昔柴部の諸兄の力強い應援 t、同じく京大コーラスの方々、闊西に於ける輝

ける京都批磐合唱圏0)上村、加藤雨女史及び其他の方々の御同情ある御出演ご．によって、日

本に於ける唯一の、最大のオーケストレーシヨンによる獨乙築派の作品を原曲に従って初

演した光榮セ私共は非常な喜びごし、心からなる戚謝を捧げます。

又来るべき秋のシーズンをお待ち下さい。
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誌友募集

京都帝大フ.,{JV^ ーモニツク、ソサエテイーの機胴誌である「楽友」は各方面に頒布し

ました虞、多大の賞讃の僻や撒局の御言葉セ澤山寄せて頂いて編輯室では主箪以下皆大稜
喜んで居ります。営方ごしては財政の許す限り皆様の御期待に副ふべく附呈致し度いので
すが、限定された登行部敷の現在、思ふにまかせぬ0)が逍滅であります。吾々ごしては一部
でも餘計に叙んで頂く事は嬉しく又心強い事ですから、此際一人でも多く誌友になって下
さる様お願ひします。質費を支緋し又雑誌の基礎を臨固ならしめる総に、誌友ごして年三
圃の會役を前納下さいo猶本誌の疲行は隔月こ”し毎眺四六倍版の築詣セ添付致します。
但し概升Jの分の追加申込には譜を添付しませんo猶今後質問欄を設けて誌友に供しますが
ら御利用下さい。

ギター業譜提供

本オーケストラ内のギクー研究會が會員の研究資料ごして Printを以つて箪窺に代へfこ
る複窃のギクー曲の餘分を本誌々友1こ質費セ以てお頒ちしますっこれ等柴譜は非質品です
から、特に本誌々友に限り提供されるも 0)であります。現在 Print された曲は下記の通り
ですが、追々違った曲を Print致します。御入用の方は、本會宛直接御申込下さい。前ほ
本邦作家の築諮を提供する事も大いに謡義あるこごですが、裳然普及さるべき外國柴詔が
その需要を充分に充fこさない為に本會宛楽諮借用の申込をされる向きも、この企てによつ

て、それ等の人逹の要望に添ひ得れば幸ひであります。

Lege11da（物語り） ・・・・• •. .．．．．．．．．．.. Albeniz _ Segovia 
スペインの品偉の作家 Albenizが同郷の GuitaristHegoviaの Guitar演奏を認いて惑激の餘リ彼に捧げ1: Piano 

曲を 1:;egoviaが arrangeして彼il)Repertoireに加へ1：彼の愛好の一つでわる。彼の楽旅には必ず維す事のでき 1!いし
ので、欧米各國で多大の宜団な拇 Lドのみならすヽ先年我國1こ米朝し 1：折し各地1こ於て演奏され宜誤を博し1：名曲であ
る。 原諮(:r.南米 BuenosAiresの Rumero-Ferdinandczの登行1こかゞ る Lの。

~ecuerdos de la Alhanbra (アルハンプラの想出）
Sueno （少 ）．．．．．．．．．．．．．．．．・•…•.. ... ...}F. Tarrega 

印刷の都合で二曲一つにしてあります。離す取は出来ま dん。二曲共に TremoloStudy ;!して知られ1：ろしの。
". Alhambraの想出 ”ltVictor IこSegoviaが R印 urdしてゐる。 'Sneno’'は8egovia米朝の富時は “Evocacion"
ご妥姪して演奏さ れf;。 ＇fremolo Effect は二曲共にその美しさに狸庭はない。 Seg~via が Reco.rd した、めに前者の
方に一般の人は氣を取られ、後者の方l；注意な掠はない罪は遠撼こすべきであつて、前者ご比較して後者には獨持の芙
しさのある事は見のがdない。

TMme Varie （主題ご即奏曲）．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． • · F. Sor 
Yictorの 8egoviaRecord で仰存知の事ご息ひます。 Recordでは Introdnct ion がねかしてあるが本諾では原

諾通り I: Introductionな附けて Print してあります。本邦に謄邸版崩りの陪がわりますが．． それは、 8Pgoviaの
arrauge L 1: bのに似てJ舌ますけれこ’、本諾に比して missが多いのは遠撼fgドです。本證は FranceO) Henge)版に

撮つて居ります。

Caprieho Arabe.............................. F. Tarrega 

これ亦よ く知られ↑：曲です。

悔次の様な築諮が Print されて居ますが、これ等柴譜は逐次添付築譜ごして誌友に提供
する豫定です。

Danza Mora •...................... • • • •...... F・ Tarre⑱

r.rango....................................... 

Prelude.................................、.．．．． Bach-Se!!ovia 
と

Allmandc.................................... 

Gavotte....................................... 

Courante................................. .. 
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第十六回い演奏會記

京都に於ける年中行事である吾々のオーケスト

ラの演奏會は六月十二日午後七時半から洛束、智

恩院山内、華頂會館の大ホールで開催された。

創i［以来、雨の洗稔をうけた事のない吾がオーケ

ストラがどうしてか去年の秋の十五回演奏會から

雨に見舞はれるやうになった。口さがない京蛮が

云ふのには、それは裳然さ、混翌コーラスの京美人

の歌姫が一緒に出演するからさ．ビ。成程さうか

も知れないo殺風最なヒゲ面の吾々 の中に京都混

葬コーラスの第一線に立つ女性の梨人が御賛助下

すつたのをお太陽様が羨やんでお泣きになつたん

だなんて童話めいた話をするも 0)もあつた。賛助

出演の方々 は先づ第一に京大シンフォニーオーケ

ストラの吹奏管棄器の梨人ミバス打梨器の人達で

吾々の演奏の大半はシンフォニーの支持を受ける

虚甚大であつfこ..,中村線務を始めシンフォニーの

指揮者鈴木博氏等の熱情的友誼に、こつちの理事

逹は感激した。京大の昔棄園閤こして兄弟の交り

の深い雨者の美はしい友情をみて微笑せぬ者はな

からう。過去に於て一二の先翠の個人的感情から

互ひに白眼視してゐた往昔ミ 、助け合はうミ云ふ

友情のこもった今日こ”は比校にならない。今日の

梨人は宮にのんぴりしてゐる。そののんびりさこ

そ京大學生らしさの登露である。

それミ共に上村先生、加藤先生のいつもかはら

ぬ御固情によつて 20人ものコーラスを李ひて御

出演下すつたのは、曲目に竪化を典へたのみなら

す、本邦斯界に一大足跡をつけたものごして重大

視しなければならぬo新しく吾等の Kame.raden

の京大コ ーラス園が生れ近く第一回の試演會を開

他する由であるが、この一園も應援してくれた事

も感謝に｛直する 。

斯くして多方面からの支持は吾々の演奏を自 rh

に振舞ふこミが出来た。

本邦マンドリンオーケストラ演奏史に於て第一

に大なる編成をミつて直にオーケストラらしく

マンドリンオーケストラの旗憤を引き上けたのは

吾々である 。吾々の先進運動に劉して後援は領か

ない。情けないこミだが現在の裁欣からはこの大

編成はどこの園摺にも必然的に望むのが無理かも

知れない。僅かにアルモニア仙型が率先して中編

成を以つて吾々ミ主義主張を同じうしてゐるのと

本邦に於けるマンドリン昔柴の登詳地たる炭應大

學マンドリンクラプが咋年来捨土重来の勢を以て，

東都にも印を皐けたのに止まる。

採、先紫の方々に往時を偲んで頂く鈴めに営夜

の模様を詳述しよう。それ以外の方達にはオ tッ

トして頂いていバ事柄か も知れないが、どうか御

辛棒して頂ぎたい。

皆様も御承知の如く、春の Concert は春ご云

つてもいつも の如く六月になつてからでないご出

来 ない欣態である。それはシンフォニーの方が六

月六日に春季演奏會があり．その後でないと出来

ないからだった。

六月中旬近くなると特に十二日の営日は入海と

云ふ厄日だ。開西の梅雨期は雨天が半分以下とな

つてゐるご は云ひ乍ら遂々悪い雨降り の 日にfこヽ

られてしまった。前々梃来より暴風化して、綿理

事の坂口氏を始め元老株の宮下氏など青くなる。

前夜一寸喋れたが風が慶つて営日は朝から土砂降

りの光景にゲンナリしてしまたつが、でも開場間

際には喋れて人出をそ≫つたか可成の人出であつ

た。開西に於ける著名なる Mandolinist, Gui• 

taristの方々が御来聴―ドすつfこのは百萬の大衆が

見わらるるより嬉しかつた。伊太利から新師朝の

本邦第一のギクリスト月村嘉孝氏を始め荻原炭吉

氏、深川毅例氏等の黎明合奏園のお歴々、大阪浣美

マンドリンクラプの魚里博氏、大阪石原洋梨研究

所の寺門揆村氏等の来賓があつた。京都のマンド

リン界の先逹だつfこトミク合奏園の富田氏夫妻並

にその一派ぱ會長の病氣の為め遂にそのお姿を見

る事が出来なかつたのは惜しかつた。仄聞する虞

によると四月の卜 tクの演奏會の嘗時から悪かつ

たのを押して指揮をとつたのが、こぢらせてしま

ったのだご云ふ。京都に於ける各合奏圃の方々も

皆来競．して下すったのは嬉しかつfこ。

練習振りは毎火金の定日練習以外には、前日午

後軽くウオー iングアップしてやめて嘗日ステー

ジ練習し ようごしたが、土曜日にある兒童學藝會

の練苫さかち合つてコーラス の入つてゐるMusik

am Abendのみを練習して止めた。調絃は針の

やうに銃い耳を持つた貴家先衆が例年の如く始め

る。その間に皆食事に祗園方面に出かける。貴家

氏は一時間半に渉つて調絃をくりかへした。ギク

ーは本年から全部カ・ットを使用した勺その効果的
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である事到底針金ギクーの比でない。平生雨の練

