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沢口氏の言薬

アルモニア純習所H誌（昭和 2年）より

アルモニアにも色々の人物がいてほしい。「世の中の人は何故に一色に仕度くなる

のだらう」と或る文学者が云つたが、同惑である。 1玉々の色彩がふつてこそ、絵画は成

立つのだ。東洋のすぐれた坐絵を見るとその器‘凸な色彩と 、そこから沿泣した芸術家

のすぐれた天分とを屈ずることが出来る。この記なるしの：こは熊限の色彩が飽和され

ている。召々はこの迅に憶れる。

且楽にあっても………

凡ての臼楽家をマンドリン • ギター閃係者にしたいなど .1.iよ考えない。 色々な性質

ゃ屯：！］の仁が、それと生かして種々なf.l:苗をして行くのを見たいと息う。

9' 、........，ヽ·`9...... ，9ヽ·,...,,.'‘ぃ••v·ぃ．，．9 ，．,••ヽ·ヽ·~••9 ,9•••9 ‘."n,9....ぐ •9'‘”ッ •9,.m.999,J'.,99-99•9..9^4'”“'m^‘‘'勺4^Jぺぃ＾‘へ・~........ -・・.. --・-・・・・ --·--···· ······-· ·-- ~· ・-~・・:......... ・-・----・-・・・・・ -・-・-.. ----s 
s —目次—
｝ 

. 

J 沢口氏の 言 葉 i 
，， ポーンの名著ギター とマンドリン・・・・・・・・・•…••高 屈 功・・(1) ！ 
t La Guitarra y sus bibliofilos 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・R. Munoz ・・・(2) ~ 
｛ ビツェッテイの「夏の協奏曲」の ； 
i : 
l 楽苗用法について・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・...天 野 秀 延・・・(4) ~ 

: 
} E. Maruce Iiiのこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中 野 二 郎・・・(6) ? 
、 :
｛ ヤコピと現代ギター製作家・・，．．．．．．．．．，．．........．邸 屈 功..・（9) ( 

： ファルーのレコー ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..松 本 太 郎・・ • (10) i 
i・ ダ認・雑感..............................................， ..野均祐ー・・・(12) ~ 
iギタ ー 教室 ： ； 
｝ ギターに於けるオククープ練習の紅昧 ・中 野二郎…(14) ) 

； 
ヽ

く私の頁： ： 
E 

: 

く 歌割の中のギター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小 倉 俊...(15) ~ 

｀ 
5 ァルゼンチン便り…•.......・ ・ ・・・・・・・・・・・・..佐藤志智子・・ ( 16) 2 
i 或る回想・・・・・・・・・・....・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中 野 二 郎・・・(17) ＜ 
1 . c 、 私の周囲. ... . ... ......... ..... . ... .. ... .. .. . .. . •凶 岳 功・・・(18) { 

｛ ノJヽ介俊著ギ ターラの氾滸法、演奏法・・・翡 屈 功・・・(19) 5 
｛新着染諮紹介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ • (20) i 
[ ・-・ :・. ・-... -. _・ .. : t i国内ニュ ーズ・........................................................c22) ~ 

i iiと外斯界近況 ．．．．．．．．．．．．．．．．.........................................(23) ~ 

｛ 添附楽諮 服部正作 ギター弾さケリプ ； 
t 泊附存真 Philip Bone 2 、 5
¥ WAA,f,Zl~........... .......... ........... .... 111 qr~ - nR ~ s 坦紙図案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1| I 野 二 郎 { 

`‘..、．．．． ．．ハ．．‘’‘‘‘’‘‘‘‘‘`＂‘»..、．".........,’ヽ••J....,...,‘‘‘”し．．』へ•'‘, .., 、"`u............,.‘’‘’..,．‘‘‘”,．．鼻．．
f 

＇

ー



ポーンの名著ギターとマンドリン
Philip Bone: The Guitar and Mandolin 

高橋 功
1 ls,ao Takahash_i (Sakamoto) 

ポーンQ)，名著ギタてとマンドリンは今から四十年前の1914年に出版された。ポ..:...ンは1873

年にイギリスの Lutonに生れたのだから四十ーオの労作だったわけである。副題に明らか

に示された通り、これはギターとマンドリンのすぐれた演奏家と作曲家の伝記で、．当時この

種の著述はギターの祖国スペインにもマンド．リンの祖国イタリアにも出ていなかつたので、

まことに空前め大業だったのである。扉にマンド リンを手にしカイゼ）レ髭を生やした著者の

写真が出てい、巻頭に MissEthel L. Olcott（後の Bickford夫人）の写真を飾り、その熱

心な協力によって出版の運びとなったと特記している。牧録人名 313掲載写真50参考楽譜20

そして 315頁に及ぷ大著だった。この労作に対してイギリスの王室芸術協会はポーンを会員

に推し、王室教育者協会も彼を会員に推した。

その後ギター系楽器に関する文献が各国から出版された。そのうち目底しいものを拾つて

みると次のようなのが上げられる。

Herman Sommer : Laute und Gitar.re (1922) ドイツ

Fritz Buck : Die Gitarre und ihre Meister (1925) ドイツ

Joseph Zuth : Handbuch der Laute und Gitarre (1926ー1928) オーストリア

M. Rita Brondi : 11 Liuto e la chitarra (1926) イタリア

Emilio Pujol : La Guitarra y su Historia (1930) アルゼンチン

・Ricardo Munoz : Historia de la guitarra (1930) アルゼンチン

・ Domingo Prat : Diccionario de Guitarristas (1936) アルゼ‘ノチン

"La chitarra" : Dizionario dei chitarristi e Liutai ltaliani (1937) イタリア

武井守成；マンドリンとギター及其オーケス トラ （大正13年）

” ：マンドリン ・ギターとその片彩 （天正15年）

以上の著作を緒いてみれば、何れもポーンの著述に負う所大であることを見逃すことが出

来ない。凡てはポーンを出典とするとみてい .I.o

戦後海外の斯楽雑誌をみていると、方々でポーンの名著を譲り受けたいと云う広告を見か

けた。人づスに聞くと 、初版を二十部買ひ付けた日本楽器に、初版の買戻しがあったそうで

ある。そしてこの初版本は今では一万円の高値を呼んでいる。 ‘ 

ポーンはこの名著を本年になって再版した。再版といつでも、牧録人名は313から536へ、

掲載写真は50から 132へ、参考楽譜は20から32へ、そして頁数は315から388と増大し、面目

を一新した。その間四十年の開きがあるのだから、増補改訂しなければ価値が乏 しいわけだ

が、それが又みごとな出来栄えで、流石ポーンが life-workと言っているだけのことはあ

る。ポーンはすでに八十ーオの老令である。その生涯をこの著述の完成に捧げたとすれば、

これは一寸真似の出来ない偉業である。これだけの資料を集め、これを整理し、これを調査

し、これをまとめ上げるための努力は並大抵ではなかつたはずである。

新版を贈呈された私は、日本人が何人これに牧録されたか、その名を見出すのが楽しみだ

った。ところが、武井守成氏の名も、中野二郎氏の名も遂に見出し得ず、結局これには日本

人が一人も仲間入りしていないので、 軽い失望を禁じ得なかつた。たゞ私の希望を容れてこ

の名著の日本に於ける硫訳権と使用権を与えていたゞけたことは大きな光栄であった。私は

これからこっこつとこの名著の競訳を手がける。著者に倣つて私もこの競訳にこれからの半

生を捧げ、ポーンの好意に報い、期待に副いたいとひたすらに願う。
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LA GUITARRA Y SUS BIBLIO FILOS 
（ギクーと文献愛好家）

Ricardo Munoz (Buenos Aires) 

Sin duda alguna, el primer bibli6filo de la guitarra fue el Rey de Castilla y 

Le6n (Espana), don Alfonso Xo., llamado "El Sabio'" (1221ー1284),poeta y musico 

que escribi6 y coleccion6 en el idioma galaico los versos de las "Cintigas" que en 

un C6dice se conservan en la ciudad de Toledo, formando un conjunto de unas 400 

poes{as de juglares, trovadores y ministriles de Ia epoca. -

Es probable no satisfaciera en un todo las aspiraciones del selecto esp{ritu real, 

el solo hecho de recopilar los dichos versos que fusion6 deliberadamente a la musica 

folkl6rica de su tiempo,-construyendo de este modo el monumental edificio precursor 

de la musica modema, con los trascedentales elementos de su verdadera fuente : el 

pueblo, cuya esquisita alma desde la muneira gallega a la sardana catalana, y desde 

la iota araponesa a la saeta andaluza, reflojase autentica en el C6dice Alfonsino, 

famoso en la hist6ria de la musica. -

En el Renacimiento, m(isicos, guitarristas e historiadores aparecen conformes 

con los estudios e investigaciones practicadas por el nombrado don Alfonso el Sabio; 

luego, la Edad Moderna presenta unhalagador movimiento en igual sentido com-

probado por la existencia de magnificos archivos musicales formados por las casas 

editoras, con sus impresiones diversas al inventares la imprenta. -Hoy todas las 

casas editoras poseen sus interesantes archivos; pero estos estan formados(inica..'. 

mente por las obras que ellas particularmente imprimen en sus talleres o por su 

cuenta Y estos, seguramente, es lo que ha promovido ・el deseo de coleccionar. -

La guitarra posee tambien sus admirables bibli6filos, en Espana tuvimos al 

genial don Daniel Fortea, dueno de la biblioteca que a(in lleva su nombre ; Francia 

tiene al Dr. don Anctree Verdier, guitarrista, m(isico, escritor y director artfstico de 

"Les Amis de Ia Guitare" de Paris; en Italia vive el guitarrista y musico don 

Benvenuto Terzi, escritor y Director de la revista "La Chitarra" de Bologna, el que 

aument6 su archivo con las coleccionnes de! fallecido bibli6filo don Eduardo Capirone, 

que a su vez adquiri6 la biblioteca de! desaparecido coleccionista Dr. don Carlos 

Ravazzenga..'.. Adema's Italia posee los archivos de los admirables don R6molo 

Ferrari, guitarrista, m6sico e historiador selecto residente en la ciudad de M孤ena,

Alemania hasta el ano 1939 t_uvo al gran Jorge Meier en Ha血burgo!presumiendose 

que su archivo realmente extraordinaro se encuentre en poder de su hiio don willy 

Meier Pauselius, dedicado a la construcci6n de guitarras y Ia(ides, ademis de estas 

importantlsimas colecciones contamos con las que possen los Conservatorios de Paris, 

Viena, Berlin, Madrid y otras importantes ciudades, ignorando todo cuanto los 
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as追ticosposean al respecto y que indudablemente nos interesa muchfsimo.こ

En la ArgentiQa se cuentan interesantes y completas colecciones de mfsica para 

gtitarra, hasta de ediciones prfncipes o primeras; la que poseia dori Segundo N. 

