す。
最初に買った CDは大御

回っていたのを思い出しま

行ってひたすら曲名を探し

で作っていました。
今考える

成すぐから発表の場を自分達

結成したのが、五年半前。
結

ループの
「

わかり、ジャズヴォーカルグ

が、
結局、
アドリブが気に入っ

エラを一番に買った訳です

年グレードアップさせ、今年

と決めています。
ライヴは毎

一度は全員でライヴをしよう

ヴォーカリスト七人で、年に

たのか定かではないが、ジャニー

る。
いったいどんな経緯で参加し

ミュージシャンが脇を固めてい

ラックに超豪華海外凄腕ジャズ

からの流れとして、ほぼ全編ト

て冗談ではない。
前作

他多数。
サン・はーばー

ADAMS、ブックカフェされど … in tree house（神戸）JB-5、Voice （大阪）YS コーポーレーション

● 配布先一覧〈加古川〉コーヒーハウス Because、L スクール加古川、紅茶と英国菓子の店 CHATSWORTH、スカーレットの小鳥、

ブックカフェされど … inSalute、
アラベスクホール、
かこむ （高砂）万灯祭、
高砂いろは食品、
パブ＆レストラン

（姫路）GEORGE

所のエラ・フィッツジェラル
と、歌を始めて怖いもの知ら

て一生懸命聴き込んで覚えた
は六月に若手のトリオの歌伴
ズ×超豪華海外凄腕ジャズミュー

地域のライブのお手伝いや、知識を広げる例会など。
普通にお茶会もあったりします。
楽器弾きや歌唄い。聴く専門も
勿論OK。
ジャズが好きな方ならどなたでもどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。

ドの
「ララバイ・オブ・バード

のは、私と歳の近い
（歳が近
が付いたライヴを開催しまし
ジシャンとの組み合わせだけでも

★ 設立5年目に突入！東播ジャズ倶楽部会員募集！

ランド」でした。
女性ジャズ
ずだったあの当時に、演奏を

一九九六年にリリースされたス

見に来て下さったお客様皆様

」を
Blue Moon

ヴォーカリストの御三家と呼

マップの第八枚目のアルバムであ

ばれるエラやサラ・ボーン、
いっぱいです。
もちろん！ 今
る。
スマップと聴いて驚愕した人

に、本当に感謝の気持ちで

前を知るのはヴォーカルの
来ていただいているお客様に

カーメン・マクレエなどの名
レッスンを受けるようになっ
もです！

いと、なんだか親近感が沸き
た。
毎年、お客様に楽しんで

もいるであろう。
しかし、けっし

てからだったのです！ 勉強
現在、

ますよね）ダイアン・リーブ
頂けるよう趣向を凝らしたス

は女性
Blue Moon

になるに違いないと御三家の

スの
「ザ・ベスト・オブ・ダイア

さて本題に戻そう。
一曲目の
「気

SMAP 007

ン・リーブス」の方に収録さ
軽く不思議な
『胸さわぎ』がする。

NEWS

が子供の頃は今と比
べて歌番組も多く、
ジャズもよく流れていまし
た。
日本のジャズシンガーと
言えば笠井紀美子とアンリ菅
野で、当時お二人ともスタン
ダードを英語で歌われていた
記憶があまりないのですが、
後になって動画で見てみたら
ありました。
夜の海のような
深く安定した声で、表現力も
さすがでした。
他に知ってい
たのは、ナンシー･シナトラ
や、ナタリー･コールがテレ
ビに出ていたので、父親のフ
テージを考えるのが楽しみに

84年録音 ▶「Love & Happiness〜」収録

ランク・シナトラやナット ･
れていたものでした。
になる」。んっ？インコグニート

プロモーションビデオな演出が見どころ

キング・コールのことは付随
ジャズを始めて年数は経て
か？ と一瞬、疑うようなブラス

なりつつあります。

アレンジとオマー・ハキムのドラ

ポップ系 RUN FOR COVER

そうこうしながら徐々に歌
どもまだまだひよっこの私で
ムとそれに絡むタワー・オブ・パ

86年録音 ▶「DOUBLE VISION 」収録

える曲が増え、試行錯誤しな
すが、これからも歌のクオリ
ワーを連想させるプクプクした

80年代の歴史的コラボレーション作品

して知っていたような気がし
がらの練習も続いていたので
ティーを更に上げるべく、仲
ウィル・リーのべース。もっとも

メロウ系 Maputo

ます。
私は本当にジャズとは
すが、
歌うことが好きで、
もっ
間と助け合い刺激を互いに受
「気になる」のは、十三曲目の
「胸

「夢魔」という意味不明な邦題。
冒頭から軽い胸騒ぎとその音色に
サンボーンのもはや定番となる
ぐっとくる。マイケル ･センベロの
「RUN FOR COVER」も収録されて
甘 い ヴ ォ ー カ ル。ノ ッ か か る オ ブ
い て、 捨 て 曲 無 し の 珠 玉 の 作 品。
リガード。そしてソロパート。まさ
ここであえて推すのがラストを飾
に 80年代サックス歌モノの教科書
るこの曲。収録時間は 1分弱と非常
の よ う な ナ ン バ ー。こ の 時 期、 吉
に短く、マーカス・ミラーのピアノとサックスだけ 田美奈子の「LIGHT'N UP」にもマイケル・ブレッカー
のバラード。これからというときのフェイドアウト らと参加。もしかしたら、歌ものバックでサックス
で終わってしまうのがセツナクてまた良い。
を吹かしたらダントツで銀河系一かも知れない（笑）

全く無縁の生活を送っていた
と歌う場や発表する場が欲し
けつつ、楽しみまた苦しみな

81年録音 ▶「VOVEUR」収録

今 聴 く と 80 年 代 の 恥 ず か し さ が
残るが、間とタメが効いたスロー
なナンバーも彼の得意とするとこ
ろ。低 音 部 か ら 高 音 部 に 一 気 に 駆
け上がり、その後徐々に再び下降
し、そこで長い音でつないで次の
フレーズが出てくる、その音がまた美しいという彼
の常套パターンで展開される秀曲。この曲、ライヴ
盤では魔法がかかったように変身するので要注意。

