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沢口氏の言葉

アルモニア第 1号より（昭和 2年）

「アルモニア」が発刊されたことは喜びに堪えない。極く僅少な部数であつても、吾

々が占き得、亦読み得ると言うことは異常な喜びである。「アルモニア」誌が今後如何

なる発展をするかは未知数であるが、……（中略）……多数の迎合に陥らず吾々の清純

を保ち、主張に生きることは痛快である。

アルモニア錬習所日誌より（昭和2年）

吾々の音楽を馬鹿にする荘楽家が非常に多いので、馬艇にされないだけの用謡がい

ります。30年も立つたら安心して聴いてもらえるようになるでしよう。それまで長い

こと馬鹿にされるのは堪まりませんが、そのためにも、何とか馬鹿にされない日が一

LIも屯く実現するようにみんなで努力しましよう。
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葉言の氏口沢
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マリア・ ルイザ・アニード

Maria Luisa Anido 

高橋功
I. Takahashi (Sakamoto) 

西洋の諺に 「環境が人を作る」 というのがあるが、 アニードには•この諺がそのま上あては

まるように思う。と いつて生来の資質を否定するものではないが。

ニー ト • コンザレス Isabel Maria Luisa・ Anido Gonsarez イサベル ・マリア ・ルイザ ・ア

は1907年 1月26日アルゼンチンの首府、プエノスアイレス（美しい空という意味）の近郊モ

ロ ンに生れた。父ドン • フアン ・ カ）レロス ・ アニー ド Don Juan Carlos Anidoは非常にす

ぐれたギタリス トで 「ラ・ギタラ」 という研究誌を数年に亘つて刊行したほど熟心な研究家

であった。その父が、アニー ドが 5オになつた時子供用の小型ギターを与えた。この父の熱

心な指甜と激励によつてアニードは早くからギターと固く結ばれたのである。幼な友達はナ

ニー ドをミミタと呼んだが ，それは幸福という意味なそうである。深い理解とすぐれた指甜

カのある父をもつたアニー ドは、愛称の示す通り幸福な少女だつたと言えよう。その父は後

に、近代ギター音楽の開拓者フランンスコ・タレガ FranciscoTarregaの愛器 トレス製ギ

ターを手に入れてアニー ドに贈つた。

丁度その頃タレガの高弟ドミンゴ • プラト Domingo Pratがスペインからアルゼンチ‘ノ

に移住して来た。これを機会に父はアニー ドをプラトに師孝させた。それは1914年だつたか

らその時アニードは漸く 7オの少女だった。その上逹が非常に目ざましく 、 1年た Lないう

ちにプラトは 「もうこれ以上私は教える何ものもない••……•アニドは昨日まで私の弟子だつ
たが ，今日は同僚となつている。明日から私はアニーFの讃美者となるだろう」と言い、同

じく タレガの弟子であ るホセフィ ーナ・ロプレド JosefinaRobledo とミゲル ・リヨベット

.Miguel Llobetを推腐してくれた。そこでアニードは、ロプレド女史に就き、次いでリヨベ

ッ トに師孝し、雨ねてタレガ直系の奏法を学びとつたのである。そしてアニードは11オの時

プエノスアイレスで初めて独奏会を持つて絶殿を博し、この年スペインに渡つて、パルセロ

ーナマドリッド、コルドパ等で演奏会を開いて各地で喝采を博し成功を牧めた。この時リコ

ベッ トもセゴヴィアもこの天才少女の至芸に讃辞を呈し 、すでにヴ↑ルトオゾの域に達して

いると評した。

1925年にリヨベッ トがアルゼンチンに来て演奏会を開いた際、．そのプログラムに特にアニ

ードとのギターニ重奏を加えたところ、聴衆ほ師に劣らぬアニー ドの演奏に鵞ll梃し、どちら

が先生だかわからない、 と噂をした。アルゼンチンの有力な新聞紙 「ラ • プレンサ」 はアニ
ードの演奏を絶讃し、批評家ラ，モン ・エスカラ RamonEscar.raは 「ギターの新時代釆る」

という見出しで 「ッョパンはすぐれたギターにまさる音楽はないと言ったが、この二人はそ

れを如実に証明した」と述べた。この演奏会のためにリヨベットは特にすぐれたギターニ煎

奏曲を編曲した。リヨ ベッ ト以前にも、例えば力）レリやジュリアーニやソルはギターニ重奏

曲を作曲しているが、それは先生と生徒のための、又は生徒同志の練習を目的としたメカニ

ックなものが多かつたが、リ ヨペッ トは二個のギターによるニュアンスを巧みに糊りなし

て、美しい二重奏曲を作り上げた。 リヨベッ トはメンデルスゾーンの作品53の中の無言歌や

モーツアルトのミヌエッ トやグラナー ド・スのスペイン舞曲11番やア）レベニ_:_スのイベリア組

曲中のエポカンオンなど16のすぐれたギターニ重奏曲を編曲した。この珠玉のギタ ーニ重奏

曲はアニードという愛弟子が彼の身近かにいたからこ そ出来たのであると言われている。そ

の恩師 リヨペ‘；； トは1938洋スペイン内乱の犠牲になり飛行機華故で不慮の死を遂げた。

このように理解のある父 と無上の師に恵まれたアニー ドは若くして名を成した。而も所謂

天才少女として、それで止まつてし まうこ となく 、不断の努力によつて益々その芸術性を高

め、ヴ イ）レ ト オゾと してのユニーク な地位を占めるに至つた。ア）レゼンチンにはフアン • ア
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ライス JuanArais.カルロス ・ガルツア ・トルサ CarlosGarcia. Tolsaアントニオ ●ヒメ

ーネス ・マン＊ソ AntonioGimenez Manion，イラリオン ・レルー HilarionLelo芝．ア ド

ルフォ • Jレーナ AdolfoLuna等のすぐれたギタリス トがいたが、 アニードの出現 よつて

彼等は凡て後呆に押しやられてしまつた感がある。そしてアルゼンチンのギター界はアニー

ドが一人で1年白つて立つような形となつたのであゐ。現代の三大女流ギタリストとしてアニ

ードとフランスの（実はイタリア生れなのだが）イダ ・プレスティ IdaPresti とオースト

リアの Iレイゼ • ワルカー Luise Walkerが挙げられるけれども、その中でアニードは断然頭

角をあらわしてい、一部の批評家は師リヨペッ トを凌ぐギタリス トと呼び、或はセゴヴィア

に次ぐ名手であると評している。

アニードは現在プエノスアイレスの国立音楽学校のギター科教授の任にあり 、ロザリオの

タレガ協会の会長であり 、アルゼンチン演奏家協会とワグネリアーナ協会とフィルハーモニ

イ協会とから名営金牌を贈られている。これだけの厨苫と地位と名脊とを知ればアニードの

芸術の体大さと 、アルゼンチン梨壻に於けるアニードの地位は容易に見当がつくはずであ

る。

アニードの独奏レコードはアルゼンチソのピクターから次の 4枚が出ている。それは1940

年頃の吹込みである。

ポンセのメキンコ風カンンオンとパッハのJレーレ

サン．セパスチアンの悲曲とバッハの前奏曲

アルベニースのカデイスと Jレビンスタインのロマンツア

グラナー ドスのトナデイリア（ゴヤの絵）とカンネリのガト

そしてアルゼンチンのオデオンからリヨベットとの二頂奏曲が出ている。

アグイレの ウエラとアルベニースのエポカ ンオンとメンデルスゾーンのロマンス

アニードは作曲編曲に並々ならぬ技閑を示している。次のものが出版されている。

ヴイダリ ータ風の曲 Aire di Vidalita 

ガート （アルゼンチン舞曲） Gato
さようなら（メキンコ風カンツヨン） Adios,adios. 
ペリ コーネス （アルゼンチン舞曲） Pericones
アルバム Albumde 10 Obras（チャイ コフ スキー、 レピコフ、グリ ーク、 フムメル、

フォルナピー、 自作 4を含む） 15編rl11集（モーツアルト 、ンユーベルト、 ドピュッツ

ー、ヘ ンデル等）

アルゼンチンの印象 ImpresionesArgentinas（アルバム）

1. 土人索描 Boceto Indigena 

2. サンチャゴの女 Santiagena 
3. 平原の歌 Canto de la Llanura 

4. 哀歌 Triste No.1 

5. 平原の前奏曲 PrE:ludio Pampeano 
6. カクマルカの女 Catamarquena (Vidala) 
7. 田舎歌変奏曲 Variaciones Camperas 
8. クリオージョの前奏曲 Preludio Criollo 
9. ミサの子供等 El Misachico 

ギ ター • ア）いパム

1. サピオ作 カンテイガ Alfonso el Sabio : Cantiga 
2. アニー ド作 ゆりかごの歌 M. L. An1do : Cancion de Cuna 
3. ラモオ作小太鼓 J. Ph. Rameau: Tambourin 
4．． アニー ド作 田含風前奏曲第三番 M. L. Anido : Preludio Carnpero No. 3 

(2) お



5. ア、）レコルタ作 ミヌエット A. Alcorta: Minue 

この外未出版の作品として次のものが知られている。

4のア）レゼンチン風カンンヨン 4Canciones argentinas 
3のアルゼンチンー風舞曲 3Danzas Argentinas 
曲目を見たゞけでもわかる通り古典音楽から近代音楽に至る編曲は20曲を数え、自作のも

のには特に中南米各国の民謡や舞曲をテーマにし、こ．れをギターに移したものが圧倒的に多

い。父祖伝来の郷土の音楽を基調にしていることは何といつても強味であり 、この点はわが

国のギター曲作家も学んでい .1.ところではないかと思う。今までの女流ギタリス トで併せて
作曲家として名を成した人は、アニーード以外には恐らく 1人もなかつた。その意味でもアニ

ー ドの存在は歴史的である。

アニードは早く中南米各地に演奏旅行をしてい、1952年度はヨーロッパに渡り 、ロンドン
では、ウイグモアホールとカニングハウス、ウイーンではジューベルト楽堂、バリではショ

バン楽堂で演奏して成功し、 イタリアではミラノ、モントオパ、メッンナ、モデナ、パルマ

等で演奏して好評を博した。その時のプログラムを紹介する。

．．．．．．．．．．．．．ー・・・・・ プ ロ グ ラ ム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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3.北方の唄 （夢みつり

アニードのプログラムには必ず自作のものと編曲が出ている。作曲家自身がすぐれた演奏

家である場合，自作自演こ そ音楽の最も好ましいスタイルであるはずである。この点アニー

ドの演奏に対する期待と興味は格別である。

MASARU  KONO  

CONSTRUCTOR・ DE GUITARRAS 

各種輸入材の御註文に応じますー一ー。

高 級ギター 製 作 河 野 賢

東京都豊島区千早町一丁目四番地（電話贋畠(95)5574) 
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ギタ 協奏曲の時代
New Era of Concerto for Guitar 

松本太郎

T. Matsumoto (Kam咄 ura)

第二次世界戦争終つて以来の世界ギター界のニュースを見て居ると、今日迄に少くとも 7
人の作曲家がギター協炎1111を出き、それが演奏せられて居るのが発見される。即ち次の通り

である。
カステルヌオヴォーテヽ・スコ Castelnuovo-Tedesco協奏曲 (1936)セゴヴィア録tr
マヌエル ・ポンセ ManuelPonce L南方の協奏曲7(1946)セゴヴィア初演

ホアキン ・ロドウリゴ JoaquinRodorigo アランフエスの協奏曲 (1940)サインス ・

デ・ラ・マサ録it
サントルソラ Santorso la協炎曲 ）レイ ー ゼ • ウアルカー録 [1·

パカリッセ Bacarisse協会曲

ハンス ・ハウク HansHaug協癸曲 1951年のアカデミア ・キジアーナ貨

ヴィラーロボス Villa-Iobos協炎曲セゴヴィア録行

これを以てギター協奏曲の時代が米たと云うのは或は早計であり 、云い過ぎであると思わ

れないでもない。然し過ムのギター音栞史を振返つて見ると、そう云つても必ずしもt1Jj巡つ

て届ないと云う気がする。

今迄我々の眼に触れた文献に依ると過去の作曲家でギター協炎曲を占いたのは僅にカルツ

リ、ンユリアーニ、メルツの二人丈である。
も）中力）レツリはフィリップ ・ポーンに依れば op.8, 140, 207 (op. 207は 2の協奏曲）

ジュリアーニは op.30, 36, 70,103（然し日本では 1111,しか杏いて居ないと云う人がある）

メルツはイ調小協奏曲 1曲を占いた。即ち過去に於ては僅に 3人しか占いて居ないに対して

視f隅既に 7人の作曲家が占いて届るのは極めて顕著な手であつて、 ギター音楽史始まつて以

米の挙である。この点から兄てギター協奏曲の時代が米たと考えても必ずしも行き過ぎでは

ないだろう。

即ち過よに於てギターを含む室内楽曲が多くの作曲家に依つて相当占かれて届る華は1lfJ号
で中野二郎氏が苫かれて居る挙に依つても明であるが、 ギター協炎1IIJO)-,_~かれる華の少かつ
たのは何故だろう。