Contreras, guitarrista, escritor, hfstoriador y bibli6filo destacado, a su muerte fue 

dilapidada al mejor postor por su hijo que la vendi6 sin'<onocimiento de lo que 

vendia, ni a. quien vendia, ti;imbien tenemos a don Pedro Pierri, interesante aficionado 

a la guitarra propietario de una bien nutrida biblioteca de musica• para guitarra. -

En cuanto -a las maximas colecciones de propiedad del-celebre bibli6filo don 

Eleuterio F. Tiscomia que falleci6 hace algunos anos, ellas estan en poder de su 

senor _hijo, el Dr. don Ricardo Tiscomia, quien las cuida con el carino con que se 

guarda un tesoro patemo. -En cierta oportunidad escribi: "El archivo recopilado es 

la hst6ria misma de cuerpo presente mostrando existencias reales, es museo viviente 

d~ mpdalidades, escrituras, rilecanismos tecnicos, expresiones sentimentales y con-

st~ciones diferentes, que el hombre ha apildo a fuerza de tiempo por amor _a su 

g_uitarra mil veces rq_odificada en la santa armonfa de ansiados milenios mejores". -
爛

La afici6n por formar archivos de raros ejemplares musicale_s de guitarra, es 

muy comun entre guitarristas y nada comun entre los virtuosos de o~ros instr-

umentos ; que Dios siga iluminando a nuestros maestros y aficionados en la recol-

ecci6n perfecta y mas completa aun, de las.originales paginas de los_ compositcires 

de! instrumento de los dioses de todos los ritos y todas las razas. -

Para Ia revista "ARMONIA"-15: V: 1954 

アテリ エに於ける Munoz氏（本年 4月撮影）
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ピ ッツ ェ ツテ イの 「夏の協奏曲」の楽器用法について

Instrumentation of Pizzetti's Concerto dell'Estate 

天野秀延（福島）
Hidenobu Amano (Fukushima) 

イルデプランド • ピッツェッテイ (Ildebrando Pizzetti 1880~）の管絃楽「夏の協秦曲」

(Concerto dell'Estate)は既に LPにも入つて居り 、此のレコードは昨年ラジオ東京か

ら放送されたから、御聴きの方もあろうと思う。ソフォクレスの悲劇「エデイプス王」に

よる交響前奏曲や、ダヌンツイイオの「船」による音楽や、或は歌劇「デポラとヤエーレ」、

「フラ・ゲラルド」等の如き該厳な、．悲劇的作品を発表して来たピッツェッテイにとつては、

これは明らかに異例のものであった。絵で云えば、鉄線描の様な厳しい線で貫かれていた彼

の作品が、絃ではパステル画の様な、自由な明るい色調とリズムとに転じているので、発表

当時一部の批評家に、多少の当惑を与えたら しい。例えば傑れた音楽学者で作曲家であるグ

イドゥ • パンナイン (Guido Pannain)の如き、此の作品の批評の結論で「ピッツェッテイ

の如き大家からは、もつと傑れたものを期待してもい .1.筈だ」と述ぺている。一方、作曲家

で、ピッツェッテイの弟子であるヴイルヂリオ ・モルタア リ (VirgilioMortari)の如き、

或はフランスの批評家ロベエル ・プリュッセル (RobertBrussel)の如きは、その生新な、

生気に溢れた表現に讃辞を惜まないし、一流の評論家であり、今日の最も傑れたピッツェッ

テイ研究家のガッテイ (GuidoM. Gatti)の如きは、此の作品をピッツェッテイの「パス ト`

ラル ・ツ ンフォニイ」と見倣し、適確なアナ リーゼの後「彼の峻厳な一連の作品と同等の慈

義を認むべきである」と、高く評価している。 「アガメムノンヘの序奏」や「イ潤交孵曲」

を含めての所論となると 、此の説は一応問題になるのであって、必ずしもガッテイの如く一

連の彼の厳しい作品と同列のものと私は考えないが、然し此の作品、特に第一楽章の清新

な明るさ 、真の意味の健康な近代性と いう点で、他に類を求め難い傑れた音楽として認めざ

るを得ない。生鮮な明るさは、パルデインヨンを一読すれば直ちに屈じ取ることが出来るが

実際の演奏との千係という手になると 、レス ピイギ (OttorinoRespighi) の交怨詩の場合

とは甚だ異なるのである。 「つーマの唄水」にしても「ローマの松」或は「ローマの祭」に

しても、パルテインヨンを調べた上で演奏に接して、意外のエフエクトを経験するようなこ

とは滅多にない。此の管絃楽法の巨匠の作品には、パルテインヨンから感じとられない様な

エフエクトは殆どないと云えるが「夏の協奏曲」の第一楽章に於いては、その単純なパルテ

ィンヨンからは容易に窺う ことをゆるさないエフエク｝が、演奏によって艇々我々を快い驚

きに迫くのである。 カンバニャ

第一楽章「朝の唄」 (Mattutino)は、露に潤つた、ローマの平原の夏の朝を唱つたもの

であろう。モルタアリの評の如く「客観的な描写や文学との結合によらず」と云つて印象派

風な手法とは無千係で、純粋な音の造形のみによつて、夏の朝の爽かな感党を表現している

と云う点で、巨匠の芸術と称すべきてあろう。然しパルテインヨンによれば、楽器の編成も

和声もその主題も、特に目に立つ程の新奇な構想や形態は採られていない。主題は、絃とハ

ープとビア ノと云う極めてあり触れた組合せの中に提示されて居り 、和声は純然たる古典ハ

ーモニーである。主題旋律、特に第一主題に至っては、梢々民感風な軽い風趣のもので、荘

重でエモーンヨナ）りな従来の彼の旋律の姿態からは遠く、 楽譜の上では、一見高雅な気品を

欠く様な印象である。従ってパルテイツヨンからは一応健康な明るさは受けとれるが、Iノス

ピイギの客観描写も感傷性も無く 、或はド ピュッツイ（ClaudeAchille Debussy)の模糊と

した印象とも無絃で、且つズトラヴ'1‘ノスキイ (Igor Stravinski) やその亜流のどぎつい

表現とも全く異なる、清澄にして然かも輝くばかりの明るさ、言うべからざる生鮮な感覚と

(4) l04 
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生きしきとした純粋に音楽的な詩情が演奏によって伝えられる時、なまじパルテインヨ‘ノを

一見したものにとつては•一つの新しい妓異として、改めてその楽器用法への再検討を迫られ
るのである。主題の性格の如きもがらりと趣が変つて、爽かな詩趣に転化するのであるが、

．これはオーケス トレーンヨンと不可分な干係に在るとは云え．、血肉と なって彼の中に没透し

{いるギリンヤ，旋法やグレゴリ・ウス旋法が、その音楽のヴォキャプレールに、かくも高い風

韻を帯ばしめる原因となっている 0~ であろう。たゞその楽器用法に至っては依然と して解き
得ざる秘密である。これに就いて私は長い間模索を続けたが、最近漸く解明の端緒を得たの

で敢えて絃に試論を提供しようと考えたのに他ならない。

先ずピアノと二台のハープであるが、此等の楽器には一部グ リッサン ドが用いられている

とは云え、主としてヴァイオリンとヴィオラの音を重復した和絃である。これだけを考えれ

ば何の変哲もない手法である。絃は、チェロとコン トラバスを除いて、主題とその対位旋律

とを担当する。それぞれ二部宛に divisiされた第一、第ニヴァイオリン、ヴイオラは、十六

分音符の反復から成つている。テンポは vivace2/2拍子であるから、一種の トレモロに近

い手法と云える。つまり絃はオクターヴで重復する二声部のトレモロの進行である。然し厳

密に云えば、これは管絃楽に於けるヴアイオリンやヴィオラの トレモランドの奏法と区別し

なければならない。絃では、四分音符の場合は正確に十六分音符四個、二分音符の場合は正

確に十六分音符八個を以て反覆演奏するのであって、四分音符や二分音符をトレモロで演奏
すると云う意味ではなく、その場合は明らかにエフェクトは異なるのである。ビッツェッテ
イの絃で採用した楽器用法に類似のものはないわけではないが、大低はトレモランドであ
り、殆ど総べて木管によつて重復されて居り 、然も多くは数小節のモテイーフや楽句に過ぎ
ない。・ピッツェッテイの此の曲の第一楽章では、どの部分も全部同一の組合せとは云えない
にしても、大体に於いて同形であって、その上百小節以上に亘つていることに注目しなけれ
ばならない。管見の及ぷところでは近代現代を通じてか .I.る例は絶無である。此の場合木管
で重復すると云つた慣行の手法を棄て、ハープやピアノの和絃を配した此の手法は、全く彼
の創案になるものであろうか。それとも何か依拠するものがあつて、それを彼の手法として
採用し、・エ夫をこらし構想したものであろうか。これが第二の疑問である。此の場合私は依
拠するものがあったと云う観方を採るもので、そのプロ トタイプこ、そ、マンドリン、マ ンド
ラ 、 ギターと云う組合せの合奏、 一般的な呼称に従えば所謂マンド リン•オーケストラでは
なかろうかと考えるのである。たゞピッツェ ッテイの如き作風の楽家とマンドリン • オ ーケ
ストラとの組合せは如何にも唐突で、一応前述の推定を躙躇せざるを得ないのであるが、然
じ既に本誌の前々号の私の小論に於いて触れた様に、レスピイギは交密詩「ローマの祭」の中
にマンドリンを用い、マリピエロ (G-FrancescoMalipiero)ビッツェッテイと共に現代イ
タリヤの三大楽家の一人カセルラ (AlfredoCasella)は、その舞踊曲「ヴエネチャの僧院」
の中にマンドリンを採用した。更に私の確信を強めるものは、ピッツェッテイの弟子、ジュ
セッペ • ミラネエジ (Giuseppe Sirlen Milanesi)の存在である。此の作家には交智曲や

室内楽やレクイエム等の作品があるが、又「主題と変奏曲」や「サラパンドとフーガ」等の
マンドリン • オーケストラの作家でもあって、この華は寧ろ私などよりは本誌の読者の方が
詳しい筈である。但しミラネエジが、単に或る期間ピッツェッテイの教を受けたと云うに過
ぎないものであるならば、私の推定の根拠としては採るに足らないが、たとい、カステルヌ
オオヴォ •テデス コ (Mario Castelnuovo-Tedesco) やマリオ • ビラアテイ (Mario Pilati) 
の様な彼の高弟とは異なると云え、ピッツェッテイの中期の傑作、歌劇「フラ ・ゲラルド」 ぐ
から二管編成の管絃楽へのフアンタジアを二曲、編曲発表しているのであって、これでピッ
ツェッテイと此の作家との干係も大体推定がつくと云うものであろう。

マンドリン ・オーケス トラ発祥の国であるイタリアの楽家で、更にその身辺にミラネエジ
の如きマンド リン• オーケス ト ラの作家を持つと云う華実から 、 一見唐突に似たピッツェッ
テイとマンドリン合奏との千係が、必ずしも無縁でないことを想像することが出来るであろ
ぅd

以上の推定に立つて改めて「夏の協奏曲」の第一楽章「朝の唄」を聴く時に、パルテイツ
ヨンからは想像し得なかった生新な魅力の源泉に触れることが出来るように思うのである。
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Enrico Marucelliのこと 中野二郎
Jiro Nakano (Nagoya) 

• ； • - -~---＇―-; 
Ph.J.Boneが四 r年振りに再刊した「TheGuitar 

& Mandolin」には新しく追加培補されたものが非

常に多く其の中でも特にマ ンドリニストに就いては

如何にしても知り得なかつたものだけに焙しかつ

た。 EnricoMarucelliもその一人で恐らくマンド

リンを学んだ人で Munierと共に彼の名を知らぬ

人はあるまいと思われる。彼の大半の作品を出版し

ている FirenzeのMaurri出版社は何等文献的なも

のは出していないし 11Plettro, 11 Mandolino，共に

彼に関した記挙を私は見ていない。然しそのマンド

リン独奏曲に見られる手腕と楽オは時に Munierを

凌賀するとさえ思われるだけに彼に就いて何等語ら

れていないのは不思儀なこと の一つであった0 Bone 
によれば Marucelli は 1877年 Firenze に生れ

1907年に其処で亡くなった。僅か三十オで早世したこ とになる。英国に渡り数年間マンドリ

ンの教師をして其間 Mezzacapoと共に其地の婦人マンドリン合奏団の指揮者をしたと云

ふ。従って当然 Mezzacapoとの交友があったわけで彼のマソドリン独奏曲 ValzerFanta-

sticoが Mezzacapoに贈られていることでもわかる。

非常に多オの人であったらしく優れたマンドリ スト、 ギタリス ト、 且ダプルバス奏者であ

ったと云う。ダプルパスの奏者であったことは仏の Costallat出版社でダプルパスとビアノ

の為めのガポッ トと夜曲を出版してし・ヽることでも想像されていたことであった。 Boneには

彼の楽歴に就いて詳しく記載されていないが、元来伊太利には天性の楽人とでも称する様な

タイプが多く日本にも来朝した Sarcoliが声楽をよくしマンドリンギターの曲を楽々と丙

いたり Mezzacapoがマンドリン合奏曲ばかりでな く Violinと Orchestra の伊太利狂詩

曲をむいたり Ranieriが Violin の曲を沢山書いたり楽想の赴くまいこ仕挙をしている。

楽器を持てば其場の即興曲の一つや二つ楽に弾いてのけるというタイプであるら しく思われ

る。従つて凡作も多いが時に天来の楽オの閃きが見えて斯うしたもの L中に如何にしても忘

却し難い強い印象を残している。 三十年の生涯と云つてもその仕華は恐らく二十才以後十年

間の所産と思われるが約五十年を経た今日尚東洋の一隅にも彼の芸術への慕わしさの余り此

処に彼の作品を挙げて回顧する者のあるこ とを諒とせられ．よ。

Enrico Marucelli作品表

(M. ＝Maurri F. ＝ Forlivesi c. ＝ Carische 
編成の明示 してないのは 2Mandolini.Mandola e chitarra o piano) 

マン ド リ ン曲

Capriccio Zingaresco 

Caricature 
Cettigne 

Chi~ ? 