のです。
い！という気持ちが強くなっ
がらも、切磋琢磨する日々を

82年録音 ▶「As We Speak 」収録
80年録音 ▶「HAIDEWAY 」収録

それから時は過ぎ、子育て
てきていました。
同じ教室に
さわぎを頼むよ」
。
少し脱力系の楽

いものを創り 、世に出 チャーリー・パーカーや

サンボーン版アダルトコンテンポラリー解釈

がひと段落した頃でしょう
通っていた仲間の中に、私と
曲だが、ところどころに黄金の

ざっくりと四
す』という姿勢が、業界 マイルス・デイビス、ビ ンボーン。

歌モノ系 BACK AGAIN

か。
歌に興味を持っていた私
過ごしていきたいと思いま

が時代が要求する真新し

史上もっとも育まれ、数 ル・エバンスなどのビッ つにジャンル分けをする

⑨ Love & Happiness (DVD映像)【1985年】

はジャズヴォーカルのレッス
す。
大人になってからでも音
コード進行が埋め込まれており終

同じ気持ちの人がいることが

止飽きがこなく、シングルとは若

い生活感覚のウェイブと

字的にもフィードバック グネームは今も奉られ なら、メロウ系、ポップ

勿論九〇年代そし いういいサイクルが展開 ちょっぴり新しいかもし 自身のアルバム以外のス
乗る』ということだけな ローズ・アップ」までア ろう。

「Close - Up」までがオリジナルアルバム。尚、⑨は⑤の「Straight

ンを受けるようになりまし
楽、ジャズは始めることがで
干アレンジが異なるがアルバム盤

ピッタリ合致したからだ

され、それに乗っかった ているかの如く聴かれ 系、ソウル系、そして歌

今のよう て現在も大活躍するサン した時期であったとわ れないが、そのビッグ・ タジオミュージシャンと
ら七〇年代に彼は自身 ルバムは八枚。

が、これを80年代サンボーンの幕開けと考えて⑧の1988年発売の

た。
一番最初に習った曲が
「ラ
きます。

ろう。
サンボーンの音楽

八○年の
「ハイダウェ イヴもする。
きっとあっ アーティストがまた素晴 ているし、これからもそ モノ系になるだろう。
特

八〇年代のフュージョン・ブームの寵児となったデビット・サンボー

音楽 しての仕事ぶりは、より
リアルタイムでそ ネーム同様だろう。
のグループで 、もっと にスタンダードやソング ボーンなのだが、八○年 かる。

①の1980年発売の「Hideaway」は実質的には79年の録音である

ラバイ・オブ・バードランド」
。
毎日少しずつの積み重ね。
デ

が時代の波に乗った…と

さて、この八○年代サ

受け取る向きも当時は見

ンだが、八〇年代に録音された作品は現在活躍するサックスプレイ

ジャズ寄りな音楽を披 ブックのカバーなどは殆 代のこの数枚を唯唯諾諾 の頃、会得したものがい の聴かせ方を熟知したそ 良いものがあるのもおそ

サンボーンは にバラード・歌モノなど
と うだろう。
られたが、
『時代の波に イ 」 か ら 八 九 年 の「 ク という間の十数年だった らしいものを創る…。

ヤーに今なお大きな影響を与えている。
この機会に八〇年代のプレ

ま役に立っているかと問 れらのアーティストたち ろしくスゴイいところ

さすがにみん アーティストを含め、プ われれば答えに窮する のパフォーマンスを味わ だ。
では各アルバムから
ウェイ」の前作
「ハート・ も三○代。

バックメンたち と聴いてほしい。
露していたし、
「ハイダ ど無い。

イを徹底的に分析し、稀代のセンスとグルーヴの渋みのあるサック
スの魅力を再考する。

デビッド・サンボーン じる。
その理由が彼のフ いる。
多少の無理は利 ロデューサー、エンジニ が、良かったか悪かった うべく、こちらは音楽の 一曲づつピックアップし
フュージョンとい トゥ・ハート」ではギル・ な若い。
を聴いてるのはいつから レージングの妙によるも う志向が全く当たり前の エバンスとのコンセプト くし、二晩三晩寝なくて ア 、そしてレコード会 かと問われると躊躇いな 聴き方をもっと熟成させ ていき、八○年代のサン

⑥
⑥

当時はこの曲のCDの探し方
のほうがよりクールな仕上がり。
フィル・ウッズの四分二三秒から

イ・バイ・デイですね。
始まるサックスソロは ポップ史
上、
国宝級の域かもしれない
（笑）
まで続き、更に
SMAP 012

この後も海外ミュージシャン起
用は
アルバムから飛び出して
「スマッ
ピーズ」たるアルバムを二枚も制
作してしまうのだが、こちらは本
格フュージョンアルバム。
いずれ
にせよジャニーズだからといって
なめてはいけない。
中居君が歌っ

会報持参の方はお会計時５％ OFF

だろう？ ふと回顧して のだというのはすぐに ことになっていた八〇年 を聴かせるなど
矢継ぎ早 社 、プロダクションに く良かった！ ジャズを ていかないと、彼らに申 ボーンの聴きどころを紹
『進みす も平気な時だ。

柔軟さのあるエモーショ させた。
独自のメロウサ

ジャンル変われど、独自性のある稀代のセンスと
サンボーングルーヴは今も尚、変わらない。

みた。
もう三〇年以上前 わかった。
音色のみなら 代、サックス奏者の中で ぎ 』ぐらいのウェイブ にアルバムを出し 、ラ 至るまで、一貫した
『良 好きな人もそうだろう。 し訳ないというものだ。 介していこう。
のことだ。
バイトしてい ず、泣く、笑う、怒るは はかなりメカニックな吹 だったと思う。
しかし
「ハ
た南船場のレコードの卸 元より、エモーショナル き方で迫る場合も多い イダウェイ」は
『進み方』
商社で 、一九八三年リ な叫び、ハイテンション が、彼の場合は逆にどん ではなく、時代の縦の線
リースされた
「バックス なおしゃべりなど、人間 な場面でもメカニックに にじっくりと交わるコン
トリート 」のサンプル の営みを連想させるプレ はなりえないキャラク セプト手法を採った。
こ
盤をもらったのが最初 イを、全てサックスで表 ターの持ち主なのだと れがヒットした原因では
だった。
その時は何も知 現しきっている。
誰もが いう気がする。
彼が当時 ないだろうか。
つまり、
らずに、
何気なく聴いた。 知っている感情を、誰に 様々なセッションで欠か 十分な音楽性のウラヅケ
サックス奏者だというこ も真似できないプレイで せない人材であったとい をもった彼の感性が前へ
とも知らなかった。
アル 聴かせる。
特に歌モノに うのも、とかくメカニッ 前へ進むだけではなく、