、習を積んでゐるので安心してゐた虞豪雨油然たる

中に窓をあけ放してあったのでガットは猛烈に下

り出して非常に狼狽した。ギターだけは六回調絃

し直したが一回の演奏侮に下つて難澁せしめた。

十何年演奏會で夕食をごつた事のない乞食腹の貴

家氏は到々此の日も叢食一回切り、水ものまなか

った。緊張が然からしめたのであらう o貴塚氏は

常に合奏に嘗つて調絃に意を用ひないやうな人間

は梨人ごしての資格がないと云つてゐる。音の正

しき美しい配列をこごとする昔架に於て四絃六絃

の音の開係がわからないや うな耳の持ち主に良い

昔梨が奏される道理がない。然しこの嘆きが可成

多く登見出来る のを悲しみごしなければならない

ビ云はれる 。雨は cresc になつたり dim にな

ったりして定まらない。楽器の胴に露がたまる。

愛器を混氣にさらす事は一番の苦痛ごする虞であ

る。

七時半の定刻になって鈴がリリ……リリン i強

く響く。諸員部署につく。第 1は Guitar 合奏、

Th. Ritter作の『人形芝居ふGuitarをやるも のは

Mandola がらも Mandolin からも来て一部

二部に分れ、その伴奏ミして Mandolin第一第二、

Mandola、Mandocello一人宛に Bass一人、 Flute

一人、 Glockenspielの編成。 Guitarに於ける

Staccato を使つて軽妙なる人形の動作を模した

ものである。何の理窟もない、屈托のない曲だ。

リックー向きのした御馴走の前菜格だ。豪雨中の

ギクーはどんどん下るのには弱つた。 片ねぢのギ

クーの 4絃を廻さうさして 5絃を上けたのは悲哀

だ。何の竪徹もないメロディは一度弾いたら暗記

してしまふ。フフンと云ふより他に何ものも残ら

ない。奏者には不満の多い曲であつた。マンドリ

ン、マンドラ共に伴奏部は Pizzicato を配し、あ

とはビックを用ひてギクーを生かし音色の竪化を

求めた。フリユートの飛躍ごグロッケンシュピー

ルは多彩ならしめた。

これが終る頃には満堂来聴のお客様で一杯にな

った。人いきれ、ご暑さに視氣の高さでステージへ

上る引眼鏡はボウート紬つて困つてしまふ。汗は

じつと り額から眼へ流れ込み腋の下と背中の汗は

淋洟ごして流れる。手は汗ばむ。まこごしこ此の世

乍の活き地獄の呈である。全く夏になつての演奏

會は恐れ入る次第である。お客様の身になつたら

もつと辛いのに堪へて下さるのを想起すれば我慢

しなければなるまい。

第 2は、 Wolkiの「被虐者」である。音詩だけに

表現が難しい。叫喚の虞の Trippletto も練習時

の心配もなく、うまくバツスするのでククトも奏

者も安心する o幻影はフリユートのソロで絃の三

連昔符の伴奏の支持をうける。幻影らしい美しさ

は被虐者の持つせめてもの夢の世界にのみ許され

る幻の姿を追ふ淋しい美があると解繹される o幻

影の終りに絃部は Smorz. になつて行くのにバ

スの絶望的な迫撃力は矢張悲歌ごなつ終曲につな

がる。最後に pppに絶望的に力なく、蓮命を棄

てたビッイコはほつさせしめる o此の曲に成功を

持ち来すか否かが吾々を決定する所であった。 後

でこれが一番感動せしめた由で在京批評家揃つて

賞證の聾を放つて くれた。吾々は及第したこて若

人は喜ぶ事限りなし。

これで氣を良くして次は、リックーの『セレナ

ーデ」混婢合唱付である。此の曲はリックーが通

俗作床であるだけに、奏者には何等の感激を典へ

てはくれす、 Andantecon motoの混啓コーラス

のTeilは飽きが来る。デコレーションケーキを振

つたやうな氣がする 。甘いも のは吾々の不得手と

する虞である。 反て咋秋やつた Kollmaneckの

Prometheusの Schlusschorの方が、より Bee-

thoven 的であつて豪牡の氣がする o曲が力強い

からであらう。 ヒゲ而男にセレナーデは無理であ

らう。 Chorusは女槃部は先生方だけあつて、し

つかりしてゐたが Tenorには特色ある女じみた

奇墜が且に立ち、 Bassは C ~ Cis i:の園別が

ハッキリせす大勢の割に音菰は全然なく、三人宛

の女翌に全く手も足も出ないみぢめさであった。

兎に角．合唱は女聾部ミ男墜部の均整がとれなか

った。奥行きのなし連名をいくつ並べても平面にな

るだけで止まる。マンドリンも亦数を増しても奥

行は数に比例はしない。敷を増すだけ昔になり、翌

なりに不揃ひご不純を持ち来すだけである。

リックーは粒のアンサムプルに Timpanii: 

Flute一本を原則として作曲して来たが、 Bolero

ではそれに Oboeを加へ、 Westfallenkliingeで

は大編成をとるに至り今度は骰行所も Hofmeis-

ter から Mandolinataへ移つて出版ミれたので

ある。 Mandolinenorchesterに於て Chorusを

持つた曲の少ないレバートリーの中で如何に此の
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曲が見劣りがするさも重要なる役割を演するであ