この疑問を解く為に考え方を変えて、ギター協奏曲を占いた過上の作曲家が如何云う作曲

家であったか、と云う観｝jをして見よう。カルツリ 、ジュリアーニ、メルツは何れもギター

演炎の勝れた名手であると同時に作曲家だった。 It[lち作曲のテクニックと演女のテクニッ ク

の両方に枯通して居た。それ故にこの 3人は協炎曲を占く手が出米た。ベルリオーズは彼の

L竹絃充法lの中でギターは特殊な楽甜（絃交器の中では四絃莉くは1i.絃の擦絃楽器、I![Jち
,,iolin, viola, cello, contrabas.<,)とは絃の数も、油癸テクニックも迎つた楽器であるから、

それの演奏の出来ない人には作曲は非常に難しいと云つて居る。この言党は確に真理てあっ

て、過去に於てギタリスト屎作曲家以外の人々がギター曲をよかなかつた理由を説明して居

る。

けれ共ギタリスト兼作曲家は多くありながら僅か 3人よりギター協奏曲を苔かなかつたの

は何故であろう。その理由は今の所明白にされて居ないが、ギターを用いてこの岱い形式の

曲をむく興味と才能を有つたのがこの 3人丈であったと粘論せざるを得ない。

この孝はもう一つの根拠からも考えられる。占い時代には大ていの岱楽曲作曲家はその楽

沿0)油癸者だった。 18世紀頃迄はチエムパロ（クラヴサン活くはハープンコード） IIliの作曲
家はチエムパロ演奏家tこった。従つてその煩迄はクラヴンニスト（今 Hではクラヴサン演奏

家と成されて居る）と云う名、：,,]はクラヴサン曲作曲家兼クラヴサン油奏家を意味して届た。

ォルガニストも同様でオルガン1ll1作曲家兼オルガン油炎家t.!.つた。器楽曲やその為の協奏11!1
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をその楽器の演奏家でない作曲家が笞く様になったのは18世紀以後の華である。この点から

見ても、又ペルリオーズの云つた所から見ても、ギター1111が（就中その独奏曲や協奏曲が）

主としてギターi妃（奏家に依つて内かれて居るのは当然の事と思われる。

所が最近のギター協奏曲の場合は迎つて居る。サジトルソラとハウクは 何云う音楽家で
あるか分らないから除くとして、他の 5人は全部ギター油奏家ではない。そしてギター協奏
曲作曲がギタリストでない作曲家に依つて取上げられるとすればギター協奏曲の占かれる可
能性、機会が増加するのは自然の勢である。勿論ギター油奏のテクニックと、そして作llIIの
テクニックも、特殊性を持つて居るから、それ等に対する智識を持たない作曲家は手を出し
得ないだろう。実際ポンセがギター曲を占く場合何日もセゴヴィアと相談しつょ苔くと云う
幸であるから他の作曲家もギタリストと ・ー所に作曲すると云う形になるのであろう。この、
云はば一種の共作の方法が取られるとすればゞ云い換えると作曲家がギタリス トに近附いて
共作する華に興味を持ち，召びを感じるとすればギター協奏曲作dl]の前途は有望になると云
つてい l。

然らばこの 5人の作曲家が何故に迎んでギタリストと共作したか。云う迄もなくギターの
持つ可能性、芸術的な価1直を認め、それに引附けられたからである。ギターの持つ美の中に
1，訊い形式の曲である協奏曲の主癸楽器としての価値を見出したからである。・

そうであるとすれば我々はカステルヌオヴォーテ、・スコとポンセに協女曲を心かせたセゴ
ヴィアの優れた演奏を、若しロドリゴの協奏曲がデ ・ラ・マサの、パカリッセの協奏曲がイ
工ペスの協力を求めたのであるとすればこの 2人のギタリストの功紙を認めねばならない。

こうして最近のギター協癸曲作曲の状態を見ると先に述ぺた様に今後協奏曲の占かれる可
能性を我々は期待出来る。そして今 Hはギター協奏曲の問代の始まりであつて、それが本当
のギター協奏曲の時代の開ぶけを作げると考えてもいいかと思われ、 ギター音交に於ける新し
い11!f代が来つ lある様に感じられる。

最後に附け加え度い幸は、今 H我国では（必ずしも我国丈ではないかも知れないが）ギタ
ー音楽のスペイン的側而が主な槻心幸になつて居る。確にギター音楽はスベインの精神を具
休化し、代表したものである。けれどもスペイン以外のものも ギター音交に生命を与え得
る。従ってスペイン的美を発揮したギター協奏曲も存屯す可きであるが、そうでない協会1柑

も価値を持つのみならず当然作曲されるに違いない。残念ながら私は 7人の協奏曲を一1llJも
1秘いて居ないのであるが、カステルヌオヴォーテ、・スコや、ポンセ、ハウク等の協奏1111はス
ペイン的災とは辿つた他の美を持つて居るのではないかと思われる。殊にカステルヌオヴォ
ーテヽ・スコの様に或はイタリーに或はアメリカに住む作曲家の作品はたとえイタリー的なも
のを持つて居たとして、それにはインターナンョナルなものと彼の個性とが融合して彼独特
のスタイルや芸術性を生み出して居るのではないかと忠う。そして今後占かれるギター協奏
曲は益々そう云う傾向に赴 くのであって、そう云う協炎Illlが我々の期待す可きものであるの
ではないかと想1象されるのである。

国内ニューズ (1) . 

〇セゴヴィアの演姿によるカステルヌオポ • テデスコのギター協奏1lb Lpレコードが
三月いよいよ コロンピアから発売された。このニューズをテデスコに齋らしたら、イギ
リスで1次込んだこのレコー ドをプレスしたのはアメリカ、フランスに次いで 1レ1本は二番
目の国だと、t'fんでくれた。この盤の夷面のポンセの L南欧風ソナテイナlも、 トロパ
の L組曲lもトウリナの Lフアンダンギリヨlも、テデスコの協奏曲に俊るとも劣らぬ
名演奏であり 、1必近の円熟したセゴヴィアを知るには最適のものである。
0需にアントニオ ・ツノポリ AntonioSinopoliのギター教本を疎，沢して、ンノボリ

1こその努力と然意を認められた和田尚子女史は、旧腺硼望されて渡亜の途に就いた。和
旧女史はみごとギタリストとして最初の留学生たる名誉と光栄をかち得たわけである。
ツノポリ流のギター技法を完全に身につけて、日本女性ギタリストの第一人者として錦
を飾られる日が今から待たれる。容々も健康に留紅され、研僚屯らならんことを祈つて
やまない。女史からの彼地のニューズを鶴首して待つ。
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ダニエル ・フォルテア論
Note on Daniel Fortea 

19d -！" 
橋 功

I. Takahashi (Sakamoto) 

フランンスコ • タレガ Francisco Tarregaがカステリオンの町へ来ると 、いつでも医博

ニコラス ・フォレス Dr.Nicholas Foresの客となるのだった。フォレス閲士には、若者達

にうるさく後をつけられるので不安で一人歩きが出来ないなど美しい令娘が二人いた。ゴン

ザレス ・ヘルマ街の博士の邸宅のヴェランダでタレガがギターを弾き、美しい令嬢や家族の

人達がIJflいている。そんな夜にはきまつてその邸宅の前を誰かゞ往きつ戻りつしている。タ

レガのギターを盗み聞きしているのか、或は令嬢をかい間見しているのかどちらかである。

或夕、いつものようにタレガがギターを弾いていた。フォレス間士は、毎晩忍び寄る若者

を見とゞけようと外に気をくばつていた。そうした時稲妻を伴った夕立がやつて来た。外な

る若者は玄関に雨をよけて、その姿が閃光に浮き出される。タレガはば’が大嫌いなのでギタ

ーを弾く手をとめた。そし て立上つてカーテンに封をしのばせている若者に近よつた。若者

は兵隊であった。ギターの妙なる調ぺに惹きつけられて、毎晩、特に外出を願つて立ち闘き

をしていたのだという。タレガは浦れ鼠の兵隊を、部屋に入って乾かすようにと招じ入れ

た。こうした不思義な出合によつてタレガと結ばれた兵隊は外ならぬダニエル ・フォルテア

• ギメラ Daniel Fortea Guimeraその人だつたのである。 ． 

フォルテアは1878年 4月28日にベンロッチ Benllochに生れた。生米音楽好きだったが、

タレガとの不思義な出合によって20オのフォルテアはギターと固く強く結ばれることになっ

た。その時以来、フォルテアの熱意に心を動かされたタレガは、子のようにフォルテアを可

愛がり 、先生としてフォルテアを熱心に指導した。かうしてフォルテアはタレガの一番弟子

となつた。 1909年恩師タレガの死に会い、其の後フォルテアはマドリットに移り住み、最初

はテアトロ ・ デ ・ ラ • コメデイ ア 、 アテネオ 、 美術倶楽部等のステージに立ち、 演奏家とし

て名を成した。次いでアカデミア ・デ ・ギタ ラを創設し、子弟の教育指達に任じ且つピプリ

ォテカ ・フォルテア BibliotecaForteaというギター音楽の出版に一役買つて出た。

ピプリオテカ ・フォルテアは、ソル、アグアド、タレガをはじめ、リヨベット 、セゴヴィア、

プホール等のオリヂナーJりなギター曲は勿論、アルベニス、グラナドス等の作品のギターへ

の編曲、その外パンドウリアやピアノや管絃楽等の出版を加えると 、その数実に 600を上同

つてゐる。その中フォルテアの自作のギター曲は約60を数える。

op. 1. Improvisacion 

op. 2. Candon de madre 

・ op. 3. Lo Paxarina (moti . Lo Paxarina (motivo asturiano) 

op. 4. 2 Preludios 

op. 5. 2 Preludios 

op. 6. 2 Preludios 

op. 7. Romanza（二重奏）

op. 8. 2 Estudios en do y mi 

op. 9. :F;studios de arpegios 

op. 10. 2 Estudios 

op. 11. Allegro de Concierto 

op. 12. Cuentos Infantiles : 1. 2. 3. (Bercuse, Condon de Cuna y de Novidad) 

4. 5. 6. (La Marusina, Viudita) 

op. 13. Capricho estudio 

op. 14. Toledo, Nocturno 
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op. 15. Elegia e la, memoria de Tarrega 

op.16. E vocac10n 

op. 17. Impromptu (1919) 

op. 18. Metodo de Guitarra (1921) 

op. 19. Album de 6 obras y 6 estudfos 

op. 20. Sonatina (1918) 

op. 21. Madrigal 

op. 22. Andaluza, Capricho 

op. 23. Danza de Gnomos 

op. 24. Meditacion 

op. 25. Estudio poeticos ; 

1 Dialogando 2 Serenata 3 Romance 4 Nocb"e de luna 

op. 26. Estudio de ligados 

op. 27. Murmullos, Estudios de arpegios 

op. 28. Estudio en Fa 

op. 29. Melodia, para el studio en Si menor de Sor（二巫奏）

op.31. Danza de Munecos de carton 

op. 32. Aquelarre, Donza en Sol (1930) 

op. 33. Nocturno 

op. 34. ・ Melodia, para el estudio en Si menor de Sor（二巫奏）

op. 35. Soleares 

op. 37. 3 Preludios (1917) 

・ op. 38. Gavota 

op. 40. 4 Esudios para el ritomo y la expresion (Heller) 

op. 51. Andantino 

作品番号のないもの ‘約20曲 編曲約200

以上は払の調沓したフォルテアの作品表だが、勿論払の調査もれもあるに相遥ない。この

作品表をみて、まづ第一に気が付くことは練習曲、前奏曲の類が非常に多いことである。所

謂タレガ奏法を身につけたフォルテアが、それを子弟に正しく伝えるために、教則本をはじ

め多くの錬習曲を作つたものと思われる。就中作品12番の 「子供の物語」はジューマンの

「子供の梢景」に比ぺられる仕どの秀作である。 ・

中にはコンサー トプログラムにふさわしい大曲もある。例へばイ ダ • プレステ イ のレコー
ドで払達には とりわけなつかしい作品22番 「アンダ）レーザ」がそれであり 、こ のような作品