⑤

「STRAIGHT TO THE HEART」 の映
像 版。か と い っ て た だ の 映 像 版 で
は な く か な り 編 集 さ れ て お り CD
盤 に 比 べ る と ガ ッ ク リ さ が 残 る。
た だ 映 像 版 と CD盤 で は ビ ジ ュ ア
ル的な聴かせ方が異なるのでこ
ういった意図があるのだろう。本作は全編モノクロ
で、 画 面 分 割 な ど の 演 出 な ど あ り 視 覚 的 に 楽 し め
る。あらためて見てみるとメンバーがみな若い（笑）
このあたりから曲作りも変化があ
ご存知、 ダイアナ ･ロスとマービ
り、当時の曲にいずれにもいえる
ン・ゲイのデュエットナンバー。奇
ことは、構成が凝っていることだ。
をてらうことなく正攻法で朗々と
俗にいうＡメロＢメロサビだのと
吹 き あ げ る。し か し 平 凡 な の に そ
いう決まりごとを、踏襲してはい
こはかとなく散りばめられた非凡
るが、後半に異様な盛り上がりを
さ が ま た 秀 逸。た だ デ ジ タ ル の 極
聴かせる。リズムがしっかりし過ぎていて少々退屈 みか、リズムに無機質な、ねちっこさが残るのが残
さを感じるが、曲作りのポップさはこの時代背景に 念。シンプルだけど心にずっしりと響く音をどんな
ちょうどMTVが席巻してきた頃ともリンクする。
楽曲でもこなし続けた、80年代最後のアルバム。

トサックスという楽器を おける浮遊したプレイ。 クに走りがちな職人風な 様々な表情を持ち、多面

④

2013年発売の 27年ぶりの 2人のコ
ラボアルバムでもセルフカバーさ
れ て い る マ ー カ ス ミ ラ ー の 名 曲。
サ ン ボ ー ン × ボ ブ・ジ ェ ー ム ス 。
この組み合わせだけでもわくわく
す る。イ ン ト ロ か ら ラ ス ト ま で 盛
り上げるのはボブ・ジェームスのエレピとマーカス
のべースであろう。ところどころでガツンッとくる
べースがシツコイが全体的には完璧な演出である。
サンボーン異色の早すぎたレゲエ
原 曲 は ク イ ン シ ー・ジ ョ ー ン ズ の
ナ ン バ ー 。 80 年 代 の ベ ス ト ア ル
プロデュースの秘蔵っ子ジェーム
バムにこれを推す人はたくさんい
ス・イングラム君。原曲よりキャッ
る。80年代完成形とも言える。マー
チ ー で 聴 き や す い。当 時 の サ ッ ク
カス、レイ・バダーニ、マイケル・
スプレイヤーはこのような曲は不
コリーナのトロイカ体制で挑んだ
可 欠。た だ こ の よ う な 曲 は 吹 き す
アルバムだけにこちらも負けず劣らず多彩だ。いき ぎると学園祭のノリに聴こえてしまうが、そこはさ
なり彼のアタックから始まる曲が多く、後の「リー すがそこはサンボーン。キャッチーなメロディーか
サル・ウェポン」サントラに繋がっていくアルバム。 つ吹きすぎても、静と動のバランスが絶妙である。