らう。 ttのやうな大編成をとつて印刷して賣り出

す獨乙は後進國の感がしない。日本など一足飛び

に飛ぴ越してしまつてゐる。Mandolinorchestraを

Stringorchestraに編成して、横から縦から撓めつ

すかめつしてゐる凝り症の日本や佛國を尻目にか

けて Simfonieを目標にしてその結合に急なる餘

りに MandolinGuitarのエッセンスを取り出して

作曲してゐるとは考へられない。その貼が吾々は

不満足ではあるが、 吾れに比ぺてより昔梨的であ

る事質は否めない。 丁度鈴木のラコート型ギクー

が優れたギクーであると喧偲されても、矢張りカ

ラーチェ、ヴィナチア、イバニエスの高級品が、よ

り好まれるのど同様で、よりギクーらしいからで

ある 。香 も味も共に和製品ど異なるからである。

リックーには一曲ー曲に進歩の跡著しく見わぬの

は遺憾である。

そこへゆくミヴェルキーは進歩的である。第4序

棄から以後 SpanischerTanzを経て Unterdriick-

ten E moll Simfonie に至つて一大轄換が行

はれて来た。然しウ’エルキー本来の所は保持しつ

＞あるのである。第4序架までにあつた管楽器の

扱ひの生硬さがごれて来た。それでも尚、殊にバ

ズーン、ホルンに就いては一屈の考慮が望しい。

E mollから Edulrに移つ・てからの緩除調が美し

いo此の Simfonieは一緊章のみ持つに止 まるが

祖滋に長いものになつてゐる。此の Emollは仙

台のアルモニアで咋秋初演されたが大編成に撒る

演奏ぱ吾々の手によつて初めてなされた。 Unter_

driickten も一咋年春吾々の手で大津で演奏さ

れたが大編成になっては本邦初演である。 Ritter•

Wolki, Kollmaneck, B. Henze の作品の大部分

は既に吾々の手によつて大編成てすべて紹介し虚

された。後援緻かざるのが寂突を感すでる。藍し日

本の現在ではシンフオニーを持つさへ至難である

のであるからマンドリンシンフォニーを持つのは

猶むつかしい。その貼吾々は悪まれたりご云ふ可

きである。 Emoll Simfonieは吾々の上出来の演

奏であつた。 批評家の一致せる虚ではヴエルキー

の作品のみがよ いごの事であつた。自ら信するも

のミ大抵一致した意見になる。

E moll が終るミ宮下俊二氏のギクーソロが始

まつた。昔棄を何も知らない學生が友を思ふ餘り

の翌按には十餘年の演奏會史を汚がしてしまつた

が別に悪意があつてしたのでないから犬力猫の聞

入した位しか思はない。この為めに宮下氏は多少

とも昂つてしまつた。絃の下るのを路想して一週

間前から絃を張つて四いたが。そして侮日一定度

使って伸ぴをみておいたが賞日の豪雨にスッカリ

下け氣味に陥入って狼狽させられた。 3羅ぎ出すや

否や D絃がひどく下つてしまつて賞人はスッカ

リ氣をくさらせてしまつた。セゴウ・イア のやうな

離れわざも演じられす、みすみすわかつて居り乍

ら、どうとも致し方がなかつたのは止むを得なか

つた。恰憔ごしてステージを去る氏に劉して住友

の支店長の可愛らしいお嬢さんが花束を棒けて下

すつた。 Hauserの捲ぎ絹線は素睛らしく嗚りが

いい。来聴された新蹄俯のギクリスト月村嘉孝氏

のお話によるご伊太利でもこのやうな音がする。

伊太利ではガットを張つてもゆるまないのに日本

だけはよくゆるむミ云ふo月村氏も同様な失敗を

された事があるミ稔い経験談をされた。

最后に Kollmaneekの Gdur Simfonieである

が、之をやる頃は十時近くで祢定よ り時間は遅れ

たがお客様方は去らうともなされぬのは感謝す可

きであつ如第一染章の繰り返しと Coda入り

には練苫の時、罰金迄こつて間違はぬ練習を積ん

だゞけあつて、すくすくとバスしたのは嬉しかつ

た。 Adagioは無難、 Scherzoしまピッチを下けて1

80のピッ チ、フリュートの山本さんのスタッカー

トが奇麗であつtこ。
難物は Finaleである。 Theme はいいミして

Var.の 可 ま で Tempoは一つ一つ違ふ。だが

Var．の愛化は極めて乏しく遂ひ釣り込まれ勝ちで

ある。 Var.Vで混箇Lが来さうであつたが、このピ

ンチをコンダククー野間口は指揮棒鮮かに救つた

のは偉としなければならぬo弾き終つたときは十

時十五分であつた。どの楽器もビショビシヨにぬ

れてしまつた。混氣ミ汗にむされてである。

終つfこ后は貴家氏は来聴された遠来のお客様方

さ會談される。すつかりお客が節られてから紀念

扱膨京都混翌の加藤先生逹を前にして、フラッシ

ユを二三度失敗した窟蹂屋を笑ひ乍らやつと撮

つて後、河原町三條の束洋亭で茶菓の巽應があっ

た。が時間の切迫してゐるのミ疲努ごでヴオカル

の一隊を除く外、賛肋出演の方々は御出なく、これ

では改めて開いた方がよかつた。阪口綿理事ミ平

井氏ミはトラックで荷物を蓮ぴ十字屋までの荷物
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を返へし、改めて集會所までテイムバニー、トロム