をみると、或批評家が 「アルペニースやグラナ ドスや トウリナが ピア ノに対して成しとげた

と同じことを、フォルテアはギターで成しとけた」と言つていることがよくわかる。そこに

はフラメンコのスタイルがふんだんに巧みに取り入れられている。そういえば作品16番 「エ

ポカンオン」もア・ストリア地方の民謡をテーマにしたものである。この外、私の手元にはな

いが、ソレアーレスだのマラゲニアだのグラナデイ ーナだのという風なフラメンコの曲をフ

オルテアは沢山編曲してギターに移し ているそ うである。 クランツク ギターにフラメンコの

スタイルを取入れる現代スペインギターの目立つた傾向は、フォルテアなどの試みが結実し

たものと見てもし心かと思う。それに作品15番の 「エレジア」もフォルテアの代表作たるを

失わない。一見極めて、メカニックな構成のこの曲に、而も限りない哀調が秘られているこ

とは、自演の レコー ドが明らかに示している通りである。タ レガを偲ぷ曲は一昨年のタレガ
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一、

生誕百年を記念して数多くあらわれた。プホールもタラゴも献曲したそうであるし、 トウこ
ナの組曲（ガロテイン ，ソレアーレス，セヴィリアーナス， ファンダンギロ）も タレガに捧
げられたものである。その 中でやはりフォルテアの作品15番はf:1¥iを偲ぷの梢に於て傑出して
いるというぺきであらう。この外、作品12番の第 2曲 「ゆりかごの唄」ギ作品25番 「甜的紬
習曲」や作品21番の 「牧淑」などは、プホ-)レの言による と、ギター音楽中の珠玉の名曲で

ある。
昨年11月20日カステリオンの郊外ピラレアールのサロン ・タレガで、タレガ生誕百年記

念の会が催されたが、その時タレガの弟子即ち、ペピータ ・ロカ PepitaRoca とホセフィ
ーナ ・ロプレド JosefinaRobledoとエミリオ ・プホール EmilioPujolとフォルテアの四
人が大々独奏をして参列者に多大の感銘を与えたが、この会で作品15番の 「エレジア」を弾
いたのが、恐らくフォルテアが公衆の前に立つた蚊後だつたらしい。明けて昨年2月15日の
夜マドリッドの自宅で脳溢血の軽い発作があった。そのま立安静を保つて！役けばよかつたの
かも知れないが、親族の者が、もつと静かに府護したいからといつて 2月26日に病中のフォ
ルテアをカステリオンに移した。これがよくなかつたらしく 、店状は増悪し、 3月5日午前
10時30分にフォルテアは遂に最後の息を引きとつた。 ， 

プホールの伝えるところによるとフォルテアは、詩人的な音楽家で、而もお人好しで、あ
つさりした性’且で、ユー・七アを解するという風だつたから、形式ばつた油奏会やモダーンな風
潮を好まず、班ろ叫I；の人々に伍して、そうした人々の心にしみ入るよ う`な演炎をすること
を好んだ。彼は、ピプリオテカ ・フォルテア版の楽譜を出版する傍ら1935年以降レビスタ ・
ムジカール RevistaMusical というパンフレットをも出して、1951年で27号に 至つ てい
る。 f弟の指祁の外に、作曲、編曲、出版という多忙な生活の中にあつて、而も芸術家ぷつ
た気位の凶いところがなく 、従つて多くの人迷から親しまれ、倣まわれていた。 だからカス一，9

テリオンに於ける葬1義の際は、孟柩車に従う人々が延々として跡を絶たなかつたと伝えられ
ている。

国内ニュース'(2) ・1

麟 1月19日、小介俊氏は芸術大学音楽部の歯楽教肯法講座 (JI:-I::武上氏担当）に招 I 
かれて特別講演を行つた。 3年 4年生のための講座で、話したり弾いたりの即物教育
で、非常な好評tcつた由。

ロンドンのアップ）レピー氏 W.A.pplebyが日本旋律を使つた 「11f愛い叶公の木 little-
pine tree」というギター曲を小倉氏に贈られた。その御礼に小介氏は 「前炎 IIII第三番
Preludio 3」を献呈した。これは近くアルモニア版として出版される予定。
④去 2 月 15 日 NfIK 第二放送午后 1 時15分からスペイン大仙舘提供で、 ホアキン • ロ

ドリゴの 「アランフエスの協炎曲 J. Rodorigo: Concierto de Aranjuez」が放送され
た。すでにアルゼンチン大使舘がタンゴ、フランス大使舘がジヤンソンの放送に多大の
扱助を与えているので、やり遅れ走せの感なきにしもあらずだが、今からでも遅くはな
い。スペイン本国の生粋の音楽をどしどし提供して、Isl西文化の交流、ギター音楽の発
展に寄与されることを心から望むものである。 • 
④東京銀座の日本楽岱が、ンカコのリーガル社の日本代理／古となり 、この往ど第一回

のリーガルギターの入紺をみた。リチャード ・ピック RichardPickの推低による製品
で、これを試奏した小介氏によると、なかなかい .I.もの入由。邦人の手エギターも最近
は極めて良夜［なものが出ているから、戦後初輸入のリーガ）レギ ターと の比較は典味ある
話題を提供することになろう。
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タ レガの 日
/ 

EL DIA DE TARREGA 
＼ 

‘~ • 
小 倉 ． 俊

S. Ogura (Tokjo) 

英国のギタリス ト• Appleby は 、 12月 15 日を L タ レガの日丁としたいと提案している。
Radio・ _Nacional'de Espana は、1950年12月15日に、タレガ死後41年目の記念放送をし

た。記念放送としては、第五回目に当るらしい。 S.Pastorの話に続いて、アナウンサーが

ギター演奏者ダ・ニエル ・フォルテア氏を紹介した後、質問をした。

ー フォルテアさん。どんな具合でタレガと知り合いになりましたか ？

—タレガは数日カステリヨンにいた華がありました。私の一生の願いはギターであっ
たのでタレガを偉大な同困人としてあこがれていました。兵隊服をきて（私は当時軍

隊に居たから）彼の家の廻りで通りからギ名一の音をぎく機会をねらっていました。

ある夜、閉された扉に耳をくつつけて熱心にギターの音をきくことができたのですが、

その折、突然、人が出てきて、私を見て引込みタレガに様子を話しました。タレガは

L兵隊さんなのですか。おは入りなさい7と節単に云いました。これが私とタレガの

数の始りで以後、私は楽しい門下生となったのです。 ‘ ’ 

—その頃、 タレガは有名でしたか ？―Castellon県の Villarrealに1852年生れたタレガ・は、当時 (1900)年頃世界的名声

を博していました。パリにもロンド｀ノにも既に行つて、そこで大成功をしていたから

です。 1897年後、バルセローナに住み、時折カステリコンに行つた位いでした。

．ー一何か面白い話をきかせて下さい。

—タレガは、 非常に索朴で善良で内気で小供の様に淡白でした。，．彼は 、 親友に囲まれて

弾くのを非常に菩んでいました。公開演奏は一般の穴讃を得る目的の為より生活の為

に催したのです。人助けをあつさりやる人でした。

ある時、アリ カンテの友人の家族の家に休弗していましたが、老い底れたギタリス

t，アルカスが演奏会の為、来ているのを知つて、ホテルに彼を尋ねたのでアルカス

は泣いてタレガを抱いたのです。タレガはアルカスに代つて、彼の為に演奏会を引き

受けたのでした。

ー タレガの芸術の特性は何でせうか ？

一ーニつの根幹があります。一つは技術の完全と、も一つは音楽作品の索IIliらしい解釈。

楽器の難しさと いうものは彼にはありませんでした。みんな彼をギタラのサラサー

テと呼んでいました。演奏は節度のあ る優雅な得も云われぬ感性を持つたものでし

た。率直に云つて，、やはり完全と申すよりありません。 • 
アルベーニスは、自分の作品が、ピアノで奏されるよりもタレガがギターに編曲し

．たものを奏するのをきいて、この方がいA と貨めてました。

ー タレガのギター史の位岡は？

―ータレガから現代派が始まるのです。ギターのロマンテインスモの時代の祖正当ゐ方で

す。オリヂナルの作品の他に沢山の編曲を残して呉れました；

ー ある夜、パルセローナで四人の芸術家が集つて音楽の為に話し合いました。此の四人

が後に西班牙に栄営を与へたのです。兄弟の様な四人の友＿ ア）レベーニス、グラナ

ドス、カサールスとタレガー一この四人の一人は、タレガである手は忘れられませ

ん。

此の会話の後、フォルテアは、マイクの前で数曲の独奏をした。フォルテア！今はいない。

私は、彼からいろいろ厄介になりつばなしであつたが、私の心を彼は確実に知つていたであ

ろう？

ー
ー
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アグア＇ドのギタ ー練習曲
Estudios de Aguado 

アグア ド (1784ー 1849)

中野二郎
J. Nakano (Nagoya) 

時と処を追＜距てて或人の業跡を親L

＜識るとゆうことは詢に至難なことであ

る。殊に汽料に乏しいギターのことに関

して n本の片田舎等では識りたいと思う

ことを調ぺるのには恐ろしく時と手数が

かかり尚且つ判明しないことが多い。伝

記的な幸柄に関しては勿論先人の書残し

たものを頼りとする他はないが、其の人

が作家である場合、音楽的生命はその作

品に在るのであるから親しく自分の眼を

以つて隈なく その作品に接することが望

ましい。後から加えられた宜讃とか批判

はその儘の引継ぎでなくあくまで個々の

ものでありたい。個々のものであるため

にはどうしても作品に接する他はない。

然し僅かばかりの作品を知つて軽々にカ

ルリを語りジユリアーニを論ずる類のこ

とは）戌めたいが何よりも先づ之等昔の巨

匠迷のオ能と努力（時代を超越した）を

前に私達との距りを考えれば敬虔になら

ざるを得ないのである。余辛ながら一体

私逹は何をしてゐるであろうかと考える

と益々布が渋るのであるが之も未だ過渡期の状態としてお許しを乞う次第である。

アグアドの伝記的忠幸に関してはlflア）レモニア、マンドリンギター研究、ギタラ ・ノーヴ

ア（小介俊氏個人誌1950)等に屈々詳細に述ぺられてゐるので此処では再録しないが、常識

的に一般に知られてゐることとしてはソルと並び称された西班牙の古典ギタリストであるこ

と、爪弾き奏者で絢爛たる技巧の所有者であつたこと、徹頭徹尾ギターの中にl判込もつて一

生を送つたこと、 三脚台（ギターを支える器具）を使用したこと、ギター教則、本が後世に非

常に彩愕を与えたことが最もよく知られている。就中 Fター教則本を中心とする教育的作品

は屯要目．意義の深いもので其の後に現れたアントニオ ・ カーノ 、 ホセ ・ プロカ 、 ホセ • フエ
）レレル、フリアン ・アルカス等はいづれもアグアドの築いた足場の上に夫々独r1の世界を築

き上げていつたと兄ることが出来る。今Rギターの演奏会にアグアドの作品が採り上げられ

ることh殆んどないが、そのギター練閃曲は凡ゆる ギター愛好家の愛奏するところとなつて

ゐるのは恰もピアノのツェルニーの如き感がある。アグアドの純習[l.1-Jに就いて述べる前に先

づ先の作品の全貌を眺めて見よう。

0 bras de Dionisio Aguado 

op. 1 9 Contradanzas 
11 2 Contradanzas 

" 3 6 Valses y 2 Minuettos 
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11 4 6 Valses y 5 Minuettos 

11 5 Valses caracteristiques 

11 6 Nuevo Metodo de guitarras 

11 7 8 Valses 

11 B 8 Contradanzas y Valses 

11 9 10 Contradax1zas 

,,-10 Eiercicios faciles 

11 11 Las favoritas, 8 contradanzas 

11 12 Seis minuettos y seis valses 

11 13 Piececitas agradables y rto dificiles 

11 14 Die21 piececitas no dificiles 

11 15 Minuetto afandangado 

11 16 Fandango variado 

11 17 6 Valses dedicados a su ・discipulo L. G. M. 

11 18 Variaciones brillantes 

11 19 Variaciones dedicadas a su discipulo A. C. 