じっくりしっかり聴いた 今なお活躍し、よく来日 『まとめ方』の中で、そ 的な呼吸をする
『時代の
りだ。

のもおそらく初めてだっ もしてくれて、嬉しい限 れに逆らうような自由で 佇まい』の中に舞い降り
たろう。

⑧ Close - Up【1988年】

88年録音 ▶「CLOSE UP 」収録
87年録音 ▶「A CHANGE OF 〜 」収録

ところでサックス奏者 ナルなバイブレーション ウンドによって、ＡＯＲ

⑥ Double Vision (With Bob James)【1986年】

デジタル世代の極みとの葛藤

80年代のポップさが少し恥ずかしい

の中でも彼くらいハー が必要とされたからだと とファンクの融合、コン

⑤ Straight to the Heart (ライブ盤)【1984年】

ソウル系 You Are Everything
ポップ系 Chicago Song

驚いた。

④ Backstreet【1983年】

84年録音 ▶「STRAIGHT TO 〜」収録
83年録音 ▶「BACKSTREET 」収録

テンポラリーなサックス

③ As We Speak (邦題 : 囁くシルエット)【1982年】

サンボーン唯一の公式ライヴ盤。

早くにして80年代サンボーンの集大成

時に力強く、時に優し ト・トゥ・ハートなプレイ 思う。

② Voyeor (邦題 : 夢魔)【1981年】

ポップ系 One Hundred Ways
ソウル系 Blue Beach

く語りかけるその音色に のできる人は少ない。
や 最初の
「ハイダウェイ」 シーンを牽引し続ける貫

① Hideaway【1980年】

70年代ロックの手法を全面に導入

80年代サンボーンの歴史的幕開け

だ。
偏った聴き方をすれ ろうとしてではなく、自 が過去のアルバムとは比 禄と威厳が
「ハイダウェ

to the Heart (ライブ盤) 」のDVD映像である。

メロウ系 Just For You
ポップ系 Lisa

ば硬質なのだろうが、ア 然とそうなってしまう彼 較にならないビッグセー イ」以降、八〇年代サン

⑦ A Change of Heart【1987年】

ルバム一枚を通して聴く のサックスの表情は実に ルスを記録したのは、彼 ボーンの成功を決定づけ

③

とどこか温かみすら感 ナイーブな起伏を持って のホットな天衣無縫ぶり たと言えよう。

②

も分からず、とにかく CD

VICL-745
ビクター

てラップする十曲目「 Slicker's
」以外は、捨て曲なしの大
Blues

http://t-jazz.com/

1996 年

名盤。
是非とも聴いて頂きたい。

E-Mail / info@t-jazz.com

選・文＝大友 建

● 1980年代に録音されたサンボーンのアルバム

2002 年

Mire

毎日すこしずつの積み重ね。
デイ・バイ・デイですね。

7 年 前 横 浜 JAZZ
アートブレイ
プロムナードで
キーのドラムを
初めて耳にし、
思わせる小山太
演奏終了後に購
郎さんの演奏は
入しました。横浜
心に残る。
JAZZコ ン テ ス ト
そこにピアノの
CUBIUM
で 優 勝 と い う 輝 BEAT THE BLUES
田中裕士、ベース
西山瞳トリオ
小山太郎
かしい経歴。繊細
の生沼郁夫の絶
2006 年
2013 年
で難解ですが、
妙なバランス！
耳に心地よく入ってくる POPさを兼 最後に、2度のグラミー賞に輝いたト
ね備えています。なかでもコールポー ランペッターの大野俊三！大野さん
ターの作品「All OF YOU」をスリリン が入ることでニューヨークの風が流
グかつドラマチックに表現していま れ込んでくる気がする。
す。4ビートでスタンダードがアレン 是非、この素晴らしい 1枚を是非聞い
ジされ、ハードバップファンにとっ てほしいですね！
ても十分感動できる曲となっていま ANAの機内でも聞けるそうですよ！
す。（筆：北橋）
（筆：GEORGE ADAMS 中嶋）

● 広告、
配布に関するお問い合わせは、
東播ジャズ倶楽部事務局まで。
サックスの面白さが伝わればいいなぁと思い、特集した記事ですが、毎度のごとく
ンむむ！としかめ面しながら、まとめておりました。紹介した中で一枚でも皆さんにひっかかってくれればいいのですが。
。
ボーっとしているとあっという間に過ぎ去っていく時間と戦いながら、いい一枚に出会うため音と対峙していきたいですね。セッショ
ンライブや、通常のライブの生音での発見ももちろん忘れずに！！ 楽しいジャズライフを！

SMAP

J

⑨
⑧

Dianne Reeves

第四回
ショップやレンタル屋さんに

私が好きな
「ジャズ」
のこの曲

SMAP 008 TACOMAX

⑦

The Best of

誰のアドリブが
好きか３人挙げ
よ」と言われた
ら、必ず私はポー
ル・デスモンドを
入れます。“抑制
First Place Again
ゆえの輝き ”とで
Paul Desmond
も言うべき唯一
1959 年
無比のスタイル
は無論のこと。私はむしろ、そのスタ
イルを貫いても飽きさせないだけの
アドリブ・アイデアの豊富さに驚きま
す。本アルバムはポール 35歳、ジム・
ホール 29歳の頃の録音。
３曲目では珍
しく？ポールのアルトが吠えてます。
なのに年下のジムはあくまでも渋い
のが面白い！
（筆：村田）
パリ時代のバド・
パウエルは初期
と較べて評価が
低いが聞いてみ
るとそんなこと
はないと感じる。
Bud Powell in Paris
ヨーロッパ人は
Bud Powell
バドが好きなよ
1963 年
うで多くの録音
が残されている。CDでその数 30枚以
上。中でもこのアルバムはリラックス
した演奏が楽しめる。パウエルも好調
だ。今なら入手しやすいはず。ぜひ一
度聞いていただきたい。年輪を重ねて
（といってもまだ 30代なのだ）光る演
奏もあるのだ。バド・パウエル最高だ。
誰も真似できない。（筆：石川）

①

● 東播ジャズ通信 04
● 東播ジャズ通信 04

● 東播ジャズ通信 04

ほ

ジャズな人生観。
いぶち み

ゲスト：オルガニスト 井渕美保 さん
試行錯誤しながらも、まっすぐ自身の音を求めて進む。
家庭と音楽と
の両立。
子育て中にデビューして、自身の欲望を貪欲に叶えるべく奮
闘するジャズオルガニスト井渕美保さんにお話を聞いてきました。

も全然違う。
ピアノは弾く

タッチも違うし勿論、曲

と全然違うんですよね。

ケジュールですか？

が、忙しい時はどんなス しょうね。

いてるってことでした 渕さんだからできるので

RIKA 今日は一日空 になりますね（苦笑）井

プロの演奏

けど、音大行くレベルで
井渕 五時に起床、お弁 者、ジャズオルガニスト
がハモンドも弾かれる先 ガンバトルを舞台袖で観 上の子と主人がいるので。 したのはいつごろからで

RIKA

はなくて。
コーラス部だっ
当作りからスタートです。 として自分自身意識しだ
ルートらしくなくなるな ろうかなと。

たし、声楽のが入りやす
いかなって。
選 井渕 それが、どうする 生だったんです。
RIKA いやあ〜、そん どの制約がでてきます。
ライヴは ていてすっごい楽しくて。 RIKA 朝五時起きで すか？
ましたね。
本当に今も泣き ませんでしたが、ジャズ とずっと思い込んでたの 子供達が出て行きますよ ただくようになってから

なゆるい感じでふわーっ んだ楽器のことを考えて にも…かなりあがいてい あまり行ったことはあり オルガンは弾き込めない お弁当して、八時過ぎに 井渕 ライヴをさせてい
と入れるとこ違います 弾かなきゃならない。
ないと？

時期でした。

だったんでレッスンの曲 色だとこんなに自由に弾 ルフ方式？
戸でのデビューライヴか

家事は？ 朝ごはんはセ かな。
よ！ やってしまえるとこ 大友 それで、自由さが そうになるくらい、辛い オルガンを演奏する先生 に、ジャズオルガンの音 ね。
二年半前くらいの神
ろがすごい
（笑）

大友 半強制？

になったの。
それが、また フ方式です。

かり喋ってしまって。
で

ちで生きたいと思うよう とやりますよ。
土日はセル すぎてね。
アホなことば

こっ 井渕 いやいや、ちゃん らですね。
例えばロッ 大友 僕がイメージ抱い 井渕 はい。
それと、オ RIKA 普通のご家庭 もジャズの曲弾かされる ける！ って気づいて、
その日は緊張し
たんですか？ 。
なぁ。
。
井渕さんもっとバ につれて下準備が大変に か言われませんでした ？