メル等を返しにゆく o宮下氏はソロが滸むや、もう

人夫に早喪りして荷物の積み込みや取り卸しをや

つてゐる 。働く人はいつも定まつてゐるのは困つ

たものである 。皆が共に働くやうでないといけな

い。侮年同様の事を云つてゐるに過ぎない。

茶話會のお客は學生の方が多かつたので理事達

が斡旋する事になり、本部へ引き上ける荷物を自

動車に満載して貴塚氏は先きに蹄つた。先搬植田

氏もわざわざ大阪から泊りがけで来援したが貴家

氏宅へ泊つた。十二時過ぎてから宮下、野間口，

岡田、野口諸氏の藉い辿中に烏井が貴家氏宅へ押

しかけて今夜の想出話で夜の白むまで語り明かし

てしまった。 9裔る心算してゐたので植田氏だけの

ベッドをしつらへてあつたが．いつしか緊張も弛

んで一人倒れ二人倒れして雑、魚寝してしまつた。

五時までには烏井こ貴家氏の二人になつてしまつ

た。架譜係の島井は浣んだ譜を一々直して整理し

てきちんと譜庫に納めてしまつた。

野間ロミ鳥井が苦心憐喩してスタッカートから

五十餘頁のScoreを作つたのも恨かしい紀念物と

なつて譜庫に眠つてゐる n 一番電車が通るけれど

も未だ烏井ミ貴家氏はもう手遅れになつた雑誌

r栗友」の原稿に就いて相談してゐる。腹ばひにな

つて向き合つて話してゐた二人は何時か歩路をた

どつた。住の目 が二人の頬にくつきりごついてし

まつた時分には、もう一人起き二人起きして、英氣

を養はうごて朝からスキャキをやる。スキヤキス

トの烏井が頑張り出した。他の面々も及けじ劣ら

じざ奪戦する。食後老年のせいか？ 貿床氏は～

ッドヘ上つてスャスヤご眠り出したっその間に他

の若人は譜庫から譜を引き出して合奏を始める。

貴家氏は夢の中で音楽會を開いてるミ思つfこと云

つて皆を笑はした。坂口も朝一番にやつて来て．午

後には後仕末ミ濶係筋へ御稔廻りをした。大蔵大

臣、赤字大臣坂口隆二郎閣下は赤字を作る のに餘

念がない。粒だけの合奏時代に校べて経常費も演

奏會費も五六倍に膨張してしまつて咋秋は到々基

本金まで繰 り入れて猶赤字だっfこのでその後を受

けてこのシーズンは猶更ら苦しい。大蔵大臣坂口

の苦衷は察するに餘りある。 「架友Jの方には金

があるが、これは別會計だからどうにもならない。

又さうした私的のものに使ふのではなく 、本邦斯

界の為めに使はる可きも のである。

閑話休題、第十六回の演奏會も滞りなく終了し

た。メンバー諸君は、後の疲努で弱つてゐるに違

ひないo演奏會後も練習を組ける事にして練習場

は貴家氏宅へ移した。エ學部は、もう試験の多い

ところがある 。さうしたメムバーは休むでもいい

ことにして合奏講習ごした。大編成を基準にした

為めイクリーやフランス作品で小編成のものも卒

業までに咀咽しておかない t他日困るこ いけ な

いので、代表作の合奏講習を行ふといふわけであ

るっ

尚、本演奏會に嘗り先祖東元樹氏が祝屯を寄せ

られて盛會を祝つて下さいましたo末箪乍ら厚く

紙上で御稔申し上けま す。

ギター研究會第一回例會

五月十一日夜

貴家氏宅にて

梢もすれば孤立的な自己満足と停滞に陥り勝ち

なギター研究者相互の親密ミ刺戟を目的：：して生

れたギクー研究會は五月十一日夜七時より責家氏

宅に第一回例會を開いた。此の日 、日取り を十七

日と思ひ込んだ偽に欠席した人もあつたが、北村

貴塚の諸先輩、宮下、．坂口、烏井の諸氏、幹事熊

本、それに貸家氏宅の千鶴子掘も加はつて、各自

ー曲づつ弧いて批評し合ひ、和氣廊 裡々しこータを

過した。

先づ幹事熊本が Carcassiの Etude 一つを弾

くo宮下氏は TremoloStudy, Tarrega作、坂口氏

のは Sorの Op.17の Valsesと北村、貴家、の雨

氏は Sor.DivertismentのGuitarDuetto を弾

く。番外に嘗年十八になつた千鶴子さんが Tar-

regaのL'agrima~ PaganiniのSonatinaを弾

いて喝釆を博した。初歩の烏井氏は Bickfardの

Oktober をひいて愛嬌を振りまいた。演奏后一

同歓談して今后共に激拗し合つて困難なギクー研

究の途を開いて行く事を約束した。かねての理想

の第一歩が賞現されただけに意義深い會合であつ

f:。
今後僻月一回づつ、次回は六月二十二日夜貴家

氏宅に例會を開く橡定にした。
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l京大楽友會誉業部よリ

Henri Gil-marchex氏

の講演並に解説演奏

四月十五日夜

京大本部大講堂に於て

佛閾西現代の少牡ピアノ藝術家として高名なる

アンリー • チ子）レマ）レシェッグス氏ぱ大正十四年秋

のセーゾーンにジオンゲン氏 (Violon) t:共

に吾國を訪れ 17、18世紀の作品と現代の新しい

作家の作品を以て本邦の音楽愛好家にま見ね、そ

の未だ聴いたことのないめづらしい作品を氏は驚

嘆す可き技巧を以て深奥なる藝術を登表して多大

の喝釆を博したが、再ぴフランス政府の後援に よ

り来朝した。今度は多くの外人昔業家が金もうけ

の為めじ訪れるのミ違つて日佛藝術交換により 、

世界の音棄の革命を圏らうと云ふのが主なる目的

であつて我國各帝大を巡回講演ご弾奏とを行ふこ

とになって四月十五日 京大に来り、下記の如き曲

目を演奏 し且つ講演を試みた。

會衆は京都帝大職員學生並に本學からの招待せ

る来賓に限り、其に昔楽を研究し、誼に聴かうと

する紳士淑女に限られ學内の大講堂で一般を入れ

す内翰の Familial な氣分で音楽に就いての講演

ご並に宜際の演奏を聴く事の出来たのは吾人の最

も喜悦する虚であつて、賂来も斯うした企てが展

々行はれるのを希望する 。先年来朝した時より猶

一后に洗練されて純フランス人の氏が純フランス

作家のみの作品を歴史的に順次講演t演奏さ れて

紹介を徹底せしめたミ云ふ事は百の他の音楽會よ

り意義あらしめた。昔梨家であると又さうでない

こに腸せす全く有意義な會であつた。新城綿長は

ヂ氏の申出を快諾 して滅多に開放しない大講堂を

開放した事は斯うした官僚臭の甚だしい帝大に於

ては稀有の快泉としなければならない。業友であ

る京大交帯管絃梨園0)奔走は感謝に餘りある次第

である。同園が令春から甦つて一大飛躍を試みん

とする首途には應はしい仕事ご云はねぱならな． 
い。講演は「日本人の感情ミフランス昔棄」と云ふ

題であつて概論ごして日佛雨國民の感情は頗る近

接してゐる。 Debussyの作品が好感を以て正解

され、Chopinが日本の女性に好まれるミ云ふ事は

ヂ氏は本國に於て想像もしなかつた事だご云ふ。

Chopin の作品は音楽的和歌であり俳句であると

か、 CesarFrankの作品が 『能』の而影があるミ

ブランス本國では云ふのが氣遅れがするが日本に

あつてはそう云ふ事が営然に看取出来るとか、又

あの煎プロンズの入物（ウスバクの花活けの事）に

苔むした一本の松が活けられた力強いリズムは同

様にフランスの作品の中に見出せる とか、 H本に

於ける線ゆる方而に渉り、外人としては該博な智

識のある事を巧みにフランス昔楽む結ぴつけて語

り、従来音梨は重苦しい氣持で額1こ手をあて5顎

を手で支へて聴かなければならぬ様なむづかしい

ものではなく Debussyの如く日常手近にあるも

の皆昔楽になるのであつて此貼日本人は音楽を酷

くに固苦しくなる弊があるご痛論された。 （こ れ

は吾人には本邦の音棄學校の主義が今迄獨乙心酔

主毅1こ拘泥して狭まい範固で活動して居た事を指

して、そ の誤りである事を暗示 してゐる）。

La sensibilite japonaise et la musique francaise 

par 

Henri Gil-Marchex 

le 15 avril 1931, a 7 hemes du soir 

au grand saloq de l'Universite Imperiale 

de Kioto. 

X'i eme siele 

Anthoine Francisque・・・・・・ Le Tresor d'Orphee 

X冒 eme siele 

Couperin ····…•.... ....... ··Le Bavolet flottant 

Daquin ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・Le Coucou 

Rameau ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Musette et tambourin 

X Jx: eme siele 

Chopin ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ····•••Preludes et etudes 

X.JX eme siele 

Cesar Franck………Prelude Choral et Fugue 

X JX eme siele et:xX eme siele 

Debussy …•…………••La cathedral engloutie 

Ce qu'a ru le vent 

d'ouest. 
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La fill aux cheveux de 

lin Minstrels 

:X X eme siele 

Darius Milhaud…•••Trois Sandades du Bresil 

Francis Poulene……Deux Novelettes 

Ravel.................. Le Five o'clock 
(fox-trot) 

-Fini-

京大 SimphonieOrchester第十九回演奏會

吾々ミの友交園体である、 京大架友會昔楽部の

京大 SimphonieOrchesterは、去六月六H（土）

夜｀本學大講堂に於て第十九回春期定期管絃楽大

演奏會を開佃した。

Metter氏病氣の総、Dirigentしま鈴木博氏であつ

た。漿衆：頗る 多く、非常に盛會であつた。

倫営夜の演奏曲目は下の如し。

PRO GRAMM. 

I 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Symphonie ES. Dur (Koch. Nr. 543) 

Adagio-Allegro 

Andante con moto 

Menuetto, Allegro 

Finale. Allegro 

I 

Gustave Charpentier……Impressions D'xtalie 

1. Serenade 

2. A la fontaine 

3. Amules 

4. Sur les cimes 

Gabriel Pierne ..…• La veillee de lange gardien 

Maurice Ravel·…••Pavane pour une infante 

defunte 

Modest Mussorgsky………… 
Einleitung zur Oper "Howantschina" 

Camille Saint-Sains・ ·… •Suit Algerienne 

1. Prelude 

2. Rhapsodie mauresque 

3. Reverie du soir 

4. Marche militaire Francaise 

—以上―

闊西斯界彙報

紳戸黎明マンドリン倶業部

昭和六年五月十一日（月）夜七時半よりメソヂス

ト神戸中央牧會に於て第七回マンドリン、ギクー

演奏會があつた。樅奏曲目次の如し。

PROGRAMMA 

1、TRIO
Abbandono (Ouverture)…… 

…………Clodomiro Santini 

2. Mfi,NDOLINO E CHITARRA 

(a) Madrigale•• …•• •• Paul schulppe 
(b) Tarantella·· …••• •Paul schuppe 

3. CHITARRE TERZETTI 

(a) Allemande Op. 168・・・・・・
…………Joseph Kiiffner 

(b) Andante 11 …•........ 
............ II II 

(c) Polonaise II ・．．．．．．．．．．．
“ ............ fl II 

4. MANDOLINO E PIANOFORTE 

(a) Souvenir de Niirnberger 

Op. 48…•…… ••Raffaele Calace 

(b) Sogno d'amore 

Op. 46………・・ Carlo Munier 

5. MANDOLINO E CHITARRA 

Terna e Variazioni Op. 25• …•• 
..…… ••··Leonard de Call 

6. CHITARRA SOLA 

(a) Habanera……Marius Faraill 

(b) Noasobi Op. 2 ……•.. 
・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ M. S. Takei 