Diavoli bianchi 

polka 
.polka marcia 

polka 
II 

M

M

F

C

M
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Elegia 

Fin de Siecle 

Forosetta I 
Guerra di donne 

Giu e Su 

Jdeale 
La Pattuglia 

La Giostra 
L'avvenire 

Le ninfe 

Lionella 

Moto perpetuo 

Melodie charmante 

Note ed appunti 

Oriente 

Parlare o tacere ? 
Patti chiari 
Patrol 

Pizzicotti e baci 

Polonese di Concerto 
Pensieri fugaci 
Qui pro qua 

Raggio di Luna 

Rimembranze d'amore 

Rondoletto e Canone 

Rose di maggio 

Santarellina 
Season 

Scherzo militare 

Serenade des Amoureux 

Serenatella spagnola 

Sguardi provocanti 

Sotto z.ero 
Tra SciHa e Cariddi 
Treno'lampo 

3a Gavotta 

Un Bacio ne vuol mille maz. 

Valzer Fantastico 

Metodo per Mandolino 

Metodo per chi tarra 

Metodo per mandolino sistema lombardo 

Metodo per la Divisione e Solfeggio 

valzer 

maz. 

valzer 

polka 

maz. 

(M.G.) 

(M.G.) 

(M.G.) 

maz. 
valzer 

valzer 

maz. 

(M.G.) 

valzer 

valzer 
maz. 

polka 

polka 

ser. 
polka 

valzer 

Interm. 

Ser. 

polka. 

valzer 

polka 

maz 

polka 

ギタ

(M.G.) ． 

(M.G.) 

(M.G.) 

(2 M.. G.) 

(M.G.) 

獨奏曲

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
の
M
M
F
M
F
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

n
 ゚

d
 

an M
 

-, 

(M.G.) 

Bagattclle maz. /
M
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Chiaccher icci 

Elegia 

Edelweiss 

Ferruccio 

Gavotta 

Italia 
La mammoletta 

La Colomba 

Laccio amoroso 

Minuetto 
0 fiore azzurro 

Pensieri fugaci 

Profumo 
Rose di ~aggio 
Segreto del cuore 

Sull'aia 
Tarantella napoletana 

polka 

polka 

maz. 

valzer 

maz. 

polka 

maz. 

伽． ． 

`
o
.
＂ 

、
．
 ．
 

valzer 

ser. 

valzer 

Ser. 

valzer 

Schottisch 

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
 

歌

Bacio d'amore 

II Confessore 

II Pellegrino provinciale 

n guanto 
11 Valzer 

La Faustina 

La vedovella 

L'invito 
Lo sposo vecchio 

L'uccellaro 

Nozze d'argento 

Suora ribelle 

と ギ 夕 •一ヽ
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
 マンドリン合奏曲への縞曲 ‘・

Fantasia sulla Favorita di G. Donizetti 

Fantasia sui Puritani di V. Bellini 

Fantasia sulla Lucia di Lammermoor di G. Donizetti 

Fantasia sulla Sonnambula di V. Bellini 
Sinfonia della Norma di V. Bellini 

Sinfonia della Zampa di Herold 

Sinfonia della Gazza Ladra di G. Rossini 

Sinfonia della Muta di Portici di Auber 
Fantasia sulla Traviata di B. Verdi 

Fantasia sul Rigoletto di G. Verdi , 

Preludio 3° della Traviata di G. Verd~ 
Notturno di Chopin. 

ヘ段下頁
ヽ
~ー2

 
（
 

下

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
以
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ホセ・ヤコピと現代ギター製作家
Jose Yacopi and other luthiers 

、入
ヽ
→ ~’ 

高橋 功
I: Takahaahi_ (Sakamoto) 

アニ、 ドの来朝によって、ギター製作家ホ屯•ヤコビの名が私達の間に俄かに有名になった。
ホセ・ヤコピは1916年ズペインのヴィトリアに生れた。父はイタリア生れで、早くからイタ

リア、フラソス、スペイン、南米でギター製作を修業したう；、その父の下でホ・セほギター製

作を志し、 1944年にはパルセローナ、マドリツトの展覧会に出品してー等賞を穫得し、 1947

年にはパルセ ローナで二度目の最高賞を穫得して一躍有名になった。 ヤコピの成功のかげに

Emilio P祁jolの指浮があったことは注目に値する。ギター前期の古典楽器の研究家として

も名高いプホールは、ヤコビをして古代の名器に接せしめる好機を与え、ヴィウエラやリュ

ート．の立派な複製が出来上った。バルセローナ及びリスポンの国立音楽学校所蔵のギターと

ヴィウエラはホセ・ヤコビの作で、有名な古典音楽演奏家達は多くヤコピの製品を所有し

ている。

・ヤコピは言っている「私の考へでは、ギターの現在の形は、今までの伝統と審美上の要求
に応じて出来ている。楽器製作家達は何世紀にも亘つて梨型や楯型や見ラ型のギターを作っ
てみたが AntonioTorres によつて完成された現代ギターの原型を変更せねばならない理
由はどこにも見出されない。私の作品も トレスギターを型取っている、違う所は音最を増大
するために払つた改良だけである。」ャコピは1949年5月にプエノスアイレスに移り、エ房を
描えて今日に及んでいる。彼自身プホールの教を受けたすく1れたギタリストであることも、
製作家としてのヤコピの有利な条件となっている。

1948年に ltaloBarducciが器材の振動に関する精密検査を行ひ、ついで GiacchinoPas-
qualini教授も電気装置によつて有名なヴアイオリンの構造を研究し、越えて 1952年ウイ ー
ンの JosephDobrozewskyが有名な Stradivariusの名器を精密に調査して秘密の解明を

試み、楽器製作上有益なデータを出し、大きな ヒントを与えたが、絃楽器の・完全な機械化は
未だに行われない。ギターの製作に関しては1952年に RicardoMunozが Tecnologiade・ la 
Guitarra Argentinaと題する楽器製作論を著わして注目された。而もギターの名器も目下
のところやはり名エの手土品、であることに変りはない。

セゴヴィアにその愛器を提供したドイツの 'HermanHauserはJ952年に亡くなったが、
その後ドイツの斯界も復興しているに違いない。 スイスにはジュネープの Vidoudezがい
て俊秀なギターを製作し、イタリアではジエノアの LorenzoBellafontanaが有名である。
スウエーデンでは Goyaの涸標で有名な HermanCarlsenが最近すばらしい手工品を発売
している。二重共嗚板のギターで名高いフランスの Gelas（高嶺巌氏も持つている）は、か
つて L!obetもドイツの HeinrichAl恥rtも推薦したものだが、今日はあまり用いられず
Robert Bouthetに席を譲つた感がある。アメリ‘力でもギターの需要は大べんなものらしく ｝
Manuel Velazquezと VicenteTatayと Louis・Scafaがニューヨークに工房を持つて活

躍している。 Rey de la Torreはたしかヴェラスケスのギターを持つているはづだが、 写

真でみると型は少し小さいがレコードできく音量と音質はすばらしい。スカフアは Manuel
Ramirezの弟子で、ギター製作45年の経験を有している点が高く買われている。その商標は
El Argentinoである。機械製では先頃日本楽器で輸人した Regalが RichardPickの推賞
で売出しているし、私達には昔懐しい Gibson会社の技手 IrvingLongのクランツク ギタ
ーも却々好評を博している ようてある。パラグアイの有名なギタリスト AugustineBarrios 
が推賞し絶閉しているプラジルの DiGiorgioの手エギターはアメリカにも進出 して歓迎さ
れている。ヤコビのギターを見たり聞いたりした私達は楽器製作に無関心ではいられなくな
った。戦後急足に進歩したわが国のギター製作もアニドの来朝を契機として一段と飛躍する
ことであろうと期待される。わが国は四方海に包まれ特殊な風土気候の下にあるので、古来
の名器を学ぷ傍ら、独自の科学的研究を加味して、わが国に合った名器が製作されるよう期
待する。
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エドウアルド・フアルーのレコード

Discos por Eduardo Falu 

松 本 太 ．郎
S. Konishi (Kamakura) 

ギタリスト 、フア）レーは我々には未知の演奏家であるが、立派な腕を持つた彼のレコ．ード

に接する華の出来たのは媛しい。そういえばクリスマールと云うレコードも私には始めての

ものである。十吋二面にはいつた曲ーはつはギターソロで曲名（と云うよりも曲種）はヴィ

ダリータ、作曲家はアルゼンチン音楽界（クラッツク音楽界）の長老のアルベルト • ウイリ

アムス、今ー曲の「煙草作りの歌」は作詞はオスカル • ペルデイゲロで作曲はフアルー、 そ

して自分で作つて自分で伴奏を附けて居る。

ヴイダリタは一名ヴイダラと云い、 タンゴやミロンガ等のポルテニア音楽がプエノス • ア

イレスの音楽、云わば都会の音楽であるに対しサンバ、チャカレラ、クエカ、パインレート

同様フォルクロリカ、即ち地方の土沿音楽の一種に屈するものである。

元来テムポの緩い、憂愁な曲で「不在」や「過ぎ去つた恋」をテーマとする、唱はれる曲

でビアノやギターを伴奏とする曲なのであるが、今度の録音ではギターソ ロになって居る。

そしてギターソロに占いたのが同国クランツク音楽の長老のア）レベルト ・ウイリアムスであ

るのは典味が深い。 （彼は1862年生れであるからもう生きては居ないだろう）

ウイリアムスの名は私に取ってはなっかしい名である。彼は生地で音楽を学んだ後、パリ

音楽院でセザール・フランク、ギロー、ゴダールに師孝し、1889年帰国してピアニスト指揮

者として活動し、1893年にプエノス ・アイレスに音楽院を創立した。この学校は非常に成功

し、全国に92の分教場が出来た。彼は 200に近いピアノ曲、 3つの交界曲、その他多くのオ

ーケストラ曲、室内楽曲、歌曲を因いた。ンヨバンとセザール ・フランクの音楽を母国に紹

介したのでも有名である。彼の第一交籾曲は1930年と1931年の二年続いてパリで演奏せられ

て大きな成功を牧めたが、その華と1931年のフランスの雑誌に出た彼の写真が60オを越えた

老大家らしい恰幅を持つて居たのが未だに私の記憶に残って居る。それ故今度の曲を聴いて

旧知にめぐり会つた様な気がしたのである。 ' 

この作曲家の手になるヴイダリ ータは広大無限の大平原パンパに生活するガウチョ（カウ

ポーイ）や牒民の心の憂愁を表現したものであって、ウイリアムスの曲では民謡音楽の土臭

さが紺骨でなく 、洗錬性を以て芸術化され、ニュアンスの強くない誇張のないその音楽の中

からは細やかな感じの憂愁味が自らにじみ出して居る。曲は一つの主題を奏法を変えて繰返

えすと云う単純な形のものであるが、そ こには民族音楽らしい曲の特質があり、且つ奏法の

変化が効果的であって曲の単純さを感じさせない。

フア）レーのテクニックは極めてしつかり として、始めから終り迄何等の不均衡や破綻を見

せない。落附き払つて居る様な安定した演奏は信頼感を抱かせる。どの部分のテクニックを

取って見ても実に手堅く 、明快である計りでなく、音の出し方にむらがなく 、ト レモロも平

均して居る。一個所短いパッセージではあるが上昇して下降する所に二重音の tvモロを使

つて居る技法は私の始めて接する所であって、その妙技には思わず息を飲んだのだった。

こう云う明快で、手堅く 、一見ニュアンスに乏しい様な演奏でありながらその中から民族

的な感情情緒が充分感じられた所を見るとフア）レーは相当の演奏家である挙が分る。解説に

ある写兵を見ると彼は中年の人であるらしく 、その経験、研究、習錬がこの錬達を生み出し

たのであろうが、若し我々に全く知られないで而もこの様に立派な手腕を持つギタリス トが
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何人も居るとすればアルゼンチンギター界の水禅の高さが想像される。いや想像される計り