クとかメタルにはいかな ていたのとちょっと違う ルガンの性能が良くなる で、音高とか音大って何 ことも多かったですね。
かったんですか？

て、意識してることあり

プレイヤーとし

知らんけど
さんのお弁当の写真を見 した！ 多分…。

井渕 全然なかったです リバリ
「ヤンキー系」のお なってきて。
弾く以外の音 井渕 小さい時からやっ 井渕 うーん…好きとか ジャズをやるきっかけに 奈良 出会った頃、井渕 も、それが意外にウケま
RIKA 井渕さんはオ な音楽を聴いてました？ （笑）音高や音大になる 姉さんかと思ってました。 作りで、一ヶ月。
頑張って てたから、普通に受け入 嫌いとかは関係なかった なりましたね。
ルガニストですが 、最 井渕 特にこれが好きっ と、レッスンが専門的に RIKA オルガンから 早くても一週間くらいか れてくれてたと思います。 ですね。
いわゆる
「キャラ弁」 （笑）
最初の頃は、あん 大友 アドリブで覚醒し たら、
あ わーと思ってました。
も知れません。
ピンクレ 逆に音楽嫌いになってし で、どこでオルガンに戻っ て、どの楽器を使うか打 て言われましたねぇ。
ジャ ブって色々勉強しなきゃ 感心しました。

初に触った楽器は何でし ていうのは、なかったか なって厳しくなるので、 スタートして歌に進ん かるんです。
アレンジし 父親には俺の青春返せっ なアドリブとかようせん たわけですね！ アドリ で！ 凝ってるなあ！ と、 奈良
た？

ち込みとかね。
まぁ、たっ たしに結構お金かかった ズも当時やってみたんで いけないことあるじゃな 大友 芸術志向やと、やっ ますか？
（笑）

ションも行ってみたけ そういうのも自分で勉強 か？お弁当は彩りとか気 きないこと、オルガンら

スケールとか、 ぱり仕上がり気にします 井渕 オルガンにしかで
ズとか。
妹とモノマネした てきたら聴くのもイヤに 井渕 オルガンに戻った た一曲の為にその下準備 からかなぁ？ 知らんけど す。
ピアノでですが。
セッ いですか。

井渕 勿論オルガンです。 ディーとかキャンディー まっていて。
学校から帰っ てきたんですか？
六歳の時からです。
のは、大学生の時に電子 が大変なんですよ。

しいフレーズですね。
ピア

大友 それは、親からオ りしてましたかね。
中学は なっていましたね ？？
ルガンを弾きなさいと言 自分が練習してる曲とか。 RIKA 音大は電子オ オルガンの講師資格を取 あとドラム打ち込んだり 大友 ご両親はこういう ど、やっぱり、よーせん

ノだと綺麗だけれど、オ

その頃はあまりレコード ルガン科ですか？

けるようになりたいです

ガンらしいフレーズを弾

れる事もあるので、オル

ルガンぽくないって言わ

らへんか？ と言われまし とかね。
ピアノだとさっと 子にしようみたいなんは わ〜ってなって辞めたん

われてですか？
当時、やぎ楽器に所属 弾けるのに電子オルガン 井渕さんに対してなかっ です。
井渕 母の友人がオルガ も聴かなかったです。
コー 井渕 いえ、当時は電子 て。
ジャズへのアプ

井渕 一緒にやろうよっ

井渕 言われたことない ローチをやめた？

ピアノにいかな ですね。

か大阪でレッスンが受け いのがねぇ。

学園生活は楽し れたので、大阪で受ける 大友

楽科です。

声 していたんですが、姫路 だと準備しないといけな た？ 公務員にしようとか。 大友
ンをしていて、遊びに行っ ラス部で伴奏とかしてま オルガン科がなくって。
た時に弾かせてもらった した。
りしていて、二段鍵盤や、 大友 高校時では違う方 大友

RIKA 井渕さんの思

になりますもんね。
キャラ ね。

本 弁もアドリブ？
んですけど、しんどくて。 井渕 しましたねぇ。

大友 横道にそれなかっ て言ってくれる人もいた したんですか？

井渕 いったんですよ。
オ たんですか？

ことにしました。
それが大 かったんですか？

井渕 うーん…イヤだっ 学一回生の時ですね。

ベースを足で弾くのが格 向に開眼したりしなかっ かったですか？
好いいなと思ったので、 たんですか？
がるなぁ。

しなあかんわけちゃうし。 井渕

毎日ブログにアップ て？
書かされるし
（苦笑）自分 カー・ピーターソンとかピ よ～。

（笑）闇 自身もレッスンも行って アノですけど。
聴いて。
レッスンも行ったんです 大友 いえいえ

うまく出来た日だけ載せ かってない音でしょうか。

テンションのか

オス 井渕 普通のお弁当です うオルガンらしい音っ
頑張って行きまし 大友 試行錯誤の中、オ ルガンやめてピアノに転 井渕 そっちに行かせた アドリブも大変、楽譜も 買ってきたりとか。
井渕 高校は、音楽高校 たかも。
ありますか？

でも、楽しくなかっ ルガンを拒絶したことは 向しよう！！と思って。
六歳にしてです だったんです。
クラシック たよ。

習わせてもらいました。
大友
か！ それから、オルガ をやっていたので、クラ たなぁ（苦笑）

RIKA ならば、なぜ 井渕 何回もありますよ。 けが、ピアノはピアノで の部分っていうか 、人 たし、当時は生徒さんも 大友 独学なんですか？

ミス聴きながらですね。

だったりします。
オルガ

家事はジミー・ス 素直に弾いた方がキレイ
RIKA クラシック畑 声楽科に？ オルガンずっ ピアノだとピアノの音で 難しさがあって。
小指を強 間て思春期に挫折した すごい多くて。
やること 井渕 レッスンも受けて てます。

ンに出合ってどう接して シックを聴いてました。
いったんでしょうか？

井渕 中学三年まではオ の人間て、自分のやって とやってて、ピアノ科と 表現をつけて弾き込める く出すとか、重音の中で りするじゃないですか。 いっぱいあるのに、楽譜 ますよ。