7. CANTO E MANDOLINO, CHITARRA 

(a) Santa Lucia 

(b) Defune ・ ・ ・ ・ ・ ・ Haseo Sugiyama 

8. TRIO (a) Canto di Primavera…… 

…………Guido F errabino 

(b) Festa Primaverile (Fantasia)・・・
・・・・・・・・・・・・Primo Silvestri 

—以上ー一． 
尚嘗夜出演の方々は下の通りであつた。

深川義例氏、萩原炭吉氏酒井猛氏

上野勝数氏（ピアノ）、 三補勇氏 （バリトン

獨唱）
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岡山騒大學友會曾楽部

昭和六年五月十六日午後七時より岡山市公會

堂で第十二回演奏會があつf:。同昔梨部マンド

リンオーケストラの嘗夜の編成演奏曲目は •F記

の通りである。

指揮者、 石原憾春氏

コンチエルトマイスター 金井英蔵氏

マンドリン I, 4。マンドリン I, 4。マン

ドラ 3。マンドセロ ］。マンドローネ 1。バ

ス 1。ギクー 5。

演奏曲目

第一部

]、 if~の組曲・． ．．．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・アマデイ作

2、ギクーニ重奏

a. ゼネ，ゞ•ポルカ
b．ハーベスト ●ムーン● ワルツ ｝••• バーフ作
c. 庭の千草・・・••…………ピックホード編

3. ローマト リ ， ノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・チや オパ~ ンニ作

第二部

2、 a.今日の喜ぴ
、 / }…..…武井守成作
b.春のスク）レヂア

3. マンドリン獨奏

ラヴ●ソング・・・………・・・ムニエル作

4、イクリ ーの複活……………ア ネルリ ー作

—以上ー―

大阪滴美マンドリン倶楽部

昭和六年五月十七日午後七時半より三木渠器

店ホールに於て第六回演奏會があつた。

指揮者、 魚里博氏

コンチエルトマイスクー、藤原譲氏

マンドリンI、3。マンドリンI、4。マ 9ンドラ

3。リュート、 1。マンドチエロ、 1。コントラバ

ス、1。ギクー 3。打梨器。

演奏曲目

第一部

1,沙深の沃地にて………………マルティ作

2、三重奏

第一トリオ・・・・••…•••・・・・・ム ニエル作

3、女の謀計••………...・・・・・・・・・・・・・チ マローザ作

第二部

1 アンダルーサ……………フィリオリ...:.二作

2、四重奏

アンダンテポロネーズ・・・メツアカーポ作

3 、海の組曲••……••・ •…• •……••・・アマデイ作

—以上―

大阪石原マンドリン合奏園

昭和六年五月二十四日午後七時より中央電氣

倶楽部大ホールに於て第十回演奏會があつf:。

指揮者、 杉本剛ー氏

コンツエルトマイスクー、寺門淡村氏

マンドリン I、5。マンドリンI、6。マンドラ

4、マンドセロ 2。ギクー 7。キクローネ、 1。

演奏曲目

第一部

1、今日の喜ぴ•…••……••………•武井守成作

2、（イ）ソルの回想………………澤口忠左衛門作

（口）tヌエット……………9•武井守成作

（ハ）愛の小夜渠•…•..・・・・・・・・・・ヴエルキー作

3、四重奏

ボニタ・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・メ ッカーボ作

4、オアシスにて……………•・・・・・マ ルティー作

第二部

］、序曲、神々の歴宴…………・・・マチョッキ作

2、五重奏

屯の舞曲・・・・••• •…••.... ムニエル作

3、山の想出…………………サルヴェッテイ作

4 、 t ラノパトリオチカ••………....バロン作

（ラ スカ編）

—以上ー一

稗戸商大マンドリンクラプ

春季演奏會を五月二十九日夜、青年會館で開い

た。神戸一流の演奏園閥であるだけ中々の盛況だ

つた。

指揮者、有村良吉氏

マンドリン I、.4。 マンドリン I、3, マンド

ラ●コントラルト、1。マンドラテノーレ、3。 マ

、ンドロンチェロ、1。 ギクー、5。 マンドロー

ネ、1。キクローネ .1。 フリウート、1。 クラリ

ネット 、1。 ピアノ、1。 ティンバニ、バッテ l)

ア等。
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演奏曲目

1.・序業 『オラッチオ兄弟とクリアッチオ兄

弟J（ポーリ編）……チマローザ作

2. (,f)、 iヌエット（アマディ編）・・・・・・・・・・・・

・・・ ・・・・・・・・・ラ モ ー作

（口）、ギリシャの唄（作品 7-1) …•.....

・・・・・・・・・・・・ドウニス作

（ハ）、 陽炎..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •堀 情隆作

3. アルト獨唱（笹子信江嬢） （オーケストラ

伴奏）

（イ）、 ニーナの死・・・・ •… • ・・・バルコ` ・レージ作

（口）、 小夜曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・シュウベルト作

4. 序業 『覆へされたる悶謀J(マステルリー

編） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・チマローザ作

5. (,f)、春のノスクルヂア（作品22番）・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・ ・・•武井守成作

（口）、 初秋の唄 （作品26番）・・・・ ・・II 

（ハ）、 踊る小花 （作品14番）・・・・・・ II 

6. 小交響楽 『マンドリンの群』••………•

……・・・・・・C. A.プラッコ作

—以上―--

京都府立騒大マンドリンオーケストラ

第九回試演會を五月三十 一日夜．京都蔀頂會館

に於て開いた。

指揮者、高橋猜士氏

マンドリン I、8。マンドリン I、8。 マンド

ラ、6。 • リウート、 1。 マンドロンチエロ、 2。

バス 、2。 ギター、 7。

PROGRAMMA 

1. II Matrimonio Segreto (Ouverture)・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・Cimarosa 

3. Grande Fantasie de Schubert·· …• 
・・・・・・・・・・・・rid. M. Mac<;iochi 

4. Ciel de Seville ~ Caprice Espagnol)…… 

……••… •M. Macciochi 

5. (a) Erinnerung an Sor……C. Sawaguchi 

(b) Danza del Fiore…… ••·M. S. Takei 

7. La Espagnola……・・・・・・・・・・..c. Cannas 

—以上ー一

大阪トミタ・マンドリン合奏園

昭和六年六月四日、午後七時半より中央電氣

倶梨部ホールに於て第九回演奏會があつた。富

田艶子女史を Konzertmeisterinごして Mando-

lin,Mandola Partは全部美しいお蜘さん逹を

集めた大阪ーの大合奏園であるだけに中々立祇

な昔染曾だつた。

指揮者． 富田勇吉氏

マンドリンI、7。マンドリンI、7。マンドラテ

ノーレ、 5。リユート、 2。マンドロンチェロ、

］。マンドローネ、］。キクル ラ、 6。キクロー

ネ、 3。クムプレロ、トリアンゴロ、フリユート

演奏曲目下の如し。

1、序楽

「覆へされたる除謀」…・・・ドメニコ•チマローサ＾作
（プルト 0マステルリー編）

2、 アダヂオ・．．．．．．．．．． ，・・・・・・・・・ベートウフエン作

3 、 主題 ご 髪奏曲 ・ ・・・・ ・ジ ュセ ッ ペ• tラネー ジ作

4、ギリシ ャ風主題にサ象れる序架…………

ニコラス•ラウダス作

5、歌劇「マドンナの賓石」中のセレナーデ・・・・・・

ヴォルフ • フエルラリー•作

（ テオドル•リ ッテル編）

6、組曲

田園窟最…・・・・・・ジャングレッコ•ファ／レボ作

—ー以上＿

大阪外語マンドリン部

昭和六年六月二十日夜、於大阪外語講堂

指揮者。 麻生迎男氏

コンチエルトマイスクー、細川脆氏

マンドリン I、5。マンドリンl、5。マンドラ

5。チエロ、 2。マンドバス、 1。コントラバス

］。ギクー、 6。キタローネ、1。

演奏曲目

Part. J. 

{A.Colledge Song ……… ••K. Nagai 
］． 

B. A la plue Belle…………M. Maciocch 

3. Guitar D・uet 

Cangore e V ariozioni ·… •• Carulli 

4'Risorgimetnto Italiano……A Trigoro 

Part.:n:． 

I 
{A.Menuett in G•• ………•Beethoven 

・ lB. Moment musical• ……•Schrubert 

3. Quartetto in Sol maggiore…• •……• 
C. Munier 

4. L'ile Enchanttee• ・ ·…… •· -Toh. B. KoK. 
—以上—-
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京都同志祉大學マンドリンクラプ

昭和六年六月廿日午後七時半より華頂會館に

於て第拾七回演奏會があつた。

指揮者、 西田直道氏

コンチェルトマイスクー、山口弘氏

クアルティー J1。マンドリン、 士。マン ドリン

II、3。マンドラ、 3。リュート、 1。マンドチェロ、

］。マンドローネ、 1。ギター、 6。キクローネ、．

1。クラリネット、 1。テインバニー

演奏曲目

1. Sinfonia "Cli Orazii e Curiazii"··•…•• • 
D. Cimarosa 

2. Adai:i;io ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ L. van. Beethoven 

3. Nell' Oasi…………•••Eliseo Marti 

4. Preludio・・・・・・・・・・・・・・・・・・S.Ohnuma 

5. Menuetea La Symphonie KI ·………•・・・
Joseph Haydn 

6. Sinfonia "Lola"・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
Hyachinthe Lavitrano. 

←一ー以上ー一

大阪商科大學プレクトラム•Jサエテイ
昭和六年六月二十六日夜、大阪大江ビルデイ

ングホールにて、第一回演奏會開他。

指揮者、 木戸春雄氏

コンチェルトマイスクー、・杉本安夫氏

マンドリン I、5。マンドリンI、5。マンドラ、5。

リユート、 2。チェロ、 1。ギクー、 6。キクロー

ネ、バッテリー。

Programm 

1. 序曲、山嶽詩•・………………サ｝レベッティ作

2. a．絲杉林を通りて…………サ｝レトリ作

b. 冬に喚 く花…••••……•••••プーシユロン作

c. 乙女の嘆ぎ••…••••••••…•ラフアエル作

3.幻想曲「モツア）レトヘ寄する第一幻想曲」
…•••マチョッキ編

4.序曲「オラッツイオごクリアッツィオ兄弟J
……チマローサ・作

5.ギクーソロ、 小斐奏曲••…•メルツ作

6. 組曲『風車の風災の下にて」………• ••ク レー作

―•以上ー一

高 校 欄

六高業友會消息

六高築友會 JI＼泉嘉四郎寄 ．＇

先づ 『業友」の登刊に針しおよろこぴの癖を述

べ、今後の御隆昌を祈ります。

御誌に新たに高校欄を設けられ各高校0)クラフ・

の朕況及ぴ抱負を交換しお互ひに親を交へ得らる

のは釦こ快ごする所でありまし9て、尚造詣深き諸

兄の御批判を仰ぐに至れば更に意殺深きも のミ信

じます。

さて我六店楽友會の概歴ミ近況を簡箪に御報告

致します。

0大正八年創立

創立嘗時は會員三十餘名を有しマンドリンオ

ーケストラを主さして、其他にヴォーカル、ヒ・

アノ、ヴァイオリン、ハーモニカ等の部も含ま

れて居たと偲へられて居ますが、昭和二年以前

の日誌が残つて居りませんので其等が如何なる

経路をとつたか、はつきり分りません

〇昭和二年

マンドリンオーケストラの他にハーモニカ部

が小さく存在して居て、其他のウ’オーカル以下

の部はなくなつて居ります。

〇仝 九月

マンドリンオーケストラ第一回校内演奏會を

本校々堂に於て開催。以後侮年秋季に一回催す

る事になつて居ります。

〇昭和三年

ハーモニカ部會員不揃の侶廃止。相髪らすマ

ンドリンクラプが盛んに活躍して居りました。

0仝 二月

第一回レコードコンサート講堂に開催さる。

〇昭和五年七月

先蝦、在校會員相互の連絡及ぴ架友會後援の
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為に『六高楽友會後援會』なるものが組織され