＼でなく、色々のニュースを綜合するとこのクラスに属するヴィル トウ オーゾが何人も居る華

は間違いのない様である。何れにしてもこの様なギタリス トが我国に紹介されたのは嬉しい

華である。

「煙草作りの歌」は煙草を作る作男の苦しい労｛力を唱つたものである。歌は六節から成

り、始めに短い達入部があり 、各節の間にはギター独奏のリ トルネロ（つなぎの音楽） がは

いる。この六節は三つ宛一つの部分に区切‘られ、各部分の歌は第一、第二節が作男の苦労を

述ぺ、第三節でその苦労i結果の牧穫が地主に持つて行かれ、作男は一向に報はれない華を

嘆息して居る。従つて第一、第二節は同じ旋律で、第三節はそれとは違つた旋律で之を受留

めて居る。旋律の性質は第一、第二節に訴えて、第三節はあきらめの気分を持つて居る。 ・恐

らく作男達がこう云う歌を唱つて不平不満の気分を発散するのであろう。そう云う気持でフ

アルーはこの曲を書いたものであろう。

フアルーの ギターが手堅い、達者なものであるのは云う迄もないが、その独唱もしつかり

として男性的で張りがあるがそれで居てこの国のフォークロワー-特有の憂愁味が充分に現わ

れて居る。声はパリトンで、先年死んだ同国の第一人者カルロス ・ガルデルの幅と内に甑つ

た深味と温さはないとしても豊かな、輝きのある声で堂々として居る。そしてそこから発散

される憂愁味はガルデルのそれに劣らない。唱法のテクニッ クに於ても、ギターのそれの様 ・

に極めて手堅く民族音楽の歌手としては立派な境地を持つて居る華を感じさせる。誇張やわ

ざとらしさを加えてないで居て、曲の気分や感情を充分出して居る点でもギター独奏の場合

と違つて居ない。

作曲家としてのフアルーも相当なものである。純音楽の方は如何かは分らないが民謡作曲

家としての手腕は立派なものである。各節の第三、四行を反復して居るのは民謡特有の型に

従ったものであろうが、効果的で曲に面白味を加えて居る。民謡である以上型に従ったのは

当然であるが、その結果として極めて自然に曲が罷まつて居ると云う感じが強い。そして彼

のギター演奏、独唱、作曲の総てを通じて感じられるのは彼の音楽が自然に産れたもの（勿

論習錬の結果ではあるが）である華を考えさせる。

これを別の言葉で云うと身に附いた音楽である。理屈や理論に依る勉強、研究よりもそう

云う音楽並に音楽的環境に住んで居る為に自然にそう云う音楽に同化し、不知の間にそれを

自分のものにしてしまつた為に生れた音楽が彼の音楽であると考えられる。その様にしてこ

そ本当の音楽が生れ本当の音楽家が生れるのではないだろうかと私は何日も考える。身に附

いた音楽、それが本当の音楽である孝を私はセゴヴィアを聴いた時にも、アニードを聴いた

時にも感じたのであるがフアルーを聴いて又もやその感を新にした。。如何に勉強しても習

練に努めても身に附いた音楽にならない以上それは音楽以前の音楽に止る挙になるのではな

いだろうか。

本誌前号にフア）レーのレコードの発売を報じたら、地方在住の方々からクリスマールレコ

ードの発売元について問合せが沢山来た。一部返孝を差上げなかつた方のために絃に発売元

を紹介する。

大阪市南区難波新地二番町29_

日音株式会社

クリス マー）りレコー ド係

尚 フアルーの盤はレコード番号P-17につき念、の為。
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残 暑 雑 喀
Essay 

野崎浩-
K. Nozaki (Osaka) 

．此の深刻なるデフレ景気に一日中タイプライターの騒音と暮せばリラックセーンヨンもリ

クリエーションも必要である。夕方ともなればネオンの灯に誘われて殆ど毎夜映画や寄席を

見て歩く。ダンスホールやヌードッョウえ行く華もある。昔下らぬと思つた華に面白さを見

出したり、昔感心したものを馬鹿らしく思う華もある。総じ七此の社会では不況と共に裔人

や芸人の腕は冴えて来る。腕によりをかけて客集めをするからであろう。中でも段々と冴え

て来るのはトニー谷である。最初見参した頃、こんなキザな嫌な男がまたとあろうかと大い

に慨嘆したものだが、三木鶏郎の叡智を欠いだ罵言の一本槍と異り、般近はだんだんと面白

くなって来た。特に先日聞いた義太夫には感心した。日本人の本質的な嗜好に応えての彼の

熱演と細心なる研鑽は実に痛快であった。やつばり血と云うものは争われぬ。之が一番受け

．て居た様であった。

先日ラジオで欧州留学中の日本の音楽家達の録音放送を聴いたが計 9らずもトニー谷に初見

参した時の様な或る種の気分を感じた挙である。日本をテーマとする作曲として国際コンク

ールの一位に入貨した提琴奏鳴曲が全楽箪を通じてラヴェ）レ的構成と得態の知れぬ異国情緒

を誇示・し、日本固有のモテイ ーフと思われるものは感知されなかつた。日本人の血液に素直

な共感を喚起せぬものが日本をテーマとする作曲として一位を獲得した手が不思議であっ

た。随分いい加減なコンクールもあ＇ったものである。受賞者だけが丸儲けである。更にゲ）レ

ハル!- . ヒュッンユそつくりにロベルト • フランツを歌う日本人のパリ ト ンに接して驚い

た。声色も息使いもそつくりである。若し之がGIの炭坑節とかであったなら誰しも笑うど

ころか気味悪く思うに違いなかろう。猫八の物真似なら楽しんで笑ってもすませようが、此

の留学パリトンには悪寒を感じて遂にラジオのスヰツチを切った。曲りなりにも『羅生門』

や『地獄門』がグラン ・プリを獲得した挙には立派に理由があった。芥川竜之介の器用なる

心理解剖やイース トマン ・カラーの美しさもさる華ながら、少くとも日本そのものがテーマ

であったからである。

『純音楽とは音の世界であつて何等の感梢を交えない』と云う言菓は滑稽である。直ぐ後

で『歌曲は文学と音楽の結合である』と平然と述べて居られる大先生も居る。純音楽とか、

軽音楽とか、流行音楽とか、音楽のカタログ的分類は猶更滑稽である。論理の矛盾は常に人

間味の面白さを想起せしめるが、勿体振つた晦渋なる表現には、偏狭なるペダントの喜劇的

未路は予測し得ても、共感は不思議に湧いて来ない。

トニー谷の如き一介のヴォー ドヴイリアンでも絶えず万人の共感に応えて脱皮する蛮を心

得えて居る。性懲りもなくイヴニング ・ジャケツを一着に及んで トニーイングリッンユばか

りやつては居ないのである。寄席やヌードンヨウの芸人の中にも立派な人間も居る。良くパ

ランスのと・れた合理性と常識の美徳を弁えた者に見参するのは愉快である。口伝の芸が此の

人達を守つて居る。見えざる教えが彼等に生命を与えて居る。音楽家やパレ リーナには録な

のが居ない。勿論舶来を売る音楽やパレーに就いての話である。何時になったら私達に自然

な爽やかな郷土愛と日本民族たるの誇りを持たせてくれるのであろうか。飢えたるダポハゼ

の如く舶来に飛びついて飽く孝を知らない。

見渡せば日本にも他の国と同様大昔から悲劇も喜劇も其の他のものも無数にある。併し演

ぜられた悲劇が実は喜劇であったり、 喜劇をも悲劇化したがるが如き安価なセンチメンタリ

(12) 112 
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ズム偏好は日本独特のもので世界に例がない。世界に例がないと云えば、売名と売込みに狂

奔するあらゆる種類の機会主穀者達の節度なき我困さは一体何から来たのであろうか。政治

や経済の貧困さではフランスやイ タリイに比ぺて見ても余りかけ離れた相迎はない。文化の

我困さときたら世界に例がない。バックボンのない教育から生れる無軌逍と無節操には明日 '

への希望を持つ孝も難しい。立派な人間も退しい生命も生れて来そうにない。
私は最近入手したユバンキ自演のレコー ドを抱えて先日束京から仙台まで旅行した。，お蔽

で六年振りの夏休みを一週問楽しく過ごす華が出来た。 『音楽よ私は身をかがめて汝の心臓

に耳をあて永遠の生命の鼓動を聴く』と云う ロ マン •ローランの言薬をプロ グラムに掲げて
演奏するギターの詩人ユパンキを、何としても独りで聴いてるのが勿体なくて、私にとつて

は異例の大旅行となり、アルモニアの店橋様、沢口様、中南米音楽の裔橋様、中西様を初め

いろいろ御世話をかけた。ュパンキのギター独奏も歌もあらゆる方々に異常な感動を与えた
様に思つた。ギタ リス t達は『ユバンキを聴いて思い悩んで居たものが氷解して行く様な気

がする』と云い『自分達の進むぺき迅が示されて居る様な気がする』とも云つた。また独乙
リードのネトケ●レーウエ夫人に師華した或る声楽家は『歌手としてだけでもユパンキは非
常に立派だ。ュバンキのような歌を是非やつて見たい』と云つた。左利きの天才ギダリスト

と云う孝よりも、何よりもユパソキの人間の立派さがみんなの心を惹いたのであろう。彼は

一九五0年巴里に於て自作の郷土曲集出版に当つて自ら次の様な序文を杏いて居る。
『此の曲集に牧められた簡索な自然のテーマは私自身が特に創作したものではない。或る

ものは無限の自然が奏でる音楽の中から風が運んで来た。或るものは北部アルゼンチンの山
脈や峰々が私に盆感を与えた。そしてまた或るものは希望と愛梢と夢想に生涯を托すふるさ

との人々が持つて来た。之等の民謡自体は歓喜や憂鬱の感情を殊更歌つては居ない。また意
識的に歌をうともして居ない。何故であろうか。私は不審に思つてしばしば自問自答する。

みんな私の弾くギターの六絃の中に生れて本当の作者は之を求めると直ぐ何処ともなく消え

て往つてしまうのだ。凪、山々、ふるさとの人々………………。此の曲集は僅かの無名の同
胞達の感梢を伝えて居る。プーニャ州のフアピアン•チャウキとか、サルタのアンテノル・
ヴィジャレアルとか、ックマンのエレウテリオ ・カランサとか、リオハのホアン・デ・デイ

オス •フ アリアスとかの述中の気分に応えたつもりである。………………』
此の曲集には別記の十五曲が牧められて居る。

郷土曲集（アルゼンチンの歌と踊りより）

アタウアルパ•ユパンキ作詩作曲
TIERRA QUERIDA, Candon zamba…………………………ふるさと
EL PORTEZUELO, Candon .........…...・・・・・・・・・・・・・..……...小さき扉
ESTILO DEL ADIOS Estilo............................ ;.......... 別れのエステイロ
MALQUJSTAO, Vidala ..............................................・・嫌われ者
DISTANCIA, Milonga..................,...............................．彼方に

TE PIERDO. VIDAY・・・・・・, Vidala ……… 逝きにし者よ
TU QUE PUEDES, VUELVETE…••', Candon .. • …;．．．．．．．．帰り来よ
LA MAJADITA, Zamba.............................................・・・ラ ・マハデイータ

REGRESO DEL PASTOR, Preludi<>_ l'-l'<>_._1 ………羊飼いの帰路前奏曲一番
(ESCENAS EN UN OCASO MONTANES) ……… （夕在の山の梢景）
BAGUALA DEL SEMBRADOR, bagua la・…… …………種子まきのバグアラ
CRUZ DEL SUR, Malambo ….. .…• • •………...… •…•…· •…••南十字星
LA DIABLA, Chacarera.. ・.................... ・.......... ・........ ・・・・・ 悪 脱
CAMINANDO, Zamba ・ ・...... ・ ・ ・ ・ ・ ・.... ・.... ・ ・ ・ ・.. ・ ・ ・...... ・ ・ ・.. ・... ・・・・逍 遥
SOY UN GAUCHO PEREGRINO, Milonga…………………旅のガウチョ
LUNA TUCUMANA, Zamba ,..………………………...…り・ツクマンの月

ー（終）ー一
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ギター教室Iギタ ーに於けるオクタ ープ練習の意味

ー 野 郎

誰の教則本によらず或る一定の課程を終えると必ずオグターヴ錬習が課せられてあるのを
常とする。然し学習者は其処に何等の新しい技法があるわけでもなく 、又詳 しくその必要と
する所以を説いてないので通り一辺の練習で通過して了う場合が多い。凡そ如何なる練習曲
でもその中に包含された錬習目的を知らずして弾いてゐたのでは真の錬習とはならない。単

、 に滞りなく弾けたというのと共処に包含された技術を自己のものにしたのとは非常な距たり
があることを知らねばならない。

ギターにあってオクタープの連続は次の様な場合が考えられる。

＂̂ ツ。 :̂  c[；、:t.l こ賃）~·` ;『i.9.二..」
-L1翌舟仄喜豆且」!9『h1名喜贔

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G)はいづれも全音階的進行の場合、低音高音が同一
絃上に移動する時採用される左手指の運指であるが、低位四にある時は之等が適当に混用さ
れる。 (H)は半音階的進行の場合で 1-32-4が交互に使用され時には半音階進行でも
1-3又は 1-4が連続使用せられる場合もある。 之等のことは運指上の自然の約束であっ
て手新ししく述べるまでもないが Piano等有鍵楽器と迎つて一つの音とオクタープ上又は
下の音が運指上の距離（指と指との）が変化してゆくところに非常な訓疎を要する問題があ
る。低位四のオクタープ進行で