それから結婚して、教え ちらが楽しいですか？

いですねぇ（笑）

勿論あるけど、素直な音

神戸市垂水区神田町4-7旭ビル２F
Tel :078-708-4559
９月22日（日）
ヴォーカルセッション
19:00～ 料金：￥1,500（500円ドリンク付）
15名限定 楽譜３部用意 予約優先
9月29日（日）
尾原やよいデビュー 10周年記念ライヴ
19:00～ 料金：￥1,200
出演：尾原やよい（pf）、田原和彦（bs）、川
上隆幸（dr）
10月13日（日）
川上隆幸生誕46年ライヴ
詳細はHPにて！

● JB-5

姫路市魚町18TAISEI PRIDEビル2F
Tel :079-285-2965
毎週水曜日 スーパーセッション開催
20 : 00～ 料金:￥1,500
ﾎｽﾄﾌﾟﾚｲﾔｰ： ﾌｼﾞｲｸﾆﾋｺ（bs) 、廣野和男（dr)、
ピアニストは毎週交替
9月20日（金）
平山恵勇 SPECIAL LIVE
20:00～ 2st 料金：￥3,500（1d付）
出演：平山恵勇（dr）、あかぎしほ（pf）、ﾌｼﾞ
ｲｸﾆﾋｺ（bs）
10月11日（金）
東婦美子 SPEIAL LIVE
20:00～ 2st 料金：￥2,500（1d付）
出演：東婦美子（三味線）、あかぎしほ（pf）、
ﾌｼﾞｲｸﾆﾋｺ（bs）、廣野和男（dr）
10月25日（金）
平木かよ SPECIAL LIVE
20:00～ 2st 料金：￥3,500（1d付）
出演：平木かよ（pf）、ﾌｼﾞｲｸﾆﾋｺ（ bs）、 廣野