同時に機開誌 「楽友」年一回刊行が創刊されま

した。

網輯子註、本誌名「楽友」こ決定の為、六高の方は第

二競より「六高栗友」ごする事に内定してをります。

〇昭和六年四月

新たに會内にヴォーカル部設器。

0現在

會員 31名（内；．口に喜｝::) 

毎週月、水、金の三回、講堂にて午後三時より五

時迄練習する事にして居ます。

他に會員親睦の為、昭和二年以来侮日 叢食は

ー室に集り會食をして居ます。又侮月一回位小

コンバを催し、春秋二回近郊ヘピクニックに行

く事になつて居ります。

創立以来、マンドリン部のみは毎年止む事なく

活躍を績けて来ました。本年ヴオーカル部が設

置されるまでは衆友會のマンドリン部よりは、

むしろマンドリン部の楽友曾と云つた様な欣況

でした。

先輩の敷も可成多数に逹し、現在桐島信義氏が

東京大森マンドリンクラプに、野間口兼良氏．阪

口隆三郎氏、鳥井諒二郎氏、黒田治夫氏が京大マ

ンドリンオーケストラに、井上重三氏が肺戸商大

マンドリンクラプに、松元健二氏、岡綺哲氏、後

藤脩吉氏、高原章夫氏．補上敏明氏、東貞雄氏等

が岡山瞥大マンドリンオーケストラに、古川直氏

が九州帝大マンドリンオーケストラに、夫々活躍

して居られます。

本校では未だ一般への公開演奏は許されす、業

友會主催のもの としては秋季の校内演奏會あ るの

みですが、他に英語大會及ぴ寮生大曾等の enter

taininent として出演し、又春秋二回、市公會堂

にて行はれる岡山瞥大の音楽會には非公式に應援

出揚します。

其他の事業ミしては、侮學期平均一回レコード、

コンサートを開き、又音楽會0)催 される時には一

般學生の為に校内にて割引券骰夜等の便宜を岡つ

て居ます。

マンドリン部としては貧弱乍らも架友會文庫を

有し、蔵譜の整理もやつて居ます。今秋の演奏會

はヴオーカル部が含まれて初めての會でありまし

て．従来より逝かに内容のあるものが催されるで

せう。出来得れば記念祭の夜位に公開演奏會を催

したく、目下學校嘗局t交渉中です。

勝手な事ばかし並べたて、大髪失頑しました。

何れ又詳しい昔話やニュース等は其都度あつかま

しく御報告さして頂きませう。

ロロロロ

編輯子より

貴家氏が巻頭に於て述べられて居る如く、高校

高専其他の合奏園の方々によつて本誌をと‘しどし

利用して頂きたいものです。高校欄高専欄其他各

合奏園各個の欄等を設けて、その為には、いくら

でも頁をさく事にして居ります。上掲六高からの

寄書の様なクラプの肱況、抱負の如き、或ひは演

奏氏入記、ゴシップ等の如き 、何等むつかしい制限

は加へません。

尚理論、其他の論説は別に本文寄書欄へ牧録す

る事にして居ります。

會員誌友へお詑ぴ

本誌第二琥は七月中に登行の橡定で手配りして

ありましたが、印刷所の止むを得ざる事情の為め、

登行が一ヶ月餘も遅延致しました。誠に申繹のな

い次第で深くお詑ぴ致します。三捩しま寄稿 も澤山

あり、充賓した誌として皆様に見わる事を期して

ゐます。

本誌0)主義主張は各方面から賛成を得る臨甚大

で亀一々こ如しこ御祠を申上けるには紙面が足りま

せんので、総括して厚く御稔申上けて置きます。

創刊披は既に頒布しつくしてしまひ ましたo私

共の全 く橡想 もしなかつた虞でした。二琥から増

刷して遠憾なきを期します。

表紙薗は再ぴ國盛識伯が喜んで御洗箪下さいま

した。 これを嘗分領ける事にします。

國盛櫛伯に謹んで御祗を申上けます。
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ボリドール八~月新譜

ポリドールはその頭脹の良い所を遠憾なくレコ

ード界に表示してゐるこ tは既に定評がある。去

る七月新譜にはまだ他會祉で手をつけてゐないべ

ートーヴェンの『春のソナク」を出して一般のレ

コードフアンを満足させた。こんなポピュラーな

曲を何故早くプレスしなかつたか。電氣吹込み以

前に於ては英國版とポリドールの藷版にあつたや

うに記憶してゐる。モギレウスキイ の提琴は一寸

物足らぬ感じがするが、伴奏は素敵にうまいもの

である。アルバム付きの三枚に演奏者雨人のサイ

ン入りのプロマイドを蔀へた事も嬉しいが、僅か

六固でこ の名曲．を聴くこミが甚だ安い債である。

更に百尺竿頭一歩を進めて、又他會社にない名曲

「俄貴族」作品六〇番．シュトラウス作アルパム付

五枚を八月の新譜として登夜してゐるこさは私逹

フアンにさつて最も嬉しいことである。

この曲はシュトラウス作の喜歌劇中に於ても、

あの「テイル•オイレンシュピーゲル』以上の傑

作ごして世界的に知られたもので、彼の晩年の作

品交響詩「アルベンジンフォニィ』ど前後して公

表されたさ思ふo 而かも厭洲大戦の直前であった

やうに記憶してゐる。こ の曲は藷版レコ ードでは

英國のヒス゜、マスクースボ iスに二枚つづきで吹

込まれてゐだ。

大正十二年の大震災直前であつtこと思ふが、貴

家先生と手Kが某楽器店の二階レコード室で臨埃だ

らけになつて棚の隅に冷遇されてゐたヒズ、マス

クーボイスの中から ドボルザークの新世界交響

架五枚つづきを登見して、宇頂天になつて研究し

てゐた頃、このレコード中に二枚つづきの『俄貴

族」（その頃は私達は『偽せ紳士」ミ云つてゐ1:)

を見付けて、これは珍品だミ互に悦んで飽くまで

聴いたものであつた。その頃この音楽に陶酔した

ものは京都に於て先生以外になかつたやうであつ

た。

又ポリドールの獨逸版では今から二拾五年以前

にシユトラウス自ら指揮をなして五而に入れてゐ

た。之は序曲ご仕立屋の踊と終曲の饗宴の場丈け

・大沼魯夫

であつたさ記憶してゐる。私逹は始めてこの名曲

を聴いたごきには、その色彩の豊富な Orchest—

ration に先づ驚異的な魅惑を感するミ共に、そ

の Rythmゃ Harmonie や形式が従来の古典歌

劇や浪漫的歌劇の上に見られない昔詩的構成に驚

ぎの眼をみはつたものであつた。それ以来この V

コードは我が日本人には餘りに冷遇されて絶ゎて

しまつた。然るに今回ポリ ，ドールでは「喜歌劇

Bi.irger als Ehdelmann』を作者自ら Simfonie

に Arrangeして新らしい陣容を整ひ．獨逸國立 ・

オベラ管絃園を指揮しズ新たにポリ印吹込みを完

成されたこどは誠に隔世の感を深うするものであ

る。而かも以前の抜惹曲さは違ひ、全曲を標題礎

的に編曲した事は誠に驚異に債する。こ の作曲界

の柑界的老大家はゞまだまだ元氣旺盛でその精力

の絶倫なることは頼もしいことである。特に彼は

この曲で獨奏部に會心の努力を試み、特に獨奏者

は國立オペラ劇楊の Kapellmeister -cして又

獨奏者ミしても著名な若手の提琴家ウオルスクー

ルを撰んだこごである。尚ほセロの獨奏者ミして

エンリコ、メイナルテイを出してゐるのも珍らし

い。これ丈けでも、この音楽は捨て難い思をさせ

られる。

諸君！ 最近のヴィククーごコロンビャの日本

・語のカクローグを詳細に調ぺて見給へ。果してこ

の獨逸の世界的巨匠 Richard Strauss の作品

が Recordされてゐる力を、私逹の知る限りでは

一つも ないさ断言 して憚らない Wagnerの流れ

を汲み、その影咽から漸く獨歩し始め、 Lisztの

創始した Tonpoemの形式を極度まで完成に導

いた現代の老大家 R.Straussの名曲を聴くこと

の喜悦臼満足は我がポリドールレコード以外には

餘り見嘗らない。 （因に云つて證くが Johann

Straussミ RichardStraussを間違つてはならな

い）この自由奔放な Humorと Rythm に富ん

だ昔棄ご色彩美さを味はすして晨に現代の昔棄を

語り得るや如何に？これ叩ちポリドールの尤も誇

り得る撰曲概念の優れてゐるものだミ云ひ得る。
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聾業にはバリトン歌者セオドール、シエイド）レ