打f や

等は少しギターを弾いた者なれば何でもないことであるが、ギターを知らない者から見れば
ギタ一つて何て厄介な楽器であるうと思われるものである。高位置のオクタープ進行 1一4
1-3は一見何でもないようであるが之こそオクタープ練習の最も大切なものである。
(A)を例にとれば高位匝になるに従ひ、一 り四指間の間隔距離が狭められてゆく 、この場

合左手指の形は梢拡げられた指が次第に自然の形に帰つてゆく方なのでまだよいが、逆に下 ・
がる場合は低位訊になるに従い次第に拡げられてゆくのでこの習練を特に要するのである。
換言すれば位岡の移動するに従って夫々各指間の開きが自然にその位rItに即応する形になる

訓錬にはオクタープ練習が最も適切な課題となる。更にオクタープ錬習に当つて大切なこと
は音の移動に当り 、音の間隔が半音であるか全音であるか又はそれ以上何度であるかを適確
に判断することが出来るか否かによつて左手指の連びが一唇確実性を帯びてくる。従つてオ
クタープ錬習の順序としては半音階、全音階、跳躍進行、、更に長短各調のものに亘るのがよ
い。又一つの旋律を採上げてそのオク タープ上又は下のオ クタープ進行を試るのも一つのよ

い方法であろう；

C 14) l l.4 



歌剌の中のギクラ

1951年12月27日及 28日午後 6時NHK交

智楽団、東京放送合唱団、指揮マンフレッ

ド • グルリッい解説石黒達也、主催日本放
送協会NHK交慇楽団、パリ トン中山悌ー、

秋元清一、宮本良平、テノール柴田睦陸、

木下保、薗田誠一、ソプラノ大熊文子、伊

藤京子、メゾソプラノ川崎静子、佐々木成

子で、ヴェルディ 50年祭記念三箱六場のフ

ア）レスタッフ（ヴェルデイ作曲）が公演さ

れた。場所は、日比谷公会堂で演奏会形式

であった。

「フア）レスタッフ」は、ヴエルデイの最

後の而も唯一つの喜劇で、ンエークスピア

の喜劇「ウイ ンザーの陽気な女房達」の殆

んど大部分と 、一部を「ヘン リー四世」に

基いてアリゴ • ポイードが台詞を書き 、 18
93年ミ ラノ のスカラ座で初演されたもので

ある。

私の興味のある孝は、その歌劇の中で、

即ち、第二硲第二場の中頃で、管絃全奏の

直後、ギタラー個の独奏が、13小節あるの

である。終りから 4小節目の中途から歌が

重なるのであるが、私は、偶然、こ の上演の

ギタ ラを受持つことになったので、ヴェル

デイのギタラ観の一辺を知ることが出来た

し、日比谷の公会堂でのギタラの蓉きも、

小倉 俊 1私の頁

それも交孵楽団の間に挟まつての効果も経

験することが出来て喜ばしく思う。

参考に、その全小節を採録して研究査料

に供したい。

両日 、私は、中出阪蔵作のギタラを使用

したことを追記して置く。 • 
それから、私の知つているオペラでギタ

ラの使用されている作品名を参考に記して

阿く。
II Barbiere di Siviglia di G. Ros-

sini 
Otello di G. Verdi 

A Santa Lucia di P.A. Tasca 
A basso porto del m. Spinelli 

Habanera del m. Raoul Laparra 
II Babbeo e l'Intrigante del m. Sar。

ria 
I'Acqua cheta del m. Pietri 

Louise di charpentier 

この他に、モンテヴェ）レデイの歌劇「オ

）レフエオ」(1607年）に、二つのギタ ラ、 グ

レトリ．ーの「嫉妬深き愛人」オーベルの「雪」

ベーパーの「オベロン」ンユポー）レの「ゼミ

ルとアゾール」ドニツェッテイ の「ドン ・

パスクアーレ」フアリアの「人生は短し」プ

レトンのサ）レスエーラ ［ドロレス」 等々 。

国l知ん？
Fal叫 f 研 0-1t--？可el[ ¢. V叫

罰.... ‘i、....,pl i..最 0↑.. , l i :J4．ージ圧＿
鯛～，→］1:『・中[『,「:^『三疇ーい：
麟乞--； ••1-「]『 K;ク_._i .. J'i9:＿□一
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、 アルゼンチ ン 便 り

元オルケストラ ・ツンフォニカ ・タケ
ヰのメンパーだった佐藤志智子（旧姓
横山）さんから、このほど小西誠ー氏宛に
よせられた航空便によって彼地のニュース
をお伝えします。辿＜祖国を離れて、プ
工ノスアイレスで活躍して居られる佐藤
さん、それに和田尚子さんの御健康と御勉
強を祈り、次便のニュースをお待ちしま
す。（編集子）

X X 、

私孝今年 3月に渡亜致しました。以前よ
り一度亜国へ参りたいと願つて居りました
が、戦争のため今頃やつと望みが叶つたよ
うな有様です。結婚しましてから主人の仕

華（洋画）を手伝う時間が多くて却々ギタ

ーを勉強する暇もございませんでしたが、

こちらに来てから時間にも余裕があり生活

も非常に楽なので今度こそ思う存分勉強出

来ると喜んで居ります。

一昨日 (7月19日）初めてクランツクギ

ターのリサイタルに参りま した。場所はコ

ロン劇場の前を兵直ぐ、ヌヱベ•デ•フリ
オを横切つて 5丁程行った処で、Ateneoと

いう小さい劇場（牧容人員 700人位）でし

たが、美しい丸天井の高い落付いた、ギタ

ーを演奏するに相応しい処でした。夜の十

時からなので家へ帰ったのは一時頃でし

た。プログラムを同封します。

第 一部

タレガ作

トルロパ作

lレーナ作

ポンセ作

クレスポ作

第二部

メヌエット

メロデイア

ヴイランンコ

カムポと小ワルヅ

北方の唄

サン•セパチアン作 悲しみ

ワイス作 イ謂組曲 '

第 三 部

フアリア作 ドビュッンイ讃歌

テデスコ作

ロドリゴ作

アルベニス作

タランテラ

麦畑にて

マジョルカとセヴ

イリア

第一部は何れも小曲ですつきりとしやれ

(16) 

佐藤志智子 l上
たものでした。最後のノルテニアは寂しく

心に泌み入る様な曲でした。

第二部のワイスの組曲はセゴヴィアのレ

コードで「十七世紀の組曲」として馴染み

深く私の一番好きなものだけにたまらなく

嬉しうございました。全く見華と云わうか

何と云わうか兎も角素晴らしい音楽なので

す。満場水を打った様な静けさの中で終曲

のジーグの終つた時は嵐のような拍手がし

ばらく嗚止みませんでした。私など感激の

あまり拍手すら忘れそうになってしまった

位でした。癖のない澄み切つた演奏、全く

感激の外ありません。このギタリストは中

堅処なのでしようが、あまりにもレベルの

高いことには鵞きました。セゴヴィ ア仕ど

のポ リ9ユームはありませんが、その音色の

美しさは、私にはむしろセゴヴィアより好

きでございました。 ， 

第三部ではテデスコのタランテラが非常

な受け方でした。最後のセヴィリアは非常

な早さで弾かれ、終了した時は誰一人立上

る者もなく拍手々々でアンコールされ、 三

度ステージに挨拶に出て来ましたが、あま

りにものすこ・い拍手に応えてもう二曲弾か

れました。とに角たつた一つの音すら掠れ

たりする華なく 音色の豊宮な こと、テクニ

ックの素晴らしさ、私は感動で涙が出まし

た。アニド女史の演奏会も当地で聴けるで

しようし、セゴヴイアも亜国へ来られる手

もございましよう。私はもう片端からギタ

ーの演奏会には参りたいと思います。幸ア

ニド女史は私共の近くに居られますので、

もう少し言菜が自由になったらお尋ねしよ

うと思ャヽます。出来る華なら此処のギター

の友の会にも入れて頂きたいと思います。
只今では知人のカクテルパーテイ等でヴァ
イオリンとのソナタや武井さんの曲又歌の
伴奏等致して居り、近いうちに Ricardo
Munoz氏をお尋ねします。和田尚子さん
は只今 Sinopoli先生について勉強して居
られますが、永年日本で悪い癖のついた右
手のタッチが直らなくて随分苦労して居ら
れるようです。先日も御一緒にバレルモ公
園の方を散歩して話合いました。………
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或る回想

只今．午前二時半、何か回顧的想いにから ＇ 

れて眠られない。先日計らずも本居、中山 ・

弘田、成田、`杉山五氏の回顧的な蹴謡作品

の放送があつた。 私^は偶然にも之を聴いた

のであったが又私程之を感慨深く聴いた者、

も無いのではないかと思った。私ばあの時

聴いた童謡の一つ一つに少なからぬ想出を

持つてい、る者である。恰も大正の末期丁度

私がマンドリンギターという楽器にとりつ

かれた頃、北原白秋が赤い烏によって提唱
した童謡運動は若かつた私をもその渦中に
巻き込んだ。其頃次々に発表された弘田、
草川、本居氏の蹴謡の新鮮な魅力は文句な
しに私の夢を駆りたて、私も童謡作曲象迄
らんと．． いう野心よりも童謡そのものが作つ
て見たいと思った一人であった。今にして
想えば貧しい環境に在つてこの様な想いに
駆られた純真さが懐しいのであるが、私は
其頃懇意にしていた本屋と特約して月々そ
のツヨーウインドーにデザインを提供する
代りに新刊雑誌に載せられて来る童謡楽譜
を店頭で筆写する承諾を得て之を二年余り
実行した。金の船、・令女界、赤い烏等の新

1 作童謡は斯くして私のアルバムを満たして
行っ、た。私は意を決して赤い鳥の童謡曲に
一度応募して結果を待った。翌月の発表に
どれ程の期待を持つたか。見孝私の名は其
処に無かつた。然しそのァ等入賞の作品は
まぎれも無く私の作ったそのものであっ
た。私は云い様のない落胆に突落とされ
た。私の今日の性格はこの時に根ざして形
作られて行った様な気がしてならない。然
し童謡への関心は今尚連綿と続いていて以
後の作家に就いても一 卜通りは知悉してい
るつもりである。先日もサ トーハチ ロー氏
の叱られ坊主の中の高木東六氏の童謡を知
りたさに求めて来たがこ .1.ではむしろ古関 I

裕而氏の楽オに敬意を表するような思わざ

中野二郎 ビ と ご し竺 ；

る結果になって了つた。私自身も月々：：：三

'曲は CKの求めによっ.9下作つてはいるが数

多い此の種のものが例え十に一つよいもの

が出来ても之が注目されることは万が一に

も先づ無、い。第一俗悪、焦味、 ・下品くすぐ

りの作品の氾濫している現状では放送当孝

者が一つの見職を以つて童謡に臨んでいる

とは思われない。話が思わざる方へ飛んで

了ったが大正末期この童謡運動の魁をした

弘田竜太郎氏は私の憧憬能わざる人であっ

た。叶られて、謎の花、お母さま等其頃迄

所謂小学校唱歌が唯一つのものであうた者

への魅力は全．＜随喜に価したと思う。この

弘田氏と終戦前後私は相逢う機会に恵まれ

た。それは毎月一回づ _1.CKに放送に来ら

れた時終戦の •ドサクサで宿がなく私の隣家
にお世話して泊つて頂いたことが一再なら

ずあった。• ータ私は氏をお招きしてかねて
の敬意を紅々述べたい気持が山々であっ
た。談偶々氏の外遊時の話になり ・「．私も独
乙でギターを習つて来た」と言われるので
ある。而も現在東京でギターの門弟が数人
あるという話で之には私も些か狐につまま
れた様な心持で呆気にとられて了らたので
ある。で私は独乙-で何と云う師に就いて如
何様なものを学ばれたかを知りたいと思い
お伺い したところ名前も本も明示せられず
言葉を濁して了われるので追求するのも悪
いと思いそのまりこして了ったがその後の
おつきあいで人間的には全く私と相反する
方のかたで私の偶像は惨めにくづれ去つて
了ったが然し外遊前迄の同氏の作品に対す
る私の評価は少しも変つていない。人間も
五十オを越えると余り右顧左べんする要が
なくなり、 何処かに華実はこんな華もあっ
たと言っておきたい気持があり書かでもの
こと をつい書いて了った。

し'‘

=., .. 