● GEORGE ADAMS

⑤ どこに座ろうか？

支払う場合とあります。
代金には、ライ

ヴチャージ、テーブルチャージと飲食代

お好きな席へどうぞ、と言われた場合 などが含まれます。
お店によってはサー

どこを選ぼうか。
店内の広さと様子によ ビス料一〇％程度が別途必要な場合もあ

有し、コミュニケーションしながら、自分も
「参加」できるのはライヴ

は、人それぞれあっていい。
でも、場と時間を演奏者や他の聴き手と共

生で音楽で聴く？それとも再現音楽に悦に入る？ 音楽の楽しみ方

とプレイヤーと近いため、演奏の様子が てないこともあります。
食事をオーダー

も知れません。
「砂かぶりの席」をとる ましょう。
テーブルチャージは明記され

悪いです。
真ん中の席が音的にはいいか に、はてな？と思ったら、遠慮なく尋ね

すぐ横に置かれていると音のバランスが 場合、出されないです。
提示された金額

壁際かも知れません。
でもスピーカーが くれるお店もありますが、ほとんどの

ります。
ビギナーの安心感からいえば、 ります。
明細の分かるレシートを渡して

ならではの楽しみです。
でもジャズのライヴは行ったことがないし、敷

ジャズのライヴでは遅れて始まるのは

十五分から三〇分程度あります。

できるところが多いです。ただメ

⑥ 食事はできるの？

四〇分から一時間程度、合間に休憩が こともあったらドキッと嬉しいかも？

その他にもライヴならでは演奏者が

★ ライヴの特典は？

る、という店もあるようです。

手に取るように観察できます。
目が合う しなかったら、テーブルチャージをつけ

居が高そうだし。
どうやったらいいの？

① ライヴの選び方は？

好きな演奏者がある人はその演奏者

が出演するライヴを選びますね。
でも特 珍しくありません。
中には三〇分くらい

に、
、という方は行きやすい近場のお店 遅れて始まる、なんてこともあります。 ニューのバリエーションはお店によりま CDを会場で直接販売していることがあ

ドリンクとスナックなど軽食中心の ります。
買うとサインをしてもらえるの
を探してみて、足を運んでみましょう。 ちょっと気長に待ってみましょう。
音楽 す。

ところもありますし、専属シェフを抱え で、自分に特別な一枚になって嬉しいも

たお店では、フレンチフルコースなんて のです。
（自分の名前、日付も一緒に入

出すところもあり、様々です。
特に、お れてくれるます）機会があれば、演奏者

基本的には自由です。
スニーカーに 店の名前を関したカクテルやミールな に話しかけてみてください。
開演直前は

③ 服装は？

ライヴハウスではないけれど、意外に身 時間はゆったりと。

近なお店で不定期にでもライヴを開催し

あるいは、好きな楽器の音から選ぶの

ているところがあるかも知れません。

に様子を見ながら遠慮なくどうぞ！ どん

一般的にカジュ ど、看板メニューがあれば、試してみる 難しいですが、休憩時間、ライヴ後など
も一つの方法です。
ピアノの音が好きな ジーンズでもOKです。

な感想を持ったか、演奏者も気になると

ころ、ぜひ気持ちや感想などを伝えてく

拍手やかけ声
（
「成駒屋！」ではなく、 ださい。
その演奏者のライヴに再び行っ

⑦ 拍手やかけ声は？

お店によって 価値ありです。
ら、ピアノ入りの編成で、ギターが好き アルな服装で大丈夫です。

ならギター入りの編成のものを。
それも は、多少ドレスアップをすると雰囲気に

またドレスアッ
特にない場合、一つはベーシックなスタ はまるかも知れません。

イル、例えばピアノトリオ
（ピアノ、ベー プしたり、楽しいファッションでお客さ

ヒューなど）はぜひ、どうぞ！拍手があ 覚えているものです。
親近感が湧いて、

ス、ドラム）
、あるいはピアノ
（もしくは んが来てくれると、演奏者の気分も盛り ジャズライヴの場合はイエーとかヒュー たとき、演奏者も再来のお客さんの顔を

ると演奏者は嬉しいもの、遠慮なく盛大 また演奏が盛り上がる、かも知れません。

に拍手してください。
曲の後の拍手以外 フライヤーやポスター、スケジュール等

一人で行ってもちろん OK。
むしろ にも拍手をするポイントがあります。
演 をチェックして、また足を運んでみて下

④ ひとりでも大丈夫？

ギター）とボーカルのデュオのものは入 上がりテンションも上がります。

り口として入りやすいかも知れません。

② 時間は？

お店で同じ時間を過ごしたお客さんや

お店にもよりますが平日は七時半〜八 ジャズのライヴは一人のお客さんが多い 奏者ごとにソロで演奏する場合、ソロが さい。

時頃から、週末は七時頃から開演のとこ ようです。
基本的には、店員さんの指示 終ったところで拍手します。
曲の間なの

ろも。
休日の昼間に開かれるライヴもあ された席へ。
一人の場合、空いていれば で回数は短めの五回くらいが適当かな。 お店の人と顔見知りになれば、次からは

ります。
基本的には二セットから三セッ テーブル席を占拠できますが、そうでな ソロの終わりが分からなければ、無理し もっと気軽にライヴを楽しめます。

トぐらいで構成されています。
入れ替え ければ相席かカウンターを勧められるこ なくて大丈夫。
他のお客さんが拍手をす 何がともあれ、基本は素直に楽しむこ

とっても懐が深いもの。
ぜひライヴで音

制の場合とそうでない場合があります とも。
カウンターでマスターと話すのも るタイミングで一緒に拍手しましょう。 とです。
肩肘張らずにお気軽に。
ジャズは

楽を一緒に楽しんで下さい。

（本文・奈良雅美）

ライヴでは、思わず笑えることや、どきどきす
るこ とな ど 、い ろん な ハプ ニン グ もあ りま す 。ま
わりの方に配慮しつつも、ぜひライヴでは、声を
掛け たり 、大 き な拍 手 をし たり し てく ださ い 。ノ
リノリの演奏をしてくれること間違いなしです 。

払い。
テーブルで清算する場合とレジで

ちょっと戸惑うかも知れないのが、支

⑧ 支払いはどうするの？

が、多くは入れ替えなしで聴けます。
ち よし、相席で他の一人客と喋るのもよし。

なみに、一セットでも二セットでも同 袖すり合うも多生の縁。
ライヴ友達がで

● たかさご万灯祭

ルガンだけレッスンして る曲とかを聴くんが多い いう選択肢もあっただろ のに、オルガンだと選ん メロディーを出したりす SHOW YAのヴォーカ も書かなあかんし、しん 大友 アドリブで弾くの 大友 え！ ジミー・スミス ンでもテンションノート

● 紅茶と英国菓子の店チャッツワース

じチャージの場合が多いです。
一セット きるかも知れません。

明石市大久保町ゆりのき通2-2-5
Tel :078-935-0080
毎月第二・第四土曜セッションデー
MC : ￥1,000

いました。
ピアノにも興味 から流行もの聴かずに育 うし、もちろんコーラス だ音色に左右されるんで る。
頑張って練習したけど ルみたいなイメージでき どくてやめちゃいました。 と、カチっと弾くのとど ですか！ 朝からすごい濃 入っている方がいい時も

● 海洋文化センター

ごとの時間もまちまちですが、おおむね

● HUMMOCK Cafe

井渕 あはは。
言われるこ る仕事だけ続けてました。 井渕 カチっとした譜面 井渕 イケてるでしょ♪ の方が良かったりします。

● 青空堂

はずっとあったんですけ つパターン多いですよね。 部ということもあって、 すよね。
例えばフルートだ なーんか入り込めなかっ たんですが。

加古川市別府町港町16
Tel : 079-441-0050
10月30日（水）
親子ジャズコンサート
open 10:00 start 10:30
料金：￥500（ 大 人1人＋こども1人）予約制
出演：井渕美保（org）、奈良雅美（vo）

他も色々現在研究中です。

思ったらできるけど、と
気分で帰っていただける
ようなソロライヴができ
るようになりたいです。
RIKA これからの目
標ですね。
いつ頃、達成さ
れそうですか？

（苦笑）身体
ヴォーカルさんの伴奏の われてるので

ますかね。
音数も少なくし けその歌詞の内容を思い 年かな？ 頑張ります。

山陽電車高砂駅南、銀座通り商店街周辺
9月14日（土）、15日（日）
両日 18:00～ 21:30（ 土）、21:00（ 日）まで。
東播ジャズ倶楽部は今年も 14日 に 出 演 さ
せていただきます。

譜通り弾けって言われた RIKA 体に染み込ま 大友 アドリブ時は無の
ウケ狙いで全然弾 れからの課題とか壁とか。
心ですか？ 何か考えてま じかな。
かりしたライヴができる

かないこともありますけ 井渕 全くのソロでしっ
井渕 難しいですね。
普 どね（笑）

奈良 家事を済ませて、 す？

ら、ちょっとしんどいか せってことですかねぇ。
なぁ。

RIKA 今現在はどん オルガンの練習？

事が多いかなぁ。
でも、お 生が来場されたりすると がでたからですか？

しようと
な活動をされてるのです 井渕 午前中は伴奏の仕 段はスムーズなのに、先 奈良 そうなるには余裕 ようになりたい。

リブはできない！

午前 真っ白になってたりしま 井渕 余裕がないとアド にかく！ お客さんにいい
先生と演奏活動 昼からもあるかなぁ。

か？、先生業も含めて。
井渕

キーやったみたいに言わ て辞めたのに、今はジャ と、伴奏ですね。
伴奏は童
謡唱歌と昭和歌謡と。
たま
井渕 そうですね。
アド にクラシック。

れるけどそんなことあり ズ好きになっている。
ませんよ！

RIKA いろんな想い リブは大変やけど、でき RIKA 伴奏でも、ク
や試行錯誤はあったけ たら幅が広がるやろなっ ラシックより昭和歌謡の
中仕事して、帰ってきた す。

歳やし。
あっという間にお

ライヴの時は遅 大友 ある程度、起承転 奈良 演奏時に心に浮か 井渕 早くしたい！ もう
ら。
忙しさだったり、きっ 井渕 昭和歌謡は燃えま ら寝たり。

ど、大学出てオルガンの てずっと思ってましたか が楽しかったりします？
先生になったんですか？

井渕 はい。
実家が、先生 かけがなかなかなかった すよ！ 日本人だからかな くなる事も多いので、睡 結考えてますか？ 頭の中 ぶ情景とかあります？
りします。
夜中起きてい うって考えてます？