11 20 Rondos Andantes y polonesas 

この作品表は1931年 BibliotecaFortea-Revista Musical (Apartado 12,066 Madrid)で

出版された Albumde 6 Composiciones (Aguado)の裏表祇に載せられたもので、D.Fortea 

に依つて作成せられたか或は承認されたものと見られるものである。・元来この種の記録は曖

味のものが多く 、原出版所名が欠けてゐたり作品番号が無かつたりして（元々無いものもあ

るが）真相を摺むに苦しむのである。上記の表は作品番号が明示してあるのが珍らしく 、総

括的に述ぺられてあるフィリップ ・ポーンの記述とも大体合致するのであるが未だ多くの疑

問が残されてゐる。即ちプラトの辞典には作品番号としては明示されてゐないが原出版所が

品載されており 、フォルテアのものには原出版所名が全く記叔されてゐない。両者大体同じ

紐くらいになるがタイトルには相当の迩いがあり之だけでも判断に苦しむのであるが、之lこ

加うるに Schott版として別に

op. 1 Douze valses 

11 2 Trois Rondos brillants 

11 3 Huit petites pieces 

11 4 Six petites pieces 

があり 、史にいづれかの出版社を継承した と思われる FaustinoFuentes (20, Arena!, 

20-Madrid)ではアグアドの 下記の作品を出版しておりこの両社の出版のものは殆んど眼を

通してしヽ るが作品番号は FaustinoFuentes版には全く記載されていない。

Gran metodo, con el Apend.ice 2a edici6n 

Tres rondos brillantes 

Gran solo de Sor 

Colecci6n de Andantes, Valse& y Minuetos. 

Nwn. 1 10 Andantes 

,, 2 17 Valses de dos partes 

11 3 14 Idem de tres partes 

11 4 14 Idem de Cuatro partes 

5 6 Minuetos 
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Minue afandangado, con variacioes 

Seis valses, dedicados a D. L. G. Melon 

Fandango variado 

Variaciones brillantes 

Variaciones dedicadas a D. A. Campo 

上記の内明かに油奏家用に（共せられる目的のために作られたと思われる比蚊的大作の方に
はの作品表と合致するものも数種あるが、Schott版の op.1 及 3の小曲は Coleccionde 
Andantes, Valses y Minuetosの中から抜出されたもので （順序全く不同）或は逆に Faustino

Fuentes版が後から整Pl！されたものと解されないこともない。以上疑問は疑1間のま .1.として

幸実を占くに留め筆を迎めることとする。 ・
Aguadoの作品を犬別すると次の二つの種類に分けられる。

(1) アグアド自身又は演癸家用として書かれたもの。

(2） ギターの技法を閻得せしめるために作られたもの。

(3) 一般ギター愛好家のために作られたもので、比較的校巧が容易で慰楽曲風の作品。・

上記の内(1)及(3)は本稿の目的でないので(2)の最も軍要視されてゐ る教育的作品に就いて述

ペてみたい。

払は先づ手許にある投しい汽料からアグアドがこの目的のために作つたと忠はれるギター

糾噌IIIIの見出しのようなものを作つてみた。之が別表のものであるが、各所に屯複してゐる

のを識別したり総括的に眺める上に非常に役に立つた。読者がこの衣を眺められるについこ

は次のことを注怠して頂きたい。

口 之はあくまでアグアドのギター糾噌曲の見出しであつて内容を兄るのには全く役に立た

ない。

□ 人・（木調別に並ぺたが後に追加されたものがあるのでこの分が見落され易い。

口 兄出し楽諸の後に占かれた数字はその練習曲の小節数を示す。（レビート、 ダカ ーポはこ

の数字に含まれてゐない。）

O L小節以下の断片的なもの及び教則本の最も重要な部分Lしllち左手指の練料に関する（当

時としては最も進歩的な）機械的』II錬の種々なるバッセージは此処に含まれてゐない。

（多くは小節によつて区切られてない）

この表によつて之等を調別にしてみる と次のような数になる。

I 
C dur I 52 I C moll' 3 

----1-G dur I 30 II G moll 1 

'D dur I 23'I D moll 1 

A dur I 39 II A moll 25 

E dur I 10 II E moll 20 

F dur i 4 11 F moll 4 ―-I----JI・ I 158 1 合j• I 54 
I 

この表に視れたところをみるに短調は総体に少く全休

の約四分の一、板調ではハ、イ、 卜長調が数に於いて断

然他を圧倒してゐる。奇異なのはへ長湖と披もよく使用

される二短閥が非常に少い。余り用いられないへ短調が

四曲あるに不拘古米美しい1ll1の多い口短濶が一つもない

ことが1恨につく。

拍子別に分けてみると
2 4 3 3 6 9 12 -＝63 -＝55 --＝39 -＝36 -＝14 -＝1 -＝4 4 4 8 4 8 8 8 

となり 、更に抜巧の難易から分ける と初級向が約100曲、

上級向が約40曲、中級向が701U1程となる。この内初級用
のものにはさしてアグアドの特徴は現はれていないが中

総；1212曲 、 級｝,!]から上級用のものにかけて次第にアグアドの投巧的

色彩が次第と塁くなつてくる，初級）1」中級用糾沌訓1とこの表に祁げてない非常に沢山の慰楽
曲風の小曲 (Valse,Minuet, Contradanza等）の間には作者の邸図（網闘l、慰 梨曲の区

別）は実t祭には余りハツキリ況れていない。 L{|J‘らそれだけ錬習曲の性竹に学背者をして倦ま
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しめないとゆう意図が含まれておりそれだけに練習曲としての性格が弱められているが之は

当時の他の巨匠逹カルリ ＇、カルカツンも共に採上げた方法である。斯うして考えてみるとア

グア ，ドの最も高く評価される仕華は上級用の練習曲約40曲とその教本の中に詳述された右手

左手に関する凡ゆる技巧とそれに伴ふ実際的な課題（楽譜に示された）であろう。之は今日

誰が見ても当時の最も著名な教則本であったカルリモリーノよりも遥かに進歩的なもの

''--c、ギター技法の確固たる足場を築いたものと云えよう。今 日凡ゆる楽器の教則本は、凡ゆ

る場合の機械的訓練に主眼が陸かれて作られつ .1.ある傾向にあるが、アグアドは当時に在つ
て既に此処に着眼したのである。惜しむらくは余りにギターの中に閉込もり過ぎて只管ギタ

ーを駆使するごとにのみ捉われ、音楽の広い諸分野からの取材に欠けた憾みなしとしない。 ．

しかしそれだけに又アグアドの比類のない演奏家としての面目が窺われるのである。かの

. Sor O) op. 14 Gran Solo等もーと度アグアドの手にかかると凡ゆる部分が技巧的に粉飾され

て了うのである。私はアグアドの上級向の練習曲中で最も特徴ある手法に就いて述べたいの

であるが之には非常に沢山の楽譜を挿入しなければならないので残念ながら之を割愛する。

，吼一つフアグアドの古い楽譜の中に・現今使用しない特殊の表現記号があるので之だけは紹介
しておぎたいと思う。

` l T合・ロ「JJ。し9F-13J孔｀ 

現今では円の中の数字は絃を示すことになってゐるが、此処では各所で得られる音の内最

も低い位置のものを①とし順次⑨③と高い位睦のものを示したのである。即ち二小節目のR

とあるFは第一絃でも第二絃でも第三絃でも得られるが此処では第三絃で得られる Fを意味

し、（之は現今の③と奇妙に一致する）同じ小節の俺音 D①は最も低い位砥で得られる D即

ち第二絃の Dを意味する。 ' 

最後に私の作成した練習曲の見出表の出所を明かにしてこの稿を終ることとする。此の外

に未だ沢山の錬習曲がある筈であるからお気付きの方は御教示をお願いする。
Metodo para Guitarra Lemoine et Fils 127 pp 

Metodo para Guitarra H. Lemoine & C竺 ．63pp 

（上記両著は内容異る）
Coleccion de 50 estudio Romero y Fernandez 13 pp 

1~ Leichte Uebungsstiicke Die Gii:arre ・ 4 pp 

'Studien fur die Gitarre Carl Haslinger 42 pp 

Estuidos de Aguado Bibl-ioteca Fortea 24 pp 
，， 

25 Pieces pour Guitare extraites de la Methode Lemoine et Fils 19 pp 

・一 米国製アウグスチ‘ノ絃をモデ）、レにした

フラメンコ演奏に最も適した ，_

‘硬質東洋ナイロン絃 、 NYLON (Amilan) 

楽絃製造元 小 石 川 商 会
三重県三重郡河原田村

電話河原田局 18番
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ギクー と亜国の郷土昔楽（二） 野崎浩

Guitar and Argentine Folksong K. Nozaki (Osaka) 

『此の悲哀に泌ちた歌は日本人の蚊も好きそうな歌だ。之をミロンガ・カンペーラにして伴 ．

奏のギターは特に注意してデリケー トに演出して欲しい。唄手はペニテスのやうな悲しいテ

ノールのソロでやる必要があらう』と云ふ意味の所望を加えて註文した。ベニテスの レコー

ドを1闊いただけでは、 西班牙語を知らぬ私にはその誇張された今にも泣き出しそうな悲しい

歌点から、之はてつきり 失恋の歌だと思ゐ込んで居た。失恋のミ ロンガ、一寸ありそうな華

であった。処が折返し1(,［＜'代理店から此方の要求に応じて西班牙語の歌詞とその英文の観訳

を送つて来た、それを一読しただけで私は穴があれば入り度いと思ふ程恥しかつた。それ程

此の歌の文句は想像を外れて居た、全くの大見当迎ひであった。l」本語への訳詞は一抹の惑

ひもなく饉か三十分ばかりで出来上つた。 『エル • チョクロ 』 では亜困領幸舘のオリ ヴアリ
氏を訪ねたりして一週間も要した孝を思へば嘘の様なスピー ドであつた。それは次の様なガ

ウチヨ の歌であつた。

車の心棒に油ささにや 媒でなしめと人は云ふ

心棒に何とて油を さそう きしむ其の背好きじやもの

いつも変らぬ同じ近 いつも変らぬ轍あと

ゆられて行く身のも U)だるさ うさをIけらそうものもない

者でもしなけりやたまらない 想ふこととて何もない

想い煩ろたこともあ る あ.1.‘ それは昔の語りぐさ

何とて心棒に油をさそう きしむ車の音をきく 。

共の後間もなく録音のアセテート が届いたが、包装が悪い為砂が溝を犯し、マスターマザ

ー作製には不適当との華なので、テープを送つて買ふ華にして、一先づユパンキが特別出演

してギターを炎・いた録肯を聞いて見た、此のアセテートは一度 N.H.K.で凶橋忠雄先生が

使用されたのが蚊後となり 、今は私の手務所の机の中でそのま .1.アセテー トで残つて居る。

此のアセテー トが本物のユパンキで、 レコードで後日出たのはユバンキの弟子がギターを奏

いて居る。前以て作つたレコー ドのレーベルや解説はやり変える11¥1」が無かつた為とユパソ．

キの諒解がついたので其の儘にして出してしまつた訳である。私が良心と裔光の板ばさみで

如何に不愉快な目をしたか、それよりも愛好家に対して今でも切版をしてお詑びをしたい程

である。黙つて居ればそれで済んだかも知れないし、沢山の人にユパンキの弟子をユパソキ

として褒めて戚いて居り 、ユパンキも『ユバンキがギターを奏いたと占いてよろしい』云つ

て居るのである。 N.H.K.の放送をお聞きに成つた方もそうでない方も、ij販されて届る

『牛車に揺られて』 を聞いてユパンキの芸術境を想像して践き度い。此の様な華は誠lこ云ひ

辛Y等であるが、アセテートのユバンキの油出は準舌に尽し難い程索1閲らしい。ンカルデイ

のピアノも二人の歌手も大芸術家ユパンキの左利きのギターに牛耳鯰れて全く異常な美しさ

を創造して居る。情景はまるで泰西名画の様にif楽を以て再現された。と云つてもそれはツ

ュウベルトの『魔王』の如き劇的なものではなく 、冬の旅の最後の歌 『老楽手』の如き末路

的悲歎のニヒリズムでもない。騎士気取りの野心に燃える華もなく 、放浪のロマンスに湘れる

幸もなく 、さりとて東洋的諦観に1牙lじ込もつて）凸るのでもない、今や自分のいそしむ追を悟

つた年老いた一個の人間ガウチヨが索直にきしむ屯軸の i9,iを楽しむと云ふ歌である。その滋

味は何処となく我々の万莱集の庶民の歌にも辿じて屈る。

ミロンガ • パンペアナのリズムを打つ1位弱炎のピアノに乗って 、 ユパンキのギターは或は

早く或は遅く 、つまづいたかと思ふとピアノに辿ひ iJ．き‘-瞬ビアノを待つ時もあった。牛車
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の車軸は正確に廻転して居らず、轍跡を走つたり外れたりする様が生き々々と映し出された。