硬質東洋 • +4'口＞ 粒

‘楽弦製造元 IJヽ 石 JII 
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商会
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l i ̀  三重県三重郡河原田村・
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私 の周囲 (3) ,

八月に人つて神戸のフラ メンキスト伊藤

日出夫君が、暑中休暇を利用して勉強にや

つて来た。それに大阪の野崎浩一氏がユパ

ンキのレコードを持つて来仙され、旧アル

モニア会員伊藤政次、柴山猛夫、米山晴夫、

山口信行、土田新吉等の尽力奔走によっ

て、俄仕立のレコードコンサートを開催し

た。何分にも急なことで、それに仙台名物

の七夕当夜のこと .I.て、会場も八方ふさが

り、やつと東一番丁の喫茶店クローパの別

室を都合してもらつて開催の運びとなっ

た。東北大工学部稲垣氏夫妻のテープレコ

ーダーも 参 加し、伊藤日出夫のフラメン

コ、阿部疫司のクランツクの実演もあっ

て、参会者40名という盛会だった。野崎氏

の解説があって次のプログラムによつてユ

パンキの名演絶唱に接し得たことは幸であ

つた。慢らず、誇らず、飾らず、街らわず、

たゞ愛器をして喜びと悲しみを、憂ひと悩

みを心ゆくまで語らせるユパンキこそ、真

の意味の音楽詩人というのであろう。ュパ

ンキの音楽には大交響曲の壮大さや、鳴奏

曲といつた形式美はない。そこには祖国ア

ルゼンチンの、郷土アンデスの山の中の、

ックマンの香りと響きが溢れていて、それ

が聞く人の心にぢかに迫つて来る。テクニ

ックを感じさせなレヽ無技巧の技巧がある。

技巧はあるにこしたこ とはないのだし、あ

りあまるということはないのである。しか

し技巧だけで音楽は成り立たない。問題は

人間の生成である。ュパンキの音楽はそれ

を教えてくれる。ュパンキはオデオン専辰

で，そのレコードの日本盤はたやすくは出

ないらしいが、来日の意志があるというか

ら、何とかしてその生の音楽に触れたいと

思う。

プログラム

◇第一部 （ギター独奏）

静かなるヴイダラ（ア ンデス前奏

曲第二番）・・・・・・..……•.. . …•••ユパンキ作

エル • カチョロ（ガト）・ ・ ・ ／／ 

ヴィエネ ・クラ、レアンド（サンパ） ． 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アレデス作

高 橋
功 1私の頁

ウアフラ（インデオ舞曲）
.....................,・・ユパンキ作

山の歌（パグアラ）………… ” 
失われた愛人（チャカレラ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・パプロ ・セロ作

南十字星（マランポ）••………•ユパンキ作
<>第二部（歌とギター）

鈴（ ミロンガ） ………••・・・・・・・ユバンキ作

ヴィアヘリータ（サンパ）…••• II 

さあ、行こう旦那（山場の歌）
........................ II 

インデイオの道（アンデスの歌）

”
 

．
 
．
 
．
 

．．
 

．
 

．
 

．
 

石標と迫（サンパ）………… ” 
我往かん（ガイダラ）……… ” 
七月に Sp盤でセゴヴィアを出して好評

だった日本コロムピアは近く Ep盤で同じ

くセゴヴィアを発売することになり、その

解説を私に杏いてくれて言って来た。セゴ

ヴィアのように知り尽され、語り尽されて

いる大家のことをむくのは難かしいとつく

づく思った。曲目はテデスコのタランテラ

とトウリーナのフアンダンギリヨの二曲。

この次にはフラメンコの Ep盤を出して仕

しいと思う。

日本デッカも、コロムビアと競つてセゴ

ヴィアの Ep盤を出した。曲目はスカラッ

テイのソナタとバガニーニのロマンツェ、

グラナドスのスペイン舞曲第五と 、アルベ

ニースのセヴィリア。日本デッカ盤のセゴ

ヴィアはこれが最初だから大いに期待され ， 
るし、この盤の売行がよければ次々とセゴ

ヴイアを出すだろうから楽 しみである。

デツカはゴメスもオヤングレーンもそれに

フラメンコのサヴイカスやアマヤやラ ・

アルヘンテイーナの盤も出せるはづだから

期待は大きい。

Philip J. BoneのTheGuitar and Ma・ 

ndolinが近く 20部入荷する。大部分知友

にお頒けする約束をしてしまったがまだ予

約外が残つているから、希望者にお頒けし

てもし心と思っている。某密店を通して購

入したので約 3,000円位になる見込み。
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小倉俊著ギターラ

記譜法・演奏法

待望の小倉俊氏のギターラ記譜法 ●演奏

法がいよいよ出版された。序文に明らかな

ように、これは昭和18年出版されたギタラ

特殊奏法・記譜法の増補改正版である。著

書の序文が1951年8月16日に書かれている

のをみると 、それから今日まで満三年を要

している。初版の年から数えると十年の歳

月を閲‘しているのである。これはまさに労
ヽ

作の名に値する名著である。

旧版の書名に特殊奏法と附されていたの

が、改正版では演奏法となっている点に先

づ注目される。肖時特殊とされていた奏法

が、今では特殊なものではなく、寧ろ、こ

れを全部習得するのでなくてはギタリスト

の名に値しないのが現況なのである。著者

が特殊の二字を除いた意図に私は賛成であ

る。

旧版の冒歌に 38貞に亘つて Carlos
Montoyaと JoaquinRocaの映画の連続

写真がのつてい、ラスグアドやタムボーラ

の演奏スタイルを明示されたのが、今度の

版で削除されたのは、非常に惜しい。その

代り巻末に 100頁に亘る17曲の楽譜が参考

として加えられているのが有難．い。而もそ

の中に今では入手の困難なも 9のが多いのが

一層有難い。

著者が序文に書いているように「ギター

ラを一通り習つて、さて曲をひかうとする

と、教本で教わったことだけでは読めない

記号がよく楽譜の中に出てくるのにぷつか

る。本書はそれらの記号と 、その演奏法を

解説したものである」。 従つてこの著書を

手にする演奏者はギターに対する一応の概

念を持ち合せていることを著者は予想して

いる。従つて旧版の最初の四章、即ち、楽器

に就いて、昔の調律その他現代の調律、記

譜法の変遷、が改正版では除かれた。そし

て各章にわたつておよそ旧に倍する楽譜が

引用されている。勿論旧版と新版の間に十

年の開きがあり、而もこの十年間のギター

音楽の進展は実にめざましいものである。

而も未だに海外新譜の入手が困難な今日、

高橋功 1私の頁

著者はよくこの新譜に目を通され Vicente
Gomez, _Miguel Abloniz, Giuseppe Mui-

tura, Terry Usher, Jacque Duarte等の

楽譜から多くを引用して、多岐にわたる記

譜法をよく解明してし｀ヽる。

演奏法を口で説いたり 、ペンで書くこと

の至難なことは多くの人の経験しているこ

とである。小倉氏はこの著書で大体それに

成功している。ラ スグアドの章などは、小

倉氏以外の誰もが、こうは解説出来ないで

あろうと私は信じて疑わないらこれは小倉

氏自身すぐれた演奏家であり、楽譜の蒐集

家であり、而も熱心な探究者であるから出

来た仕孝である。

海外斯界の文献に徴しても、ギター宰典

的なものでは E.Pujol, D. Prat, Ph. Bone, 

J. Zuth等範とする文献は多いけれども、

記譜法演奏法、をテーマとした研究書は小

倉氏の著書以外には私の知る限り皆無であ

る。これは小倉氏の劃期的な労作であるば

かりでなく、わが国斯界がこの文献を持つ

ことは世界に誇つてし‘.I.。

小倉氏の努力を多とすると共に、この名

著を出版された全音楽譜出版社の業績に対

しても感謝の意を表する次第である。

小倉俊著ギターラ記譜法•演奏法

(500部限定出版定価1,500円）

全音楽譜出版社

東京都新宿区東五町25

告！！
海外新着楽譜（青写真）頒布会は好評

で、九月に第四回を配布しました。Gomez
の Alcgrias,Solea, Granada Arabe, そ

して Sabicasの J:remolo-estudio,Flam-

enco-variacioneなど就中よろこんでいた

ゞいてます。あと十名位の余裕があります

から御入会をおす .1.めします。

毎月二曲宛で会費は月 100円です。
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新着楽譜紹介

() Francis Lopez-A. Company : Santa 

Maria 

最近上映されたフランス ・スペイン合

作映画「南の誘惑」（原名 ElSueno, de 
Andalusia)は払達の見逃し得ないもので

ある。今売出しのンヤンソン歌手）レイスし

マリアーノの歌がき .I.もので、主題歌 San・
ta Mariaと Andalusiamia はレコード

（フランスVSM盤）にもなって、非常な売

行を示した。音楽担当は F.Lopezで、A.

Companyの編曲した SantaMariaが手

に入った。セレナーデ風の静かな曲で美し

い。ホ長調で演奏中等度。希望者に頒布す

る。（〒共60円）

O Alexander Bellow : Classical Gui・

tar Series 

A. Bell'OWは1912年ロンアに生れた。 6

オからピアノを学び、長じて音楽学校に入

つてピア ノと作曲を学んだが、15オの或夕

荘通りすがりのパルコニーで聞いたギター

に魅せられ、ビアノを断念し、管絃楽指揮

者の椅子を去つて、ギターに精進し、現在

ニューヨークに在つて研究所を設け子弟の

教育脊成に任じている。

この仕ど贈られた古典ギタ ー曲集は G.
F. Haendel (1685-1759)の小品五つを集

めたもので、Rigaudon,Gavotte I, Gavotte 
I, Menuett, lmpertinenceから成つてい

る。一々運指法を記した初歩者向きの佳
品。第二曲 GavotteIは Segovia の Lp
に入っているのと同一曲で（但し、編曲は
Segovia自身）、この種の一見極めて容易
な曲が大家の手にか .1.ると及びもつかぬ立
派な曲となるのが不思義である。曲の難易
と演奏家の芸術性というものとは別なもの
であることがわかる。テクニックはあるに
越したことはないし、い くらあってもあり
過ぎるものではない。が、テクニックだけ
で音楽は生きない。芸人 artisanと芸術
家 artisteの区別がそこにあるのであろ
ぅ。
O Mannel Palau : AllegroとFanta・
sia 
Valenciaの楽友 AntonioCom:panyの

推宜する M.Palauの作品をみると 、さす
が推宜するだけのことはあると思う。最

(20) 

近送られた JaimePiles 版のアレグロと

幻想曲は、共に Tarregaの1品弟 Josefina

Robledoに捧げられたもので、Salvador

Garciaの述指によつて出版されている。

手難い作曲技法とあざやかなギターの使用

法、主旋律の心にくいまでみごとな処理、

等、高級技術の習得には持つて来いの作品

である。

Segovoiaの盛名に対する Castelnuovo-
Tedesco, Villa-Lobos, Manuel Ponce, A・

lexander Tansman等の寄与が、ギターを

広く国際的なものにし、祖国スペインの作

曲界が手薄な感がなくもなかつたが、これ

はフランコ治下と世界大戦のために、スペ

インが殆と知られずにいたせいで、今にし

七みれば眠つていたのでも休んでいたので

もなかったのである。 Turina,Torrobaに

ついで JoaquinRodrigo, de La Maza兄

弟、ManuelPalau, Patricio Galindoが数

々のギター曲を作曲し、流石ギターの祖国

の貫録を失っていなかったことが今にして

わかつた。

先年 NarcisoYepezが初演奏して好評

を博した M.PalauのLevantinoConcerto 

（東の国の コンチエルト）が、SalvadorGar・

ciaの運指によって近く発刊の運びになっ

た由。非常な期待が持てる。

O E. Sainz de La Maza : Bolero 

マドリット国立音楽学校のギター科主任

教授 Regino の弟 EdardoSainz de La 

Mazaは兄のために数々のギター曲を作曲

している。この Boleroは Unionmusical 

Espanolaの1936年版であるから、大体二

十年も前の作品で、極めて高度なテクニッ

クを要する。兄Reginoが好んで演奏会プ

ログラムに出しているほどの傑作である。
O Barrios-Garcia : Flamenco Suite 

作曲者 AngelBarrios についても、又

Antonio Lozano Garciaについても私は知

る所がない。次の三つから成つている。

Aurora (Media Granadina) 

La Lora se va a los puertos (Pete-

nera) 

Soleares. 