パパンがパンのリズム 眠時間もまちまちだった でどうやって攻めていこ 井渕 その曲の事ですね。 ばあちゃんになるって言
がきてて音楽教室になっ のですが、五年くらい前 あ。
てたんですよ。
その先生が にローランドのジャズオ とか。

結婚して辞めるっていう ルガンライヴに出演させ 大友 それ酒飲みの音楽 て、朝、家事済んでから 井渕 自分のソロが始ま 時は歌詞を調べるように が言うこと聞かないって
すしね。

早ければ来
のと、私が大学卒業する て頂きまして、アドリブ ですやん（爆笑）しかも お昼寝してる事もありま るちょっと前から考えて しているので、できるだ 事もあるけど。
のが同時やったんでその も二コーラスだけだけど 酔っ払ったときの！

少ない方がいい 出しながら弾いたりとか
まま私が後を継ぎました。 やってみました。
そした 奈良 スイングに似てる RIKA 家の事と、自 てます。

毎月の播州地域のジャズライヴ・イベント情
報は、http://diary.t-jazz.com/ にて１日
に更新されています。是非ご覧ください。

そういえ ね。
単語の意味がわかる
分の仕事を両立しようと なって思うし。

● PINK HOUSE

を受けました。
私が弾い 井渕 変にドロドロした すると時間のやりくりが ば、べーシストの藤井邦 と、アクセントつける所

加東市藤田307
Tel :079-542-6776
9月18日（水）
Night of Special Summer
BlueMoon Quartet Live
open 18:30 start 19:30
前売り￥3,000 当日￥3,500（前売り、 当
日共に1ドリンク別途）
出演：黄啓傑（tp）、 富永寛之 (uk)、 木村純
士（dr)、工藤精(bs)

はいつでしたか？

● サン・はーばー

聞き手：RIKA、
大友、
奈良
日時：五月十五日（水）
撮影場所 ＝稲美町
カフェテラス 花の樹

open 19:00 start 20:00
料金：前売り￥3,500 当日￥4,000
（前売り、当日共に1ドリンク別途）
出演：藤本一馬（gt) 、伊藤志宏(pf)

大友 ジャズとの出合い ら、とても、自由な感じ 気がする。

● スカーレットの小鳥

とフルートの音域でしか た（苦笑）

※掲載は店名あいうえお順

東播素人ジャズ研究室

弾 大変そうですね。
聴いてて 彦さんも書いてたね（三号 とかがわかってくるよね。
井渕 大学の頃について た後に当時習っていた先 曲とか松尾和子とかね。

高砂市高砂町細工町1358
Tel :079-443-0007
９月14日、15日
万灯祭にてライヴあります。
毎月二回ジャズライヴ開催中！
日程は要問い合わせください。

ちょっと、眩暈がしそう をご覧下さい）そんな感 奈良 演奏していて、こ

姫路市的形町的形1864
Tel :079-254-1400
9月 25日（水）
Kazuma Fujimoto & Shikou Ito Duo Live
Tour 2013

ラーメンが大好きでたまらないというオルガニストの井渕美保さん（写真撮影：奈良雅美）

加古川市加古川町篠原町4-7
Tel :079-420-1707
9月14日（土）
MARKA デビュー 30周年 里帰りライヴ
午後の部15:00～ 16:00（open 14:00)
夜の部 19:00～ 20:00（open 18:00）
料金：￥3,500（1d付）入れ替え制
各回45名限定
出演：MARKA（vo）、塩本彰（gt）
9月18日（水）
横沢龍太郎（dr）＆川島裕二バナナ（pf）
の初ユニット！小川美潮のウズマキマズ
ウのメンバーです！詳細はHPにて！

いた電子オルガンの先生 生と、大御所先生のオル いてて燃えます。

加古川市加古川町寺家町27-2
Tel :079-421-7038
毎月第三土曜日 セッションデー
料金:￥1,000
9月15日（日）
JAZZ DRUMER 中村達也 JAPAN JAZZ UNIT
open 18:00 start 19:00 料金￥3,500（1d付）
出演：中村達也（dr）、テリー上野（pf）、原
田和光（bs）
10月26日（土）
平木かよピアノトリオ～ Kayo from NY～
open 18:00 start 19:00 料金￥3,500（1d付）
出演：平木かよ（pf）、黒石昇（bs）、引田裕
路（dr）
10月27日（日）
定延敏尚クインテット
open 18:00 start 19:00 料金￥2,500（1d付）
出演：定延敏尚（ts)、 永翁由希子（vn）、 西
田仁(pf)、阪口典右（bs)、中島要（dr)

大友 クラシックやって 声楽なのでしょうか？

さあ、ここまで読んでくださったあなた！
だんだんライヴで！目の前で、生音のジャ
ズを体感したくなってきていませんか？
数年前、東播は文化不毛の地…と嘆いてい
た頃がありました。しかし、今やこんなに
ライヴが目白押し！そしてセッションも
あちこちであります。本当にどれに行こう
か迷ってしまうほどです。無料の地域のラ
イヴから、有料ですが上質なコンボまで！
勿論今回インタビューした井渕美保さん
のライヴもあります。思いがけない感動が
あなたを刺激するかもしれませんよ。聴き
に 行 く リ ス ナ ー が い る か ら こ そ、 音 楽 は
熟していきます。今年は音楽の秋、ジャズ
な秋スタートしませんか？

ジャズへの疑問？
悩み・謎・など…
答えます！
和男（dr）

どね。

知っていましたか？音楽というのは本当
に 不 思 議 な も の で、「見 る」 と「聴 く」 と
ではその時の感じ方が全然違うんです。

（笑）ヤン 大友 ジャズが嫌になっ はしんどいですかね。
大友 小中学生の頃どん て、音楽的にぐれなかっ 井渕 ピアノはオルガン 弾けない。
重音で弾くとフ 大友 またオルガンに戻 とありますね
楽 知らんけど（笑）

さあ！出かけよう！