ライネ＝クエンヨの歌は静寂な無限のパンバに残虎の尾を長く引いて木魂した。退しくも

いみじき人間の歌であり 、筋肉の盛上つた不屈の体格をしたヒゲ面が牛車に揺られて居る様

が浮んで来る。南米の音楽の表現が恋梢的である華からその本竹迄もそうだと定めつける華

は浅慮である。ドン ・キホーテを通り一片のヒロイズムの悲劇と断ずるに等しい。 I恨光紙背

に徹する磨かれた洞察力が最もm．要である孝は文学のみならず、絵画、音楽、其の他全ての

華に当てはまる。

『牛車に揺られて』の訳詩が曲りなりにもせよ 、短時間に出来上つた理由は何を訊つて居

るかが何等の努）Jを要する孝なく訳者に廂感されたからに他ならない。私は不図も此の詩の

中に我が国のりJき唄たるヨイトマケや線路工夫の景気付けの歌の気分を感じた。その気分は

ュパンキのギターに採られて歌つたライネ ＝クエジョのメ‘ロディ の付け方に著しい。特に

『音でもしなけりやたまらない……… • •o』の歌ひ振りがたまらない。歌手が此の歌の文句と
は無関係であるかの如く此の歌を歌ふから、此の詩魂が生彩に満ちて来る。線路工夫の歌に

若し一片の教訓lが垂れてあつても、それは線路工夫の慈識にはなく歌はれるからその教訓が

面白く聞かれる場合を想像すれば一Kりuri白い。『牛車に揺られて』の詩の分析や音楽上の問阻

そのものが重要であるよりは、此の様な郷土詩や音楽の存在する華の方がより屯要であると

云へば、私の云ひ度い手がお解りになろう。自己陶酔の為に対称を任げて解釈する手以上の

愚行はない。

『牛車に揺られて』は何人がllllいても、通り一片の栄妥不良的失恋の歌や、人生の寂塞を

歎き悲しむ歌ではない。ポロを苅て居ようと、ガウチョは豊富な牛肉に恵まれたパンパの騎

士であり 、退しい詩人である。西班牙魂の法悦がバンパのミロンガの中に呼吸して居る。此

の南米が＇件て日本に送り得 た最高の芸術品が亜国側の十九世紀的包装の為に担但し市販され

得なかった宰は返す々々も残念であるが、市販された方が解り易いと云はれるのがせめても

の慰みであるo『ク ージャの哀歌』も同じ迎命を辿つた孝を附記して閻き度い。

亜国の郷土音楽には西班牙に共通する点が非常に多い。端的に云へばホタに対するガ トの

発生であり 、ラスゲアードは技法と共に転じてラスギードとなり 、ダンサとコプラはパイ レ

とカソトに俗化し、サバテアードは単純化してサバテオと呼称されるに至つた点などであら

う。併し此の様な末梢的な記述程退屈なものはない。一々例証を挙げる華も煩はしく無四任
な放言と化す惧れもあらう。

繰り返して述ぺたい幸は西班牙と同様に読み人知らずの歌と舞曲が亜！可音交の源泉たる北

部を中心として熊数に保存されて居る華であり 、此0)，＇ぶまれた環 境の中に、彼等は詩を作り

附曲し、ギターを自ら奏し て歌ふ音楽の法悦を謡歌して居る華である。私は一介の大阪商人

に過ぎず、オーソドックスの商法からロンドンとニュウヨ ークに最大の利害と関心を布し英

語とタイプライターに励んでコクニイ達やニュウヨーカーズと云はば同じ釜の飯を咬ふ仲に

あるけれど、音交となると、単語の端くれと発音だけの知識で何の囚果かドイツ語と西班牙

語の歌ばかりを 1l・年も歌つて居る。独逸リ ー ドのゲミュウ トと、全く異竹の西班牙行楽の神

秘が私を捕へて居る。

音楽の精神には人種も言語も国境もないらしい。アタ ウア ）レパ ・ユパンキ独演のリサイタ

ルのプログラムの冒頭に次の言築が印刷してある、此の駄文が次の言菜の前に灰とifi滅して

もかまわない。

“生命は過ぎゆく。肉身と霊魂とは波の如くに過ぎゆく。ありとあらゆる形相の世

界は消滅してはまた更新する。

永遠の音染よ 、汝はひとり過ぎ去らない。汝は深渕な枯神である。汝はそれ自身

一つの世界である。私は身をかがめて汝の心／巖に耳をあて永遠の生命の鼓動を聴
く。…......,, （昭和29年 1月2日稿）
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演奏法について

9 人間の顔は、これであると一つで示すこ
とは不可能である。 1人 1人の人間の彦fi ’’ 
は、みな多かれ少なかれ彼我その形態を異
にしているからである。けれども、人間の

頻という領念は持つことが出来る。他の動
物と比ぺると、その各々の特徴が見えてく
るからである。

そのように、演奏法というものは、これ
であると一つの固定概念では示すことはで
きない。流動の総合が演奏であるからであ
る。けれど、ピアノ 、ヴアイオリンに比べ
ると自ら、その差異は明らかになる。けれ
ども、楽器を演奏するという意味に於て
は＜その演奏形態は、各々を見て、各々を
知ることが出来るように、その機能的目的
は唯一っ、異る楽器ではあるが、如何にし
て音楽を奏するかは同一目的であり 、その
方法論は、彼我相通じてくるのである。

概念的の顔の如き、固定的演奏法の概念
は考へられる。然し、それは、何を演奏す
るかを決定はしない。

涙然と画を入れる為、額様を作ることは
出来るが、その中に入る画もあり、 入らな
い小さいものも、大きすぎる画も出てくる
訳である。画が決定されて、額椋も決定さ
れる。又は画を予想して額禄を作つて腔<
ことは出来る。 ／ 

T:ri cks? 

Bostonの Oliverditson の刊行の
Hヽolland'scomprehensive method for 

the Guitar は大版 148頁、カルカッンを
根幹にして、その間に補足を入れた良魯の
部に入れられるものである。一寸面白いの
は、その 136頁に、 “Tricks and Slights 
of Hanq."という項目に Gliding,Playing 

I with a'card, Tamboui・ or Drumming, 
vibration, Rascando or Rasgando (Ra-
scar, to sc1・atch)．の説明が述ぺられてい
る。

Glidingは、左のどれかの一本指が指板
の全長を弦上、上行下行し、その間、右指
は速かに弾弦すると、半音階が見て奇妙に
うまく奏される。丁度ピアノの鍵盤を指の

爪の方で横に速かに江り弾く様なものであ
る。

」 g?Uitha card 小さいカードを

丈夫の為に 2枚に折つて、その角で弦を前
後に sweepする~ '. ) 

之は、行進1U1や、頂に和音で出来ている
曲に向く。

Vibration 和音を左指の沼下秤で出す

もの。プホールの二董奏曲では、此の和音
の奏法は、和音に亡；印がついている。スラ
＇ー奏法の一種にも此の様な名前がある。

T ambour, Rascando は此処で述ぺる必
要はない。なf'l13頁の右手の項で、小指を
表面板上に支へを取る弾弦法を Sorは否
定、MertzはVelo.cityの為にはいけない
が、音の FullnessとPuritリの為に一概
に否定できないといひ 、 Aguado は ?•a炉ー
ditリと neat加 88 の演奏で有名であつた
が、否定説をとつたと毯いている。 • 

短縮？ 追補？

Ranireiの教本第 2巻の 48頁に Sorの
op. 11 No.6の Menuet（イ長調）の楽譜

が指法附であるが、丁度半分位の後半はイ
短調の部分がある。 ((Cranz.―I1j行ライプ‘；；
イツヒの））

タレガの前奏曲ヽ涙 ，1を Pratが三部形
式のもので刊行しているのは既に知られて
いることである。

Reiflingen の編輯した曲集は、長 い曲

を縮小してあるものがあるし、ソナタ等は
楽章を他のソナタのものと入れ変へた りし
てあるのは一応注邸をしないと、思ひ違ひ
をする場合がある。

3 対 2

Lee Sims piano method (Edited by 
(Carleton L. Colby) に Threeagainst 
twoという項で

憂吃の場合は と考えて
弾いて練習し、次に（ ）の中の音を抜

けば、3対 2の楽譜を、た易＜奏される。

此の問題は、私は、よく質問を受けるの
で特に之を紹介して骰く。

(16) 40 
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私の頁l 小原安正

私 の 留 学

昨年夏、当時駐日スペ・イン代狸大使であ'’

つたパレンチアナ氏からスペイン留学の御

すl.忍）を受けた時、はたして実現するもの

やらどうやら信じられぬ気持で夢のように

思つていた。昨年の秋以米、アニドの来日

について全くギターを持つ暇もなく 、一 日

中、遂に食幸をする時間さえも惜しいよう

な毎日が萩き、今年一月に至つて突如、主

なる引受人であつた東室芸能が逃げ出して

から一手にアニドの招聘を進めねばならな

くなり 、多忙と心痛て食幸も喉を通らぬよ -

うになって居た時、丁度二月八 1::1、現駐日

のカスチリ オ大使からスペイン留学許,,［の

通知を受け取った。

此の時も亦、本当に行って良いのかどう

かも信じられず呆然とした気持であった。

幾炭も砒み返しては じめて自分が行くのだ

．と思い込め、今、ふりかえつて思うと恥し

いような、おかしな気がして独り苦笑する

ことがある。

実はプエノス • アイレス留学の計画を早
くから進め、入国許可証を持つていたが、

種々な孝情で延期となり遂に有効期間を切

らして了つたが、又、申聞して本年）口月迄

有効の許刈証も持つて居り 、此の方はダプ

つて無駄になり ；勿体ない気がしてならな

ぃ。
今迄の私達の勉強は言はば［i音中棋索と言

えるであろう。教本とレコー ド＇と僅かな体

験のみで学んで来ていたが、こんなi/ステ

ムではいつまで経つても本当のアカデミズ

ムは得られない。と言うことは此の暗中模

索の状態が続き正しく成長出来ない為に、

ギター音楽は社会的に強くなれない、趣味

的な存在に止まつてしまう幸を意味してい

る・,

今度の私の留学でプホールかサインス ・

デ・ラ・マーサの教室に入るかと思はれる

が払としてはプホールを希望している。プ

ホールを通じてギターの伝統を正しく受け

つぎ、それを又、何の歪曲もな しに日本に

移したい。 そして、此の種子を蒔く挙によ

つて日本ギターのアカデミズムを確立し、

骨の太い退ましい成長を期待している。然

し欧米各国と日本では音楽的な歴史が違う

ので、どんな形で花が咲くか判らないが、

日本の密明なギタリ スト諸君は立派に育て

あげてくれると信じている。 ' 

私の留学は私個人の問題ではない。日 本

のギタリス ト諸君に代つて私が行くだけな

のである。だから重大な責務を負つて学ひ・

に行くのであり 、此の成果ば日本全体の共

有な財産となるものなのである。

私は単に学んで来るだけではなく 、日本

のギター音楽、又、その背後のギタリヌ ト・‘

又、その後にそれを支えていてくれる広汎

な大衆的ギタリ ス ト即ち日本全国民のこと

もヨ ーロツバ全体に伝えたい。相互に理解

し合い私の勉強のチヤンスによつて更に毎

年、続々と留学に出られるような道を開く

華も重大な問題だと思つている。

アニドの来日、セゴピアの再来、と今年

はめまぐるしい展開をしているギター界に

Lアルモニア7誌が復 刊 したのは強力な

布陣が出来たことになる。日本のギターの

・仲間は皆で手を組んで進み、日本人全体が

ギターを持つて大きな声で合唱でも出来る

時が来たなら、どんなに始しいことであろ

う。

老いも若き も、 男も女も、みんな一緒

に。

国内ニュース (3)

④ 2月24日沢口宅に於てアルモニア

復刊記念会開催。阿部疫司のギター独

奏、高橋功提供の Lpレコー ド鑑貨を

行った。

．◎ 3月17日 JOHKp.m. 3, 15より

阿部疫司のギター独奏。曲目はジュリ

アーニ作品15番ソナタの第一楽疫。パ

ッハ作セゴヴィア編ドープ）レ，スペイ

ン民謡 L愛のロマンス1（映画L禁じら

れた遊ひ'l及 L血と砂1のテーマ）

I
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私の頁— I 玖恥隆明
I 

音楽と 政治色

某氏は本邦ギター史の概説中に、従前の

アルモニア誌について L当時ア）レモニア誌

はn本ギター史上非常に貨屯なものであつ

たが、何分限定出版によるプ）レヂヨワ趣味

の雑誌で、それは一部の人にのみ影翌した

にすぎないのですが、戦後これに代つた〇

000誌は大衆のためのギター，9•もとして市

販等によつて、より多くの人々のために:

又、ギター発展のために寄与している……

（以上箪者の要約）1と占いている。

果してアルモニアがプルチ月ワ趣味によ

つて、又はプ）レヂ -=-Jワだけのために忠かれ

たものであるか、又0000誌がより多く

の読名府の要求を満足させ得たかどうかは

別問題として、政治色という眼鋭をかけて

みると、こんな風にも言へるものかと窟か

ざるを得ない。

彼の謂う大衆とは労仇行を意味するもの

らしいが、彼の敵であるプルチョワの数が

労1カ者より少いからと言つて、それが全部

の音楽大衆とは言い1~まい。ぢ梨に口われ
る大衆とはその中にどんな階kりの人が含ま

れるとしても、真の意味では人類である筈

である。

音味は、民族や国坦や時代や思想のすぺ

てを超えるものであつて始めて芸術の名に

値する。パッハ、ベー トーベン、ッョパン

の音楽がプ）レヂヨワの背後のものが生んだ

音楽であるからと言つて、その音楽から芸

術の名を窮うことは出来ない。音楽家は人

類のためや、音楽そのもの .1.オす米のために
音楽を占く ことは出来るが、イデオ ロギー
や一部の人の利益のためにのみ占くことは
出来ない。

ジョスタ コー ヴィッチの言う如く 、L音
楽家はtf楽の目的に反してまでも、党利の
ためにのみは杏けない。音楽は芸術である
ことしか出来ない1からである。プロコフ
イエフや、ハチャトウリアンの酋楽が、共
産上義のために占かれたとしても、それが
芸術でしかあり得ない証拠には、米英の人
も々gんでそれに耳を傾けるが、その音楽

(18) 

そのものによつてイデオロギーを生む華は
ない。

音楽は常に政治とは別個のものである。
人間の生き方として政治に関心を持つや否
やはこ .1.iご言及する所でない。イデオロギ

ーのために音楽する人々は、その生き方を
全うするために、イデオロギー [1体のため
に作曲し演炎するであらう。これは人[1llの
生き）jとしての問題である。アルモニアが
その在り方としてプ）四ヂヨワジーi¥成のた
めにだけりJきかけたとは考えられないし、
その考えJjでのみしか語らない手は杵逗妥
当性を欠くと合えよう。ア）レモニアがプ）V

ヂヨワの温床としてしか｛じり得なかつた一
ーとは考えられないが一ーとしても、それ
が生き方としてそうであつたのではなく 、
純粋に音楽述動としてのものであつたとす
れば、このように政治的な限をもつて語る
ことはさけらるぺきである。

本稿は政治的な眼をもつて斉楽活動をす
る人を攻め、或は音楽家はそれらの政治的
な動向に無関心であることを奨めるための
ものではない。純粋に音楽のためにあみ仇
き努）Jされた菜蹟に対して特殊な政治色を
もつてだけ批判し、「1己弁護することをし
ないで欲しいと言うだけである。即ち政治
色の無い音楽迎動を政治色をもつてftする
ことの危険を薗'lうのである。たや七竹頭の
,Jが Lア）レモニア誌は純枠に音楽述動とし
てのものではあつたが、それを政治的に見
ればこれこれのような結果に帰していた1
と評するのなら、この稿は別の論争をすべ
きである。

ともあれ、如何に政治に関心あるとも、
自己のイデオロギーによつてのみ他の焦色
のほ楽家）り至名楽的傾向を、有色なりとき
めつけ或は有色にする華は深く位みたし•も
のである。
終りに、この稿は政治色を白1恨視してい

る一部の i冷楽家を喜ばしめるためにむかれ
たものでもないことを補頂しておく。これ
を占いた払自身も、ある立場を持つた人間
ではあるが、右であり左である立場によつ
て語る華は屁が英を笑うのたとえに等しい
ものであり 、立に学問性のある芸術として
の酋楽を推進し得るようなンロモノではな
ぃ。
そこには純粋な理性によつて批判された

学問性のある (1・楽の方向づけが必要である
とゆう孝を感じて準をとつたものである。

ー 1954.2.20-
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私 の頁— l 野 綺祐

亜 国レ コ ー ドの 選 曲

私逹に未だ知られて居ない南米の古典や

民謡の中には而白いものが無限にある。未

知の世界に対する興味には尽きざるものが

ある。 20年程前、ジョージ ・コープランド

の西班牙ビアノ曲集のカンテ ・フラメソコ

を聴いた時、フラメンコとはヤド如何なる

唄なりやと云ふ幸に対する輿味と応測は、

ペイネスの『ドニャ • マリキータ』を実際

に聴く迄尽きる処を知らず、百科辞典から

有ゆる文献を漁つて血眼になった華があつ

た。あの『ドニャ ・マリキータ』はフラメ

ソコの唄ではなくて、マドリッドのサル

セーラのテーマをフラメンコのスタイルで

唄つたものである華を後年或る凸班牙人の

教師から脱いたが、フラメンコの歌の性質

と気分は全く百試一聴に如かずで、以米ピ

アノが歌ふコプラの妖しき旋律が生彩に滴

ちて1fii白く聴ける様になった。カンテ ・フ

ラメ・ンコの気質が感得出来た為である。兎 ．

に角何んなものであるかと云ふ手は聴いて

見る迄解らない。聴いて見ればフラメンコ

は奇しくも R本の民謡と兄弟分である。西

欧人の文献など読んだ華が馬鹿らしくなっ

て米る。此の様な華は南米でもよくある。

例へぱタンゴの発祥地は何処であるかと

云ふ宰が一番混迷を極めて居る。タンゴの

起源に就いては私は追々レコードを以つて

究明して行ける様な気がする。アメリカ人

やポルテニョの文献は仲々良く dFいてある

が夕‘ノゴの起源に就いては甚だ心許ない。

亜国の民団や郷土詩の中にそれは云はず語

らずの内に暗示されて居る。歌曲の在り方
ク

の兵随を究めたアメリカ人ヘンリイ ・フィ

ソクの名若 ‘‘Songsand Song Writers" 

の如きものが南米となると不思議と見当ら

ない。

生殖器の偶像を崇拝する南方民族の恋

唄とラテ‘ノ• • アメリカの音楽が共に異国梢
緒を唆そると云ふ点で同一視される手が一

番困る。南米の音楽は中世欧朴lのカトリン

ズムの伝統とギターの精神から出発せねば
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充分に楽しめるとは思へない。亜国のバン

バやツクマン州の郷土詩の中では未だにギ

ターの華をヴィウエラと呼び、エドウア）レ

ド・フア）レーのギターソロのレバトリイに

はヴィリヤンツーコがある。中世の欧州が

南米に根を下しその他保存されて居る様は

しばしば見受けられる。パ‘ノバの硲営地に

夜毎現はれるトロパドールもその •例であ

らう。有名なタソゴ『カミニト 』はポルテ

ニョの唄ではない。タンゴ『さらば草原よ』 ， 

の低ft部はラ ・メデイア ・カニャと云ふパ

イレ ・クリオジョであつた、そして 『ラ ・

クムパ；レンータ』はヴイダラの短くしやく

り上げるアクセン トからスター トした。

一昨年私のプエノスアイレスの代理人の

世話で、フリオ ・コルン，リコ）レデイ ，ク

リスマール等主なる楽譜出版元八社から玉

石混浄で数百曲の楽譜が届いて、その中か

ら何でも選曲指定して来れば録音して送つ

てやらうと云つて来た。レコー ドを売る側

に云はせるとオ）Vケスタ ・テイビカのタン

ゴは良いが、古典や民謡をドンドン出され

ると会社が泊れると云ふ。会社が沿れると

困るので心は弥猛に逸れども遅々として

枚二曲づつ出して行かざるを得ぬ現状であ

る。今手許にある原盤の中にエドウア）レ
ド・フアルーの自作自油のギターの弾き語
り “Tabacalera"（煙草作りの歌）がある。
之を一番忍いで出したいが、未だそう云ふ
ものを出す段階に達して居ないと云ふ意見
が若千あるので発売が延びて居る。フアル
ーを聴いて以米亜国を馬鹿にするのは止め
た。ュパンキのギターを聴いた時も亜国ギ
ターの梢随にンヤツポを脱いだ。やれ夕）レ
レガ派だとか、アグアード派だとか、フラ
メンコの味だとか云ふ様な物識り職人的形
容詞では云ひ尽せない。之こそ亜国のギタ
ーだと云へるのではなからうか。亜国のギ
ターも常に唄と踊と共にある。四百年の亜
国の土を生き抜いて来たギターの赤裸々な
姿は『最もクリオジョなる楽器』と云ふ表
現で亜国庶民の胸に昔ながらの姿で抱かれ
て居る。
最近下記の四曲の録音註文を出した。曲

名と簡単な御案内を杏いて御参考に供する
La Condicion-danza nacional 

ピアノとギターのアンサンプル。多分ビア
ノと三つのギターになると思ふ。典雅なラ

(19) 
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テソ風メヌェットを想はす様な三拍子、終

りの八小節がサンパの六拍子になっ・て居
る。十七世紀の欧州の匂ひがする。古めか
しいが実に美しい舞曲で作者不詳である。

La Limosna-tango campero 
之は H• バステラ作詩、 J. グイチャソ ド
ウト作曲の教会通ひの善男善女を皮肉つた
歌である。男声ソロでギター伴奏。教会の
玄関ヘバンを貰ひに集つた乞食の子供達を
追ひ払ふレi/ター ドが附いて居る。此のタ
ンゴのスタイルは随分古いものと思はれる
プエノスアイレスのタンゴとは全く異質

で、西班牙色濃厚である。
La Reina Mora丑 hacarera

之は著名な郷土作家セ）レヒオ ・ヴィジャー
ルの古典曲である。ネストー）レ ・・i/カ）レデ
イのピアノ独奏でやらせて見たい。チャヵ
レラの旋律の流れは独特で、日本の演奏家
には最も苦手なものの一つであらう。六拍
子と三拍子が複雑に交錯する。非常に明る
く美しい曲である。

Soy un gaucho peregrino-mi!onga 
campero 

ュパ‘ノキ作詩作曲の巡礼の『ガウチョ』であ
る。田舎のミロンガの良さは格別である。
二拍子の所為か日本人にはミロンガが妙に
親しみ深い。メランコリックなメロデイが
子守唄の様でもある。歌はリフレインだ
けと指定した。伴奏はピアノとギターであ
る。実はュパンキのヴイダラ『我往がん』
にする心符りであつたが、溜息と共に吐き

／出されるやうな歌が悲哀を誘ひ過ぎると云

ふ声があつたので止めた。此のミ ロソガな
ら誰が聴いても良い。． ； 

以上の演奏はヴオセス ・アルヘンテイナ

スになるかどうか、之は亜国側で決定する
手にしてあるので私にさへ予断出来ない。

あの曲の演奏にはエモーシオンが足らな
いとか、テムポが早過ぎるとか，、ギターが
死んでるとか、ビアノをマイクから遠ざけ
ろとか、梢々亜国へ文句と希望を述べてや
る。私が幾ら無鉄砲な宰を云つても彼等は
万華心得えて伝統と慣習を蛍んじて演奏す
るから其の点心配御無用である。日本通を
自認する私の代理人が亜国から態々図面迄
書いて慾しがつて来たものが支那の家具で
あつたと云ふナンセンスがあった。無鉄砲
はお互ひ様である。併し選曲に就いてはア
ルモニア誌友の御希望と専問的御指甜を仰
ぎ無鉄砲な独善や偏見に落入らない様に努
めたいものである。

国内ニューズ (4)

④昨年11月16日第一回発表会を行っ

て好評を博した、セゴヴィアーナ・デ

ギタラ（創紀会）は来る 5月17日（月）

及び 5月28日（金）に保険協会ホール（東

京 • 有楽町）で連続演奏会を開催する
由。

この度ロンドンのフィルハーモニーギター協会会長 Dr.Boris Perottから航空便で次の
ようなメッセージが届いたので紹介する。

"Dear readers of • ARMONIA", 
I am sending to you from all members of my society and myself our 

warmest greetings and wishes for the great・progress of guitar playing in your country. 
The P. S. G. was founded in 1929 and continues to grow.stronger and 

stronger. It is the first guitar society ever existing in this country. 
Let us have a contacts between our members. Please, send me the names 

of_ :hose wh~. likes to _corres印n_d_ ~ith.. guitarists in England and I will give these 
addresses. Thus we start a real friendly contact. 

Yours very sincerely B. Perott. 
Founder-President of the P. S. G." 