その中第二曲だけが合作で、第一、第三
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曲は Garciaのオリヂナル作品である。ク

ランツクギターにフラメソコのスタイルを

取入れた試みは、すでに Forteaなどもや

つてい、それ以前からもあったらしいが、

最近特にその傾向が目立つて来た。ク ラッ

ックギターのこのような傾向に対して賛成

しない人もあるらしいが、私は寧ろ校成す

る。その理由は、ギターが国際的な音楽に

なればなる仕ど、一方郷土楽器としての特

色を保持したい、そのギタ_,の螂土精神は

フラメンコにこそ生彩を放つているからで

あり、このフラメンコスタイルを加味する

ことによってギターの世界は益々盟かにな

つて来るからである。 フラメンコキスト達

に言わせれば、そんなものはフラメンコと

は別なものだと言って一蹴されるかも知れ

ない。この方のチヤンビオンは Vicente

Gomezである。勿論 Gomezの場合は、そ

れが更にアメリカナイズされている感があ

るが。

このフ ラメンコ組曲もその例である。演

奏は容易である。こう したものから次第に

フラメンコ奏法を身につけるのも一法であ

ろう。この外 Angelitaというタンゴが、

同じく SMC版で出ているが、これは原作

Barrios,編曲 Garciaと明記されている。

0アニド愛奏曲集

第一集がギタ）レラ社（東京都中野区中野

駅前 1、小原安正方、定価 180円=f20円）か

ら出1版された。牧録11曲、ソル、タ レガ、

アルペニス、グラナドスなどの作品の外

に、アニド自身のオリジナル作品「北方人

．の唄」と「ヴイダリータ調」、アニ ド編曲

の「モーツアルトのミヌエット」と「ツユ

ーマンのアルパムの一薬」が牧められてい

るのがうれしい。第二集の続刊を期待す

る。

0 Jos~ Navas : Pequena Suite An• 
daluza 

マラガ音楽院の教授 JoseNavasがこの

度ァルモニアのために特に自策のアンダル

ツア小組曲を贈られた。私は J.Navasの

作 品 は A.Company版で Barhの Giga

を二つ見ているだけで、作風などについて

知る所が少なかったが、アンダルンア小組

曲は初歩者向きのテクニックのやさしい小

品で、次の四章七曲から成つている。

1. Romancillo de! dia de feria 

安もの市のたつた頃のお話
2. Danza Campestre 

田舎の踊

3. La Peineta (Danza) 

飾り櫛
4. Cuatro Sevillanas 

四つのセヴィラの舞曲

（、アルモ、ニア版近刊 〒共 1290円）

中南米音楽愛好家に

専問誌 「中南米習架」 （`月刊）
の購読をおす .1. めし ます。

発行所 ・ 東京都渋谷区 公 会堂 通 り 11 

中西義郎方中南米音楽研究会

定価 ・ 10 0円

,r (8)頁よりつゞく (E. Marucelliのこと）

Rondo-all'Ungheri;sse di Haydn M 
この作品表の中には彼が E.M. Celliの名前で出版した作品も一切含めた。マ ンドリソ

合奏曲の中には明かにマンドリン独奏曲として作られたもの例えば CapriccioZingaresco, 
Polonese di Concerto, Valzer fantastico等は広くマンドリ ン独奏曲として眺めた場合に

も先づ採り上げられなければならない優れたものであるが、後に追加編曲せられたと見るべ
き第ニマンドリン、マンドラが非常に独創的に動いてゐてあり勝ちなお座なりの編曲になっ
ていないのは注目すべきことである。尚マ ン ドリン合奏曲の中にはロンパルド風マンドリン
の為めに惜かれたものが数多ある。
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国内ニユ ーズ

7月の東京放送花椿アウアーのコンチネ

ンタルミユージックに、阿部保夫と彼の四

頂奏団がゲズトとして出演して好評を博し

た。就中、愛のロマンスとアレグリアスは

称設を博した。同じく 8月のコンチネンタ

ルミュージックには酒井冨士夫と彼の四重

奏団が出演し、中南米音楽を演奏してこれ

も好評だった。

新東宝映画「妖棋伝」の音楽担当は小杉

太一郎だが、フルートとギターのアンサ ン

プルが用いられ、阿部保夫が出油した。尚

伊福部昭が音楽を担当した日活映画「どろ

だらけの青春」では小倉俊が録音した由。

小倉俊は「ギターラの記譜法•演奏法」
に引きつゞいて、最近音楽之友社から「ギ

ター音楽孝典」（中版300頁）を出版される。

それに岐阜の伊東尚生医博がロッチのタレ

ガ教本を醜訳出版される由で、此秋のわが

斯界の二大牧穫となるであろうと期待され

る。

北関東ギター協会（竜ケ崎市上町西医院

内）の中林淳真は 7月 3日東洋大学講堂に

於て、ギター名曲独奏会を開催した。カー

ノのワルツ、ソルのガロップ、レニアーニ

のマヅルカ、パガニーニのミヌエットとロ

マンス、タレガの前奏曲第一、第五、涙、

アデリータ，アルハンプラの思出、ゴメス

編愛の ロマンス、アルペニスの入江のざわ

めきとアストリアス、そして自作さゞ波に

浜う月の光と日本的幻想曲が演奏された。

尚、同協会は 7月21日に溝渕浩五郎の演奏

によるギター名曲鑑宜会を開催した。曲目

は、メンデルスゾーン一ータレガのゴンド

ラの唄、ンユーマン一ータレガのトロイメ

ライ、タレガの朝の唄とアルハムプラの思

い出、 トルロパのフアンダンギリヨとなっ

ている。

日本ギター連盟が第六回ギターコンクー

ルの主催を発表した。詳細は追つゼ発表す

る由だが、` 大体次の通り行われる模様。

日 取 11月中旬

課題曲 タレガ作前奏曲第一及び第

五番

(22) 

自由曲

審査 貝

参 加料

申込期限

申込方法

時間に制限なし

未定
500円

10月15日

氏名、住所、生年月日、自

由曲名に参加料を添えて、

連盟（東京都中野区中野駅

前 1)に申込む。

日本ギター連盟とは別に、永田哲夫らを

中心に、わが困ギター音楽の健全な発展と

ギタリス トの融和親睦をはかる目的を以

て新たな団体の結成が計画されている。 8

月 8．日に主脳者の第一回の集会が持たれた

由。日本ギタリスト連合と命名し、華務所

は東京都新宿区南元町13、永田方に低き、

大方の協力と支持を待っている。

8月21日宇都宮市旭町 2丁目3514、木村

医院方伊藤泰正ギター研究会は下野新聞と

で阿部保夫の独奏会を開催した。

アニドのレツスンをうけて以来急速に進

歩を示して来た阿部炭司が来る十月下旬仙

台で第二回のリサイタルを開催する予定で
準備を進めている。 Weiss,Sor, Tarrega, 

Albeuiz, Granadosの外、私に寄せられた

Galindo, Tedescoその他の新作を初演す

る予定。

セゴヴイアーナ • デ ・ ギターラの第 4 回

演奏会は来る 9月20日（月）東京丸の内ホ

ールで開催される。曲目はソJいの錬習曲、

メルツのハンガリア幻想曲、フリスネック

の鱒変奏曲、ア）レベニスのグラナダとマラ

ゲニア ・ロレッテイのセゴヴィアーナ組

曲、プホールのセヴイリア、テデスコのオ

vンヂの花咲く頃、其外となっている。

亀山寿天子は篠原昌平の笠助出演を得て

10月27日山薬ホールにギター独奏と二菫奏

の夕を開催する。独奏にはポンセのワルツ

とメキンコ民謡、ソ）レの主題と変奏、マク

ダウエルの野パラに寄す、二重奏にはツユ

ーマンの子供の惜娯全曲の外アルベニス、

ッョパン、 ドピュッツー、イベール等の編

曲が予定されてい、女史の久しぷりの好演

が期待される。

（以上敬称を省略しました。悪しからず）
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海外斯界近況

イギリス ；一
ロンドンの RoyalCollege of Musicで

1949年に｀ジュリア • ンプリーム Julian BEe・ 

amrーに奨学金を出してギター音楽に対する ， 

深い理解を称讃されたイギリスで、最近同

じくRoyalManchester College of Mu-

、 SiC で、 ギターを正科に決め、 テリイ • ア
ンヤー TerryUsherを主任教授に任命し

て注目を惹いた。イギリス王立音楽学校が

ギターを正科に取上げたのはこれが最初で

ある。

国立又はこれに準ずる音楽学校で、ギタ

ーを正科に持つている国々は次の通り。

ギリ ツア （アテネ）、エジプ ト（カイロ）、

スペイン（パルセローナ、カデイス、コ）レ

ドパ、マ ドリッ ト、 マラガ、セヴイラ、パ

レンツア）、ペルギー （プラッセル）、ア）レ

ゼンチン（ヴエノスアイレス、ロ ザリオ）、

ベネヅエラ（カラカス）、スイス（ジュネ

ープ）、ポルドガル（リスポ ン）、メ キンコ

（メ キンコ市）、チェコ （プラーグ）、アメ

リカ（サンフランンスコ）、プラジル（サン'

ポウロ）、ソ連（トムスク）、イタリ ア（ツ

エナ）、オーストリア（ウイーン）、

わが国に於けるギターのアカデミヅムの

確立はいつのことであろう。

久しぷりにロンドンを訪ねたストラヴィ

ンスキー Stravinskyが、セゴヴィア Se-

goviaのためにギター曲を書く かも知れな

いと噂されている。それは、久 しく前のこ

とだが、セゴヴィアの演奏をきいたス トラ

ヴィンスキーが楽堅を訪ねて「アンドレ、

君は何故私にギター曲を書いてくれと言わ

ないのかねJと言われた時、「私の手に頁

えないような、とてつもない曲を奢かれて

は面喰うばかりだから」と答えたという。

この秋、若しこの二大芸術家がロン ドンで

出会うことになれば、此度こそ実現される

・であろう、と いうのである。

セゴヴィアは Gloryof Goya「ゴヤの栄

光」という映画の音楽を担当 したが、例の

グラナドスの Maiade Goyaなどがきけ

るわけである。

1お

ロンドンにスペインギター研究所を持つ

て活躍しているレン • ウイリアムス Len
Williamsが、こ の仕ど TheSpanish_ Gu, 

itar Todayとい う35頁のパンプレヅ トを

出した。これに準じたものをアルモニアで

も出したいと考えている。

ドイツ、オーストリア：一

勃興期に於けるドイツのギター界の中心

は何といつても•ハインリ ッヒ • アルパート
Heinrich Albertであつた。 1870年7月16

日ウユルップ）レクに生れたア）いパートは、

1883年同地のコンセルパトリーに入り、ヴ

アイオリン、ピアノ、コルネット 等 を 習

い、1890年卒業デュィスプルグ劇場のオー

ケストラの第一ヴアイオリンを弾き、その

後各地のオーケストラに席を四いたが、そ

の頃から リュートとギタ...:.の音楽に興味を

持ち、出版社ツイ ンメ ルマン Zimmer

mannに拠つてギター曲の編墓出版に尽力

し、又自らギターを持つてステージにも立

ち、子弟の教育指迎に任じた。彼が特にカ

を入れたのは室内楽だった。彼の門下には

トホルス キー GerardoTucholski,ハイン

リッヒ • ピュルゲル Heinrich Burger,ゥ

イリ・ツユリン、スケ WilliSchlinske,ク

)レ ト・ンユルツ KurtSchulz,ヘルムート

•ハ ンケ Helmut Handke,テア ・ウオ）レ ．

フ TheaWolf,アダルペー）レト・クアッ

トAdalbertQuadt等がいる。アル パー

トは1950年 3月12日にモナ コで生涯を閉じ

た。ア）レパートの努力の結実が、・ンユリン

スケとピュルゲルの二重奏、ピュルゲルと

プルーノ•ヘンツェ Bruno Henzeの二重

奏、ツユリンスケとピュルゲルとヘンツェ

の三重奏として、今ペルリ・ンを中心に活躍
している。

1908年 1月25日コス タン ツに生れたアン
トーニオ・スチングル AntonSting!は、

1925年からギターを手にし、ア）レパート の

教本によつて独習し、後ウイ -ンのアカデ

ミーに学びオ）レト ナー教授 Prof.Jakob 

Ortnerに師華して独奏家として活躍する

外、作曲方面で注目すぺき作品を残してい

る。初期の作品は殆とギターを中心に昏か

れている。

其他歌や、古代楽器やカンタータなどに
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ギターを附した作品などもあって、 ドイツ
現代ギター音楽は彼によつて多彩なものと
なっている感がある。スチングルはフライ
プルクを中心にステージやラジオでも活趾
しているが、彼の浪奏曲目には自作の外、
Milan, Sanz, Roncalli, Bach, Sor. Tar-
rega. Pujol, Turinaなどが見えているか