が獨逸民謡を巧妙に歌つてゐる。それは Schu・ 

mann作の「二人の掘弾兵』 とLiszt作0)『三人

のジプシィ」である。前者は獨逸人として作詩者の

詩聖 Heine ミ音楽家の Schu!11ann は何れも獨

逸人でありながら．佛歯西人ごしての國民性に深

く浸透した作曲作詩を完成したと云ふので有名な

歌曲である。後者は Lisztの Lied~して Gypsy

民族のヴアカポント生活を巧みに描寓 した珍らし

い歌謡ごして知られたものである。バリトン歌者

は巧みにこの二曲の内容こ感情を掘んで、よく歌

つてゐることは言ふまでもない。

就中、赤十吋の合唱 Kreutzer作の 『歌劇グラ

ナダの夜」中の『夕の鐘が鳴れり」ミ云ふ一節は最

近代音楽ごして西班牙の情調に胴れたもので、伯

林のオベラ合唱園ヵ；非常に美しい Ensemble で

面白く歌つてゐる。 Beethoven作の『歌劇フィ

デリオ」の中にある「その日 を讃へよ」も牡重雄

大な和習的効果に富み、先きに穀夜した歌劇 『カ

）レメン」や 『靡弾の射子』を縮少歌劇 として編曲

し、その冴へた腕を誇るウのイガードが自ら指揮し

てゐるためでもあらう。一屈この合唱は光彩陸離

として輝いてゐる。

器楽曲としてはヴァッサ、プリシッホーダは提

琴で、『Haendel作のLargo（緞除調）」：： Rubin-

stein作の「夜」を奏してゐる。奏者はポリドー）レ

専屈の藝術家で．最も誇るぺきウでイオリニス ト。最

近欧洲を没遊して肺朝した批評家 H.T氏の説に

よれば、欧洲棄壇に於て若手の Technicianミし

ては第一人者で、 Stageman としても彼は第一

流の提琴家であるこ』断言 して ゐた。又先頃公會

堂に於てシゲッティを貼いて後の感想にも プリシ

ツホーダの方はもつと上手だミ賞めてゐた。それ

程彼は歌洲架壇に於て素晴ら しい位岡を勝ち得て

ゐるも のである。又ロシアの作家むしろ著名なヒ°

アニストごして知られてゐる Rul:insteinの『夜」

はロシア民謡「カカヤクーチ」を主旋律：：：しだ至つ

て淋しい静かな美しい Sentimentalな曲である。

南露地方の氣分のみなぎつたもので．原曲はピア

ノ曲である 。

ビアノ獨奏ごしてワ）レクー、 レーベ｝レヒの奏し

てゐる 『春の墜」はワルツの王と稲された Johan
Straussが園舞曲に作ったものを、バス氏が音楽

會用さして巧みに Paraphraseしたものである。

又リリイ、 デイモンの奏してわる 「セウ・イルリ

ア」はアルベニース作で西班牙情緒に富んだ面白

い曲である。何れもビアノ曲としては興味百バー

セントの技J.りに優れた軽い曲である 。

會員ニュース〔順序不同）

鎌田斗四郎氏 咋年春御結婚なされて京都のお

人になられました。散りたがる先衆の中に京都

に家を持つ方の一人でもふわる のは喜ばしい事

です。最近伏見園役所へ御勤務なさいました6
奥様は府立第一御出身のオ媛です。背の君のお

仕込みでマンドリンをやつてをられるとか。最

近盲腸炎で永らく臥つて居られたとか．怖はい

病氣ですから氣をつけなければなりません。

高垣嘉夫氏 咋秋中村家へ婚入りされました。

すつと以前から御固棲の由で台湖節りの大野氏

は咋夏訪ねて行ってアテられた由です。音楽會

に行つても奇麗な女性を連れ られていたはつて

ゐられるお二人の姿は涵人渇仰の的です。但し

此頃はウでイオロンセロを弾いて京大のシンフォ

ニーの方へお入りになつて本家のこちらへはち

つともお顔をお見せ下さいません。

吉田勝治氏 （藷姓西島） 一咋年春御卒業已共に

拗而御婚約中の奥様ミ華燭の典をあけられまし

た。御卒業后餘り御勉強が過ぎて一時身体の調

子を害されましたが、其の後大髪お丈夫になつ

て咋年春お子様をもうけられまして若いバパに

なられました。一年間恥しがつてかくしてゐら

れたので、オーケストラの雀共がそれはけしか

らんとお祝ひにオコ｀`レオ コ゚レと騒いでゐます。

平田薩夫氏 咋年お迎へになった奥様t琴痣相

和して、よりよきハズになつて居られます。又商

科大學の研究所で盛んに健箪を振つて居られま

す。岩波からの社會科學癖典は皆、氏の御努力

によるものです。どんなハズになったか一度ソ

ットみたいも のです。

荻原耐氏蒲田に大野氏あり 、様沼に柳井、矢口

氏ありで藷友四人も近くに集るな ど奇蹟だと云

つてゐます。矢口氏を除いては酒豪揃ひです。

時々寄つてはメートルをあけてゐるさう です。

平庄氏 もウヂゥヂ してゐるでせ う。け しからん

ご云へば矢口氏はもう妻君をごつくに迎へゞニ

人のパバだミ云ふか ら酷くぢやあり ませんか。

若い人は油断がなりません。獣つてゐるなど人

が悪い！

,1＼山春文氏 大阪市役所書記ごなつて先日始め

て貴家氏宅を訪れました。雑誌の御稔に上洛さ

れたのには恐縮しましたo手紙をか くより訪問

する方が手近かでいいとて来訪。卒業後ますま

す肥（つられて二十貫近くだと云ふ事です。母君
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ミニ人で阪急沿線岡町に住まつてゐるさうです