親愛なるアルモニアの誌友諸君に。
私はこ上に、私と私の協会の凡ての会員から、日本のギター演奏のすばらしい進歩に対し

' て心からの挨拶と希望を申述ぺます。
ロンドンの P.S.G(PhilTi辺rmonicSociety of G而tarist.~) は 1929年に結成されて今日に

至り、益々強力なものになりつよあります。それはイギJスで最初に出来た協会です。私逹
のメンバーと親交を結びましよう。イギリスのギタリストと文通したい方の名前を知らせて
下さい。私達の住所も御報らせしませう。こうして往んとうの親交が始められるのです，0

P.S.G.の創立者にして会長たる ポリス ・ペロット博士。

C 20) 44. 
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海外斯界近況

フラソス： ー一—

パリがヨーロッパ音楽の中心であること

は今も昔と変りがない。映画「禁じられた

遊び」で一躍名を成したナ）yンソ ・エペス

Narciso Yepezは毎年バリの楽逍にあら

はれて名声をかちえてい、昨年は新しいギ

ター協奏曲を発表してセンセーン ヨンを起

こしたらしい。外米演炎家としてはエペス

の外にエジプトのミゲル ・アプロニス

Miguel Ablonizモロッコのマチウ J.
Mathieu,アルゼンチンのアーペル ・フリ

ユー 9Abel Fleuryなどの名が上げられ

てい、オーストリアのオルトナー「『下のン

ソドラー Ottoscbindlerもパリの放送局

から旧波にのせて手がたい油技を示したそ

うである。勿論セゴヴイアも油炎会を持つ

たようである。

地元では昨年IO月3日ガポオ栞堂でアロ

ソゾAlonsoがフラメンコギターのリサイ

タルを開いて喝采を博した。アロンゾはス

ペイソ系のフランス人で、有名なフラメン

コ研究家であり 、ギターの源梨家としても

有名である。

アメリカでもそうだけれども、フランス

でも贔級キャパレエやパーに知名なギタリ

ストが出演しているのが珍らしくない。先

年舞踊家コルテスと共に来朝したフラ‘ノン

スコ ・ヒル FranciscoGil は 「アルハム

プラ」というレストランに出派している

し 、 有名なイダ • プレスティ Ida Presti 
は夫君アレックス• ラコーヤ Alex Lagoya 
と共にモソマルトルのキャパレー 「ラパ

ン・ラジール」に出演し好評だそうであ

る。このキャパレーには有名なマルセル ・

ノプラ MarcelNoblaが、 ギターを弾き

ながらンヤソソンを歌つて人気を得てい

る。ギターの友の会の連中がよく集る「ル・

カ タラン」 ではクリスチアン • オウパソ
Christian Aubin という若い歌手が、「プ

ラソ • ヴアン」 というクラプではジャン ・
ポレドン JeanBorredonという歌手が大

/（ギターを弾きながら歌つて人気を集めて

いる。オウパンもポ Vドンもクラッツクギ

約

ターの奏者としてすばらしいテクニックを

持つている。ギターと歌の組合せが、パリ

でも街の人達の間に欲迎され、ぐんぐんと

滲透しているのを問いて、払は何か心温ま

る気がする。ギターがより多くの人達によ

り正しく受入れられることは大華なことだ

からである。セゴヴィアのような大家がギ

ターをより品くより高く引上げてくれる一

ヵ、ギターは広く深く 、但し正しく 、多く

の人達の心に一~生活にしみ透つてゆかな

くては根強い発展は望み得ないと思うから

である。

スペイン： ー~

昨年 3月5日のフォルテア DanielFor-
teaの死はスペインのクランツクギターに

とつて大きな損失だったけれども、さすが

ギターの祖国だけあって彼亡き後も多士斎

々という盛況ぷりである。スペインに於け

るギターの普及は私達の想像をはるかに越

えている。

マドリットにはコンセルパトコーの主任

教授の任にあるデ・ラ・マサ ReginoSainz 
de la Mazaを布頭にガルンア ・デ ・ラ・

マタ Garciade la Mata, ミゲル• アンヘ

ル ・・ロザーノ MiguelAngel lozanoナ）V

ンソ ・エペス Narc』soYepez等がいて盛

に活躍しているし、パルセロ ーナには 、コ

ンセルパトリ ーの教授プホー）レ Emilio
Pujolをはじめ、 ニコラス ・アルホンソ

Nicolas Alfonso, I/ヒーノの弟ユー・ドアル

ド •サイソス•デ• ラ •マサ Eduardo sainz 
de la Maza, グラチアーノ及びその娘レノ

ナー タ • タラゴ Graciano e Renata Ta-
rrago,ロンタ ・ローデス RositaRodes, 

カニオ ン Canionが活躍している。その外

サソセパスチアンにはサンチェス • グラナ
ーダ SanchezGranada, ラヴィエ F.F. 

Lavie, セピリアにはロメロ ・エスカセー

ナ RomenoEscacena, アメーリカ ・マル

チーネス AmericaMartinez,マラガには

ロメロ C.Romeroとナパス I.Navas, 

ム）レンアにはデイアス•カーノ Diaz Cano, 
パレンジアにはアントーニオ ・コムパニー

Antonio Company,エペス兄弟 Balaguere
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Garcia Yepezなど、私達には耳新しい名

のギタリスト達が中堅どころとして活躍し

ている。

クランツクギターもさることながら、近

年のフラメンコ音楽の盛況は特筆に値す

る。フラメンコはスペイン独特の民族音楽

である。クランツクギターはその国際性の

故にどこの国でも受け入れられる可能性は

十分にある。しかしフラメンコの場合はそ

うばかりは言えない。しかしそのエキゾチ

ックなリズムと歌ひまわしは又それなりの

魅力となつて異国趣味を満足させてくれ

る。しかもそのフラメンコは、語原はフラ

ンドール（今のオランダ、ベルギー方面の

呼称）に由来しているとは言つても、その

梢神と様式は全くムーア ・アラプ等の近東

的なものである以上、私迷アジア民族にと

つては、異国趣味というよりも寧ろ近親な

ファ ＇ミリアなものとして、心に強く訴えて

米るのは理の当然と言えるかも知れない。

だから私達にはフラメンコはエキゾチック

であると同時に、否、寧ろノスタルヂツク

なものとして感じ取られるのであらう。

フラメンコの王様と呼ばれたラモン ・モ
ントヤ RamonMontoya Salazarは1949

年7月29日にマドリットで69オの生涯を閉

じたが、フラメンコ精神はモントヤ一族と

その門弟達に受けつがれて、今日益々隆盛

を誇つている。アメリカを中心に華々しい

活躍をしているカルロス・Iモントヤ Carlos
Montoya はラモンの甥で、 昭和 7年テレ

ジーナの伴奏者として来朝した頃は、クラ

i/ツクギター一辺倒のわが国のギタリスト

達から高く評価されなかつたが、今ではク

ランツクギターのセゴヴィア、フラメンコ

ギターのモン トヤと並び称せられる大家に

なつているのである。彼の Lpレコー ドが

私の知つているだけ7枚もあることを知れ

ば彼の演奏のすばらしさは想像に余りある

わけである。・しかも伴奏だけが 7枚で、歌

の伴奏を加えると優に十指で足りないので

ある。

モントヤ一族と共にフラメンコの名11りを

誇るものにバダホス一家がある。中でもマ

ノロ ・デ・バダホス Manolode Badajoz 

の人気はスペイン本国ではカルロス ・モン

トヤ以上なそうである。しかし現在人気の

頂天にあるのは何といつても Jレイス • マラ

ヴィリア LuisMaravilは であらう。

1914年6月 1日セピリア生れというから本

年40才という活気盛りで、1928年サラッェ

ラ劇場に於けるフラメンコのコンク ールに

優勝してラモン ・モントヤ宜の金盃を獲得

した記録を持つている。マラヴィリアの強

味はダ ·-::.エル • フォルテア 、 ミグエル ・ リ

ヨベット及びミグエル ・アンヘル Miguel

Angelについてクランツク の技法を学び取

った点にある。彼は1947年以降ピラール ・

ロベス PilarLopez の率いるバレエ ・エ

スパニョールに参加して、ヨーロツバ各地

を巡演し、一昨年ロンドンのケンプリッチ

劇場で好評を博し、昨年のロドリゴの「アラ

ンヘスの協奏曲」では決定的な名声を博し

たことは販報の通りである（本誌第一号）。

尚彼の・レコー ドはスペインのピクター、 コ

ロムピア、 リーガル、オデオン等で沢山出

ているが、フランス吹込みの Lpレコー ド

に対し1952年度のグラン ・プリが授与され

たことは彼を益々有名にし、更に昨年度カ

ンヌの映画祭でグラン ・プリを得た 「フラ

メンコ」 という映画の背娯音楽はマラヴィ

アの担当したものであることを知れば、誰

でも彼を現代フラメンコの第一人者に推す

ことを紹躇しないであらう。モントヤ、パ

ダホス、マラヴィリア等の目もさめるよう

な演技によってフラメンコは今やスペイン

本国に閉ぢこもつてはいられなくなつた。

世はあげてフラメンコ時代を現出する気配

さえ示している。

オーストラリア：＿ • 
オース トラリアの首府ンドニ，，ーで昨年

10月ナポレオン • ポナパー ト所蔵のギター

が競売に附されて話題を提供した。話とい ―，， 
うのはこうである。ナポレオンがセント へ

レナに幽1射されていた頃、浮き世のつれづ

れを、ギターにかこってわびしい日を送つ

ていた。そのギターが死後妹のポーリンヌ

に形見に瞳られた。ポーリンヌは、こ のギ

ターを当時セン トヘ レナに派遣されていた
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イギリス士官パルコンプ Balcombeの娘

に贈つた。その娘は後に音榮教師としてオ

ーストリ アに渡つたが、その時このギター

を持つてゆき、そこで転々と人手を経て

1927年に故ジョソ ・カツビー ・ンヤソト’I導
士の手に渡つた。それが昨年競売に出たと

いうのである。競ク＇しに当つて 、phillip・
Skinner, Don Andrews, Tom Heyesの

三人が鑑定に立会つたが、一説にはラコー

トLacoteの作と言われ、又パリのフリウ

リー FrancoisFleury の作とも言われて

いる。フレットは象牙で作り 、象眼などもな

かなか手がこんでいてたしかに立派な作な

そうだが、フレットが失せてしまつたり 、

スチール絃を張つて相当乱暴に使つたらし

．く7フレットより上の音が出ないという。

そうした代物が 100ギニアという芯価でメ

Jレポルソのナポレオソの追品蒐集家の手に

落ちたらしい。珍品骨薫というものは私達

の解らない ところに価値があるらしい。

アメリカ： ー一

眼疾令快後lH倍の元気をとり戻したセゴ

ヴィア AndresSegoviaは、イギリス、ス

イス、オランダ等で17回のリサイダルを終

えてアメリカに戻つた。マリオ ・カステル

ヌオボ•デデスコ M. Castelnnovo-Tede-

SCOからの便りによると、ロンドンで油奏

したテデスコの協奏曲はやはり第一番のそ
れだつた。ニュヨークのタウンホールで 1

月10日、2月20R、 3月 7日のリサイタル

の後3月29日カルフォルニアで演奏し、4

月末にテデスコの家に滞在して第二協奏曲

の疎習に とりか iる予定だそうである。新

作第二協奏曲は所要時間35分という前作を

凌ぐ大作で、やはりロソドンで初演される

らしい。尚テデスコは最近 「待ちくたびれ
て Thelong wait」と いう映画の音楽を ・

担当し、完成したという。

最近入手した SMC盤 Lpのロラン ド・
バルデス • プレーン Rolando Valdes Bl-

ainの演奏したソルの作品22番のソナタの

レコードには驚ll侭した。演技のすばしらさ

は勿論であるが、吹込技術が俊秀なのか

（たしかに残酵を入れて効果をねらつてい

るが）染器がい .1.のか、絃がい .I.のか、と

に角すばらしいいコードである。このレコ

ードはすでにレイ ・ デ ・ ラ ・ トレ •Rey de 

le Torre（前号でメキッコ生れと紹介した

のは箪者の誤り ．につき慎んでキユーパ生れ

と訂正する）が Allegro盤に吹込んでい、

共にキューパ生れの二大新人ギタリストの

競演となつたものである。ロランド ・プレ

ーンはア）レベルト Albert Valdes Blain 

の弟で最近ニューヨークで兄弟で独奏、ニ

重奏を公開して非常な人気を博している。

昨年 10月 10日ニューヨ ークの WNYC放

送局からソプラノ のリナ ・パ）レディ Lina

Bardiと組んで45分間をプレーン兄弟が受

持つて好評を博したし、兄ア）レペル トは、

カール • フィッツヤーホー）りに於けるクラ

ンツクギター協会の演奏会に竹助出演して

これも好評であった。

ピクターレコー ドですでに私達には親しい・

存在であるスペインの名ソプラノ歌手ピ

クトリア ・デ・ロスアソヘレス Victoria
de Los Angelesが昨年11月 1日カーネ ギ

ーホールでリサイタルを開いた。プログラ

ムの最後にスペイソの曲を梨めて歌つた

が，その一番最後に彼女は--•寸ステージか
ら退き、ギターを手にして再びあらわれ、

自分でギターを弾き乍ら数曲歌つて聴衆を

歓喜の渦巻にまき込んだそうである。レコ

ー ドではレナータ• タラゴ Renata Tarra-

如 の伴奏で歌つているが、今度は自らギ

ターを手にして歌つたのである。ギター万

歳。

イ ギリス ； ー一—

The Guitar and Mandolinの著者とし

て名高いフィリップ • ポーン Philip Bone 

が1914年初版以来絶版になつていたその名

著の新版を本年 1月に40年ぶりに出した。

布表装アー ト紙400頁、図版、引用梨諮、肖

像画などの挿入数百で、初版とは見ちがえ

名往どの出来栄えだと著者は言つている。

限定版で署名入りの豪華版もある。

詳細は次号に紹介出来ると思う。

／ 
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海 外斯界の動向

マンドリンの Lpレコードなどいつにな

つたら、どこで誰によつて吹込まれるや

ら、と思つていたら、昨年ペッテイネ Giu―
seppe Pettineが12吋盤に吹込んで発売し

た。早速入手したい旨書き送つたら、折返

えし返華をもらい、一枚寄贈の光栄に浴し

た。

第一而 ペントーヴエン作ハ謂ソナテ

イネ Beethoven: Sonatina in C 

ペッテイネ作マンドリン協奏曲

Pettine: Mandolin Concerto 

第二面 ムニエル作演奏会用マヅルカ

C. Munier : Mazurka Concerto 

ペッテイネ作 さ.I.やく小川、消え去

りし夢、アンコール

Pettine: Murmuring Brook. 
11 : Vanished Dreams. 