ら、独奏家としても立派な腕を持つている
ことがわかる。

故沢口氏と親交があり、その作品 lmpre-
ssionenを沢口氏に捧げたので私達には特
に親しみのあるプルーノ • ヘンツヱ Bruno
Hen公 は、1900年 5月15日の生れだから当
年54オの中堅。 1920年ハープをアンナ ・ホ
ーフ・ガイデル AunaHopf Geidelに学
び、ベルリン音楽学校でハープをマツクス
• ザール Max Saalに、ビアノをプルグス
タラー ValeskaBurgstallerに、作曲をコ
ツホ EKockとフォン P.Juonに学んだ。

ギターは父カールから学んで幼少から愛奏
した。近作では1951年の FantasiaBuries・

caと 1952年の Suonarela Chitarraが

佳作として注目されている。そのヘンツェ
から最近空航便がとゞき近影に接して、’殊
の外うれしかつたし、最近の作品を一括し
て別便で送つた、と あるのが更にうれし
く、東ベルリンからの小包の到沿が待たれ
る。

イタリア ：一
病を得て祖困イタリアのフロレンスに静

捉中の MarioCastelunovo-Tedescoから
のニュースによると 、GreetingCardsと
題する組曲を完成した。次の曲を夫々著名
な演奏家に捧げている。

ヴアイオリンとピアノのための Serena
tellaを Heifetzに

チェロとピアノのための Walzを Pia-
tigorskyに

ギターのための Tonadilla を Segovia
に

ピア ノのための Miragesを Gieseking
に

ギターのための Ronde!を Behrendに

この第五曲を捧げられた SiegfriedBeb-

rend．は当年二十オの非常に若いドイツの

ギタリ ス トで、 十六オからギターを専門と

することに決意し、1952年4月ライプチ ヒ

のデピユで決定的な名声をかち得た。有名

なJoaquinRodrigoのアランヘスの協奏曲

をこれまで54回も演奏した（中40回はベル

リン、フィルハーモニーとの競演）とい
う記録をみれば、Behrendのすばらしさ
は大体見当がつく。ゲルマンの血を享けた
Behrendが、およそ正反対なラテンの作
品ア ランヘスの協奏曲を主要なレパートリ
に持つことは院異である。日本のBehrend
の出現を期待してやまない。

アメリカ： 一
SCG（クランツクギター協会）の年次総

会の結果、VladimirBobriが会長に選ば
．れた。栞華な研究誌 GuitarReviewはこ
の協会から発行されているもので、最近そ
の16号が刊行された。 Segovia,Pujol. T. 
Usherなどの記孝を載せて、他の追従を
許さないところ。

ニューヨークの在のツーズンは 4月11日
Suzanne Blochのリュート 、ヴ ァージナ
ール、リコーダー等古代楽器の独奏会、4月
16日 SCGの第七ヤ回には OlgaCoelho 
夫人のソプラノとギター、MariaAlbaの
スペイン舞踊と JuanMartinezのフラメ
ンコの会、 4月21日にはプエル ト・リコの
政府派辿の研究生 ManuelGayolのギタ
ー独奏会 5月10日は FranzCasseusのデ
ピユー演奏会、5月16l=Jには Alex.Bellow 
門下の発表会、この会で私が送った曲梨か
ら篠原呂平氏と永田哲夫氏の作品が派奏さ
れた。そして 6月11日には Gayo!が Carl
Fisher Hallで二度目の独癸会を行うとい
う盛況ぷりであった。

一方ハリウッ トでは OlcottBickford夫
人の率いるアメリカギター協会が、2月に
現代作曲家の作品発表会を行い、Georges
Enesco, John Duarte, James Hall, Kahal・ 
lewskiなどのオリジナ）レ及び編曲が演奏
さ れ たが、中でも AlbertoSorianoの
Juglaresca第六番が注意を忍いた。 Sori-
anoはlrf.年 Conciertopara 5 guitarrasと

いう珍らししヽ編成の協奏曲をモンテヴイデ
オで初演して好評を博した。
ニューヨークの SMC(Spanish Music 

Center)で最近 Tape-recorderによる ギ
ターの個人教授を開始し、その受講申込を
勧誘して来た。秒7半又は15吋のテープレ
コーダーに生徒側の演奏を録して、楽譜と
共に之を郵送すると 、先生側がそれを聞い
て演奏上の注意並びに模範演奏を録音して
送り返えすという仕組みになってい、アメ
リカではこれを利用してレッスンを受ける
者が次第に多く 、好評なので、逝々我国ま
で勧誘に及んだと 苔う次第。
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Roland Valdes Blain はプロ ー ドウエ

イでヒツ Iした刺「闘牛士」の名楽を担当

して大成功を牧めた。

アルゼンチン：一

6月 19日に SADAiC（アルゼンチン [f

楽演奏家作曲家協会）がムニョスをi位：える
会 Actode homenaje al Profesor Don 

Ricardo Munozが開催された。その招待

状が届：ナられたが、そのプログラムによる

と次のムニョスの作品が発表された。

第一部 Prof. Elba Rosado de Bian-

cardiのギター独奏

1. Inspiracion 

2. Aire de danza 

3. Preludio de Bach 

第二部 SalvadorAndr釦 Peir6のピア

ノ独奏

1. Andante largo（初演）

2. Romaza（初演）

第三部 FannyCastro のギターと

Herminia R. de :)agliatiのピア ノ

1. Evocacion 

2. Cpncirto No.1 

ムニョスの作品にもギター協奏曲がある

ことをはじめて知ったが、それに第一と冠

せられているのをみると 、第二協奏曲も出

来ているかも知れず、まだ出来ていないに

しても、いづれは創作する意図のあること

はたしかで、非常に期待される。

ュパンキのように路土色の淡い音楽たギ

ターを結びつけてゆく方向と 、整然たる形

式をそなえた純音楽によつて一段と邸く国

院性を邸めてゆく方向と 、二つの大きな適

がギターのために開かれている。この課題

をわが国ではどう解いていったらい .I.の

か。

スペイン：一一

バレンツアのギタリスト AntonioCom-

panyは此春スペイン南部に演奏旅行をし

て成功を牧めた。 Conpanyはこの程 Sa-
rasateの傑作 RomanzaAndalusaをヴ

アイオリンと ギターに絹曲 してアルモニア

に贈つた。

北スペイソの首都 LeridaのJuanRiera 

が、文化雑誌 Ciudadを送つて来た。その

中に EmilioPujolの弟子 EmiliaCorral 

がギターを手にしている写真が出ている。

詩人 G.Gonz紀ez<le Zabalaがこの美し

い女流ギクリストに短詩を捧げてい、それ

が本年一月マドリット放送局から放送され、

た。その詩も同詩；こ紹介されているが、エ

ミリア •コ ラルのギタ ーは実にすばらしい

らしい。

Fernando de! de Trianaが、有名な舞踊

家 LaArgentina（本名 知 toniaMerce) 

に捧げた名著 Artey Artistas Flamencos 

が、一昨年改訂第二版を出した。 199頁に

亘る本文もさる ことながら、 191頁のアー

卜刷写真は何といつてもフラメンコ研究家

にとつて垂涎の好著である。大部分は歌

手、 舞踊家の写真だが、フラメソコギタリ

ストとして AntonioOrtega, Esteban 
Delgado (Nino de Sanlucar), Nino de 

Huelva, Manuel Serrapi (Nino de Ri-
cardo), Manolito Cepero, Antonio Mo-

reno, Salvador Ballesteros, Paco Lucena, 

Javier Molina, Perico el de! Lunar, 
Manolo Moreno, Agustin Castellon (Ni-

no Sabicas), Ramon Montoya, Francisco 

Diaz, Luis Heredia, Justo Badajoz, 

Ignacio Perez, Alberto Velez, Jose 

Po3adaなどの写真が出てい るのがうれし

い。この書を一読すればフラメンコの概略

を理解することが出来、こ の裳囲気にひた

ることが出来る。

チェッコ：一

井I野二郎氏らと共に本年四月 イタリアの

国際ギター作曲コンクールに入買した鉄の

カーテンの彼方チェッコの首府プラーグの

国立音楽学校ギター科の教授 StepanUr-

banから近作数曲を送ったと知らせて来

た。チェッ コ民謡 Dobrunocによる変奏

曲や、子守唄 Ukolebavkaや、Bagatela

などウルパンの作品では有名である。 ウル

パンはアルモニアにエスペランドで抄録 を

つけてほしいと言って来た。



ー 「ギター抱きケリプ」の作曲について
服部正

この曲は詩人レールモン トフ作の

「ASIK-KERIB」（アンク ・ケリプ）とい

う作品をN.H.K.が放送渕として製作した

とさにその削中の歌として私が作曲したの

です。

ァンクという言薬はトルコ辺の仕の吟遊

詩人のことでリュー トをひいて歌をうたつ

たのです。グリプはその中に出てくる主人

公で、ケリプというな味は、貧者、巡礼、

放浪者、という慈味がゐるそうてす。これ

もトルコの言栞です。日本で放送された時

は「ギター弾きケリプ」として行われまし

た。こういう考証とは全く離れて、私は自

由な気持でこの曲を作りました。この曲の

釦戎はテ ノー）レ又はソプラノです。二短調

に作ったことはギターの存色を必しくした

かつたからで、歌の高さとしてはハ短高の

方がよいかもしれ玄せん。この作品は私に

大変気に入ったものでしたので楽しく作り

立した。皆様によろこんでU'iいていること

を始しく思つております。

I• 

崇譜部案内l
！日アルモニア版の希望者が多く 、絶版になつていたもの .I.中、版権に文粋のないのを

二三陪刷します。

中野二郎氏の国際ギター作曲コンク ー）レ入選を記念して、中野二郎作品集の刊行を計

画しています。第一集に歌とギターの自作並に緬曲を、第二集以下にギター独奏曲を次

々と牧めたいと思っています。

本誌次号を武井守成特集号としますについて、武井守成作品集の刊行も計画していま

す。武井氏のは近年海外で大いに認められ、時々演奏会プログラムを飾つています。私

逹ももう一疫邦人作品に注目する要があると忍います。限定出版となるかも知れません

ので、何かの折に希望の有無を紺集部まで御一報下されば幸です。
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綱集後記 ・1
残牡といつても朝夕は涼しく 、秋の訪れを感じる。好楽の秋、アニドの来朝．がどれほ

ど好ま しい影評を及ぽしたか、それがこの秋から段々と感じ取られるのではなかろう

か、それを知るのが楽しみである。 • 
アルモニアも回を重ねてこいに第五号を出す迎びとなった。組集の不馴れが気にな

る。本号には RicardoMunozの特別寄稿を掲げることが出米た。曲りなりにも醗訳

で出そうかと思ったが、執筆者の慈を掬んで原文のま i出した。アメ リカのピックフォ

ー ド夫人などは、右頁日本語、左頁英語で出してくれたら海外読者を多数穫得出来るほ

づだし、自分も支持と協力を惜しまないとさえ言って来た。御世辞にしてもそう言って

もらえば嬉しい。そうした海外の読者のことも考えて、たまに原文のま上 、出すことも

有意義と思ったわけである。海外寄稿も或場合には原文のま豆紹介した方がい‘iかと考

え引きうゞき発表したいと考えている。

添附楽諧は、服部正氏に無理にお願いして、御多用中をやつとむいていたゞき、解説

まで出していたゞけたことは幸だった。この美しい歌をみんなで声高らかに歌つていた

ゞきたい。私は出来る丈邦人作品をアルモニアを通じて海外に紹介したく思っている。

油外の著名作曲家もアルモニアのためにその作品を賠られることを約束された。これも

出来る丈紹介したいと考えている。すでに Abloniz,Bickford, P. Sensier, Jose Navas 

A.Company等の作品が到沿している。

第六号は武井守成氏の第五周忌に当り 、その1点大なる業紹を偲んで特集りを出したい

と考えて、誌友諸氏の期待に沿いたいと考えている。尚秋のi/ーズンのプログラムを御

忠与下さる ようお願いする。
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Philip J. Bone, 

The Au;thor of "the Guitar and Mandolin" 