フラウ？ 二三人位欲しいなんて慾張つた事を

云つてゐます。

ロ羽玉人氏 近くババになられやうこしてゐま

す。お目出度い極みです。

冨岡徳三郎氏 元老の富岡氏は今回フランス政

府の招聘でフランス瞥學の研究に来年六月から

向ふ三ケ年留熙する事になりました。あちらへ

行つたらいろいろ面白いニュースが得られませ

うと楽しみにしてゐます。本オーケストラから

フランス留學の氏を出した事は非常な誇りです

渡佛までにフラウを貰つては如何ミ云ふのです

が面倒がりやですから未だ定つてゐません。ど

うかいい方があったらお世話して上けて下さい

北村秀弘氏 専心御研究中で卒業后ーケ年fこ為

ぬ間に早くも二三の論文をものしました。此頃

はギクーも塵まみれになつて、査は京都病院に、

夜は蹄宅しても御勉強です。

冨禾貢氏大阪赤十字支部外科へ韓勤されまし

た。お家をお持ちになったのを見るとフラウを

お迎へになつたのかも知れません。

堀内恭二氏 神都電氣興業會祉（宮崎市）の方へ

御榮韓です。お友人がなくて寂しいらしいです。

『梨友」の出るのが梨しみにしてゐられる由です

資家氏が時々慰めに手紙を出してゐるさうです

仝氏からのニユース （六月二十HI附）

淋しい感激の姿を御想像下さいo梨友創刊琥

の頁々が喜ぴに溢れてゐます。だがそ の蔭には、

より大きな苦しみのひそんでゐるのを見逃がす

僕ではありませ,yoさう云ふ感激ですo
京都を去つて福岡へ、福岡から宮椅へ次第次第

に皆さんから、棄界から遠ざかります。

過ぎし京都の夕を今にかへす事もありません

が、せめて語るに友もない思出を楽友ミ共に獨

り架しみませう。

岩佐氏凜氏 紳戸にあって御勤務中の氏は銀行

の方が多用である為め、老父母君の在す京都へ此

頃はお蹄りがありません。親孝行の氏としてお辛

いに違ひないです。

ゴ シ ツ プ

R演奏會で皆身体が痩せた。これだけ氣苦努が多

いのだらう 。ギクーソロをやつた宮下は一貰七

百匁戚少、赤字大臣坂口は一貰三百匁減少、貴

家氏は一貫餘の減少を来たした。痩せることを

知らない烏井も十八貰に減つtこミ喜んでゐる。

烏井は眠くなつたら合奏中でもそ のまヽガック

リ寝てしまふo所嫌はす、時をかまはすである。

Rォーケストラには今度中々人氣者が多いが中で

も烏井が一番である o瞥大へ應援に行つてもす

ぐその晩から人氣者となつてしまつた位っ肥わ

た男は愛嬌があつていい。大阪の買家へ侮日曜

日に饉る。いくら近いとは云へ端から端までで

は相嘗の時間が力)>るが乗物は好き、乗ればす

， ぐグウグウねてしまふo入學のお祝ひに店の人

から咀つてくれた皮の抱カバンをいつも抱へて

ゐるが、中は Jートに雑誌と原稿ミ云ふー廉の

ジアーナリストとな りすましてゐる o此の人あ

つて始めて雑誌は刊行される。

R又宮下の話だが氏が貴家氏の宅を訪れる時は何

時でも夜店の晩が多いo貴家氏宅附近の夜店は

七日、十七日、｝廿日である。先蝦の北村氏が瞥學

部に欅生だった時、費家氏を訪れる時は屹度雨

が降つたし又睛れてゐる空でも雨が降つて来る

ので氣に病んでゐた。夜店男に雨男のニックが

つく。夜店ご云へば坂口は夜店の晩に生れたと

て生れ乍らの夜店男だミて皆が野次る。

R合奏の時のくせ。野間口はメロデーを恥唄混り

でやる。それも口をつぐんでやるのでほんとの

昴唄だ。翌楽をやつてゐるからだごも．墜梨の

練和こしてゐるのだミも云へる。

岡田は休止符を昴息を吸つて休む。先架では吉

田氏がよくやつtこ，，
烏井は舌を出して弾く。美濃口はマンドラミ身

体と一緒にして首を振り振りひくので張子の虎

みたいc 粟田は演奏會嘗夜唾をゴクリゴクリこ

盛にのみ込む。さては少々昂つtことみたは僻目

か。野口はニャリニャリとして、いつも一杯氣

けんのやうな顔をしてゐる。この人のおかけで

合奏は固くならすに浣む。

Rォーケストラに姓で口 のつくのが多い。

野口、坂口、野間ロヽ美濃口。野口さんて、どんな
人？ と新入生が尋ねるミ貴家氏は野間口の間
の抜けた人がさうだt駄ジャレルo但し野口は

決して間の抜けた仁ではない事を断つておく。

會員住所異動

平田隆夫 （昭和二年卒業）
． 大阪市住吉匿山阪町 5ノ52

堀内恭二 （昭和五年卒業）
宮椅市上野町神都電氣典業會社

富永貢（昭和五年卒業）

大阪市天王寺謳勝山通二丁目 63ノ2
赤十字病院大阪支部外科（勤務先）
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＠鳥井諒二耶店の令妹永らく病臥中の虞薬石効なく五月

二十七B逐に死去された。男計りの兄弟の中にf：つf：

一人の女子で一家中の寵を集めて居f：が十八の花の盛

りを惜 Lいこさなしf:。謹而哀悼の意な表す。氣丈夫

な鳥井b愛妹の死去には心眠共に公つf:。

＠一撃は印刷通り五月十口に出来て居乍ら、印刷所の方

では取りに来る bのご思ひ込んでゐt:L、こつちは送

つて共ふ心銘してゐて未だか未だかミ待らあぐんでゐ

1:。その折丁度鳥井の不幸があつてなほ逍れ1:0漸く

了解がついて送つて共つたのは五月末でゎつf:。手述

ひの1：めに多大の遅延 L1：のは深くお詫ぴ L1す。

e菊版の大さの政定が注文通りの横組み四十字づめにな

らないので大形こし1:。次競から四六倍判大1:Lて獨

自の体裁にしてゆき i：い。本文な五就1こして讀み易く

し雑報は九ボイン I・ニ段組みにしてゆかうこ計斑して

ゐる。なれない仕事だ。段々改良 Lてゆく。災るのが目

的でない。紙持よい誌にし1：い思惑があるからである。

五十頁前后の本文にしやうこするこ二6枚の原稿紙に

Lf: >めなければならない。箪イ；ポ青の編輯子には至雖

な事業だ。 1：っf：五十頁計りごケチをつけ給ふ1£。

, side buisine邸こして雑誌記者し亦辛い哉である。ぃ

みいろの雑誌編輯記岳に同情される。原稿の悩促、寄

稿御紙ひな .::·1•~ 々思ふ通りにはして下さらない。杏い

て下さる方にしてし氣分が向かなりれば書かれるしの

ではなく、こちらは期Bょでにl:l'.1;:::め1：いし双方が

かつt:り合致する事は1中々困難だ。ではあるが記名の

立場な同情して頂いて、同じ手紙を何度し同じ宛釦：．

出さなくこし良いやうにして欲し＇い。編輯子の萩きは

これ！

＠雑誌チ1J行の基礎しーケ年頑張ろ打後は陪勢で行く。そ

の一年間が大切な時である。 （健面i)

＠第一撃は、すつかり遅れてしまひ、皆様に大妥御迷惑

をかけまし f:。なれない仕事の上に植々交捗やら、一方

又油奏會I.,-控えて、すつかり手rd]こつてしまひまし1:。

必然的に第二賦い星くなりまし f：が、第三賦l:t、大分

準備し出来て届り、この夏の休暇中に疲行する躁定で

居ります。

＠貴家氏の「ビックの研究」組稿は都合によつて次競ヘ

廻l:tLまし1:。その代り、浪奏合の疲れも充分梃えな

ぃ共家 さんをdかして 「ギクー絃に就いて」の原稿を

書いて頂きまけ：。編者の考へる所あつてです。御経

駿上種々の呉見の方しあるでこう。参考の総こ℃＇こ℃、

開陳Lて下さる事を御願ひします。

R来戟から買問襴な作ります。マンドりンギクー其他に

闊し、こ•しこ・し御利用下さい。

R文庫の方し只今整理中です、整理つき次第文肌開放し

適嘗なる方法でゃり 1：ぃさ思つて居ります。今考へて

ゐろ事は、一定の料金を頂いて富方の手で寓諾・すろ方

法はこ・うかしらさ思つて居ります。 ギクーソロ、 マ

ンドリンソロの築諾はギクー研究會の手で.::・ (、 .::・Lプ

リントにして本誌に添附Lて行きます。只今の所毎競

二頁の梨陪をつけるのできちきちなんですが、い少し

誌友し埒せば、いくらでし培頁し1：いこ、思つて居りま

す。

R本誌が皆さんの御手許にごゞく頃は暑い最中でせう 。

皆さんの御健康な祈ります。 (6月308 諒二郎）

＠先闊諸兄に御願ひ！！

昨年送つて頂いt：會費はしう盛きまし1:。あれこれこ

経買の席むしのです。組輯子述は大分ポケットマネー

をプライウ・エートに出してゐます。會計なしつては扱

するのは昔から栢場がきまつてゐます。一年分の會只

（昨年七月から今年六月まで）の方々し第二期分をお擁

込み下さい。牛期分既納の方々は后牛期分 （今年一月

から六月まで）を即座にお送り下さい。軍査金がなけ

れば動きがこれません。昨年は會毀で手を焼きまし 1:

今度 L同じ手敷なかけさせPゃうにお願ひします。

＠振替口座開設しまし 1:。大阪ーニ八六九番です。送金

も引出しし容易になります。そ れでこの次からは安全

仮利、砥裳な振替を御利用下さい。

今に何こかして獨立合計1こし1：いこ思つてゐよすが基

礎が定まるまで、しうーケ年待つて頂き度いです。さう

いつまで L御迷惑をおかけし度 くないこ思つてゐま

す。合且外の一般の同好者の総めに雑誌な頒布してゐ

ます普遍的に自由に開放する総が京大式です。官僚式

な學狡ですが中自の吾々まで碩化石化しては届りま

せん。私立の持つ芙貼、自由こ開放性さな吾々は旗様

こします。 -/r —ケストラの生ひ立ちから見てい亦さ

うあらればなりません。

R創チlj就し本邦斯界の栖咸者代表圏体ご各高校、専門學

校、各大昴のナーケストラに）肘昂し まし 1:。何誰にで

L誼呈 L1：いのは山々ですが、限られ1：財力では遠憾

乍不可能です。で同好の方 々に誌友こしてお頒ちしま

す。非質品である事に喪りあ．りません。誌友規定な別

に設けてあります。

＠此の誌は外観は機闘誌ですが、内容は自由な共同機関

誌こして開放 Lてあります。現在の本邦斯昇に於て多

数の要望すろ諸貼を泌1：すが1：めに生れ1：ご云つてい

い位です。學外同好諸兄の面つて御利用されん事な希

望します。
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