11 : The Encore. 

凡てマンドリンのためのオリヂナルな作

品を選んだのは賢明である。何といつて

も、マンドリンの最大の保護者だったマル

ゲリータ ・デイ ・サポイ陛下に捧げたマン＇

ドリン協奏曲はさすがに聞きものである。

冒頭40小節のピアノの序奏を 8小節に縮め

て演奏している。第一楽章は Allegro

Moderatoソナタ形式。マンドリン独得の

アルペジオのパッセージを経てデュオ奏法

による独奏部に入るあたりのテクニックは

さすが大家の極致である。第二楽章 And-

ante Espressivo，は6/8船歌風な、いかに

もゴンドラをやる船人達のセンチメントが

よく出ている。第三楽章 AllegroMode-

ratoは最も 高度にマンド リンの個性を発

揮している部分で、、カデンツアなどはみこ・

，とに弾き上げ、最後の_Vivaceなどは息を

つかせぬ殷どの早業で、たゞたゞ驚き入る

ばかりである。サルパ トー レ • フランソン

Salvatore Fransosi のみごとなピアノ伴

奏は特筆に値し、ペッテイネのマンドリン

に適度の明暗と好ましいニュアンスを与え

た功績は大きい。わが国ではマンドリンは

ギターと結びついてい、結びつきすぎてい

るが、マンドリンとピアノの結びつきは等

閑に附してはいけないと、この演奏をきい

てしみじみ思つたことである。、ムニエルの

演奏会用マヅルカの演奏をきいても、その

感が深い。無伴奏独奏曲は音楽的なよさよ

りも、テクニックのすばらしさに心を奪わ

れる。これはマンドリンにとつて必らずし

も名誉なことではない。

総じて私は忌憚のない意見を述ぺるなら

ば、マンドリンには（マンドリンには限ら

ないが）独得な個性があつて、その音楽性

には限度がある。その限度内に於てマンド

リンは愛すぺき、或る面ではたぐうものな

い世界を描き出す。こうした認識の下にマ

ンドリン音楽は演奏さるぺきであり 、鑑賞

さるべきであろう。

ペッテイネは周知の通りイタリア生れで

早くアメリカに渡り 、ロードアイランドに

住み楽器楽譜商を営む傍ら FIN(Frette 
d Instrument News)という隔月刊雑誌を

発行し、本年創業23年を迎える。

外にマンドリンのレコードとしては H.

M.V.にトロイス Troriseのマ・ンドリン

ォーケス トラが、ヂーリ BeniaminoGigli 

の歌の伴奏をしているのが注目される。ヂ

ーリは力）レー ソ亡きあ とイタリア歌劇を一

人で背負つていると言われる名テノー）レ

で、レコー ドの曲目はわからないが、さす

がにマンドリンの祖国イタリアの名歌手の

郷土色豊かなマンドリンヘの愛着の往どが

偲ばれてうれしい。 ' 

ラファェ I/•カラーチェ Rafaele Calace 

亡き後を承けて、その娘マリア ・カラーチ ・

工 MariaCalaceがナポリで、四重奏団

Quartetto Classico a plectroを組織して

活躍している。第一マンドリ ンはマリア・・

カラーチ 、 第ニマンドリンは）レジェロ • プ
リンチピーノ RuggieroPrincipino.マン/

ドラはジュベッペ • カラ ー チ工 Ginseppe

Calace. ギターはジエレミア • ナストリ
Geremia Nastriというメンバーである。

咋年春チ）レコロ ・セラフィーノの演 奏会
で、マリアは父ラフアエ以乍第二前奏曲を

独奏して喝采を博した。
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カラーチエのマンドリン以前は、屯らヴ

イナッチアのマソトリソがわが困では愛JIJ
されていた。カラーチエが米併1してすばら

しい演奏をきかせて以来、カラーチェの楽

晶ばかりが流布し、ヴイナツチアの名は、

今の店い人逹には耳析しいも 0)かも知れな

い。しかし払逹のように古いどにはカラー

チエなどよりヴィナツナアの）jが史に視し

み深い(})である。イタリア本国でもマンド

リソU)ヴィナツチアと口えばヴアイオリン ， 
のストラデヴアリウスほどにイi名であつた

が、一時カラーチェに押され気IIKであつた

ようだが、又近頃Ir」名を盛り込えして栞沿

製辿にi舌蹄しているそうである 1640年頃

から伝つているヴイナッチア Vinaccia ~'.) 
家系を紹介しよう。

Gennaro 
(1 64 0 1 | :. g'i) 

1--
| 
「――I

Antonio. Vicenzo Giovanni 
(1706-1774) 

1 I I I 
Gaetano Mariano Rafaelle 
(1778-?) 

I I I 
Pasquale Antonio 
(1806-?) (1809-?) 

|―し
Gaetano Achille 
(1832-1900) (1836-1901) 

I I 
Pasquale Francesco 

l!flちジエンナロー一ーアントニオー―ーガエ

タノーーブヽ スクアーレと続いたヴイナッチ

ア家はパスクアーレの二 f• ガエターノとア

キーレが継ぎ、1905年にナホリに二粁の店

を持ち、前者は GaetanoVinaccia. 後省

は VinacciaBrothersと名乗つた。そ れ

が1920年に至り実傾的には後名が前者に吸

収され名目は VinacciaBrothers として

今[I ViaSan Sebastianoに店を構えて

盛果を伝えられているのはうれしい。

フラソスでは、やはりイタリア系のマリ

オ ・マチョッキ MarioMaciocchiが健在

で、たしかー昨年アメリカの力）匹ロ ・デ ・

フィリツビス Carlode Filippisのために

「地状の丸述の踊 LaRonde des Damnes」
という マンドリン合奏曲を作曲して賠り 、

4月20LIカーネ ギーホー）レの演奏会で初油

された。

フランスの Le. Mediatorという背楽

雑誌は鉗•)J• マンドリンやギターの曲を添附

し、毎号 1頁のマンドリン、ギターのニュ

ースをのせている。主幹メニケッティ Fr.

Menichetti はやはりイタリア生れであ

る。

昨年 3月151Iにロンドンの B.B. C.放

送がフムメル J.N. Hummel(1778-1837) 

のマンドリソ協奏曲を放送して注［」され

た。マンドリン独奏は ユーゴオ ・ダルト

ン HugoD'alton. 伴奏はチ ャー）レス • グ

ロープ CharlesGrove 指揮のニュー • ロ

ンドン ・オーケストラ。この協炎曲はフム

メルが、当時盛名を路われたマンドリンの

名手ポルトラッチイ Bartolomeo Borto-

lazzi に捧げたもので、現在そのマヌスク

リプトはロソドンの大英博物舘に所蔵され

ている珍品である。

Allegro Moalerato e Grazioso, And-

ante •con variazione, -Rondo の＝．楽l翌か

ら成るもので、伴奏部はヴアイオリン第

ー . . 第—. • ヴィオラ 、 チエロ 、 パス 、 フリ

ユート 2、ホ）レン 2という編成なそうであ

る。尚ダ）レトソはナイロン絃を張つたマン

ドリンで油奏した ということである。

最近ミラノのリコ）レデイ社からヴイパ）レ

デイのマンドリン協奏曲 AntonioViva-
!di : Concerto m Do Maggiore per man-

dolino, Archi e Cembaloが出版され（本

誌次 )j•に紹介の予定）私を喜こばせてくれ

たが、店しフムメルのマンドリソ協奏曲も

出版されるような機連が酸成され .1.ば"‘.I.
と思う。マンドリンの古典音楽に於ける位

iì}は、iiiなる狭味からでなくて、その i’i楽

性の、点からも改めて研究され、鑑瓜される

価値があると息う。



竺--~I 国際ギター作曲コンクール

第 1条 イタリア ・ギター協会 (A.C. I.）は会則に基いて1954年炭の国際ギ ター

作曲コンクーJ四を行う。

第 2条 応経作品は未出版未発表の自作の独奏曲とし、その演奏時間は10分を越

えないものとする。入選曲に対しては次の通り授賞する。

1等 15,000 リラ と且状

2等 10,000 リラ と賞状

3等 5,000 リラ と貸状

第 3条送り先は Associazionechitarristica Italiana, casa Editrice Berben, 

Via F. Selmi 41-Modena (Italia) とし、 メ切は 4月30日とする。応募

作品には表題を附し別に表姐と応募者氏名、生年月日を明記の上封入した
封筒を添附するる。

第 4条 応募者は国籍の如何を問わず、又応経作品は一曲以上でもよい。 七絃ギ
ターの作品でも＂ ‘.I.がその場合は六絃ギターに準じた楽譜による。

第 5条 A. C. I. 幹部の審査の結果は、椒閲誌 LArteChitarristicaに発表す

る。

第 6条 入選作品に対する版権は A.C. I.に所屈し、遂次機関誌に添附発表す
るものとす。

第 7条 入選外の作品は、希望者には 3ヶ月以内に返送する。

第 8条 該当作品のない場合には授賞を行わない。

I攀竺戸―|
〇既刊アルモニア楽譜（邦人作品及び海外の代表的作品）若千在嵐1"しがぁります。

8円切手封入申込まれりiカタログをお送りします。
〇近刊 小倉俊作前奏11.11第四番（〒共50円） 「禁じられた遊び」のテーマむ楽 「愛

のロマンス」（干共50円）

〇引続き服部正竹： 「ギター弾きのグリプ」中野二郎作 「木樵唄」 「｛里謡正淑i」・i)t
藤日出夫 ・寿楽光雄編 「フラメンコギター曲集」等を刊行します。
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十
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日
編
集
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発
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者
・宮
城
県
一旦
理
郡
坂
元
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◇ 編集後記 ◇

復刊第一号に寄せられた激励と声援に力を得てことに第二号を送る。

中野二郎氏の力作をいたゞけたことは光栄である。アグアドに次いでソ）レの錬

習曲の研究もすでに編集子の手元に来てい次号を待ち構えている。小西誠一氏

（松本太郎）からもこの外パリ の斯界通信をいたゞいてい小介俊氏からもスペイ

ンのギターのレコードの紹介など来ているのだが、何れも次号にまわさゞるを得

なかつた。前号に予告したギターの Lpレコードの記手も次りまわし。

中南米沢楽の権威木村喜久弥氏とイタリア音楽の権威天野秀延氏からも次砂に

すばらしい玉稿をいたゞいている、期待されたい。

旧誌友の多くの希望に応えてマンドリンの頁をとつてみた。これは当分つゞけ

たい。

又、初歩者向きの梱が欲しいという声を多くきくので、これも企判し、「プジョ

ールの ギターの合理的学醤」の訳を姫川作男氏にお願ひし、すでに原稿もいたゞ

いているが、これも次りから辿叔することにしたい。

いよいよ1位のンーズン。ギタリス ト迩の話趾を期待する。

一
ア
振
替
仙
台
八
六
八

番
印
刷
所
・仙
台
lIJ
土
樋

一
五
八

・今
野
印
刷
所


