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わずかばかりの花壇や屋上の鉢植えに ようや〈裏目在や水仙

が黄色い花を世かせ.早場事の眠わい会見せている. 容を持つ気分

は障しも同じ. だが‘ことさ ら開花町時は心が説われる. 水仙は、

土町中で固まった球根と して冬の寒さを じっと耐えながら 大置

のぬくもりを感じた一瞬に芽を暁き出し、瞬〈間に韮を伸ばして

花を映かせる. その新鮮な肌合いと鮮やかな歯色は闘を且彊るば

かりだ. かなりの目睡でもきちんと花を暁かせるーそんな水仙の

慎ましい振る舞いと可情な聾‘そして弛さが、慢は軒きだ.

我が寧町署~.

花といえば『府中揮土の轟博物館J から梅祭り への要開を畳け

て S出店 巴多摩アョーデイオンタラプ3 と羽根木アコーデイオンクラス

のメンパーが容加した. 花見客を聾め. la府中~;\(高等IJ.~司霊法

舎{配車蹄}町歓宣で 2 ステージー1冊数十名の・S加で会場が揖

いたという . その耐庫が"レミエール府中j の主催司停車として聞

価された fちょっ

府中 J (アコーヂイオンーアンサンプル Ai，幽前/財閥

テンロールの拍手を則った.

経入府中文化割展開財閥ヨ"・h 一般市民に無軒開散

され 30 停の腿虫を持つ月 ーのヨンサートに

推薦された，鯵回調質審希盟者がプロ、アマを

問わず殺到町中.栄冠を得10. 初めてアコー

デイオンを聴< 260 <ß町市民が 2拍子でカー

米町花といえば抗慢の曹揖 り もその一つだが{小幽さん晴舶がボランチィア

の氷の輔りが東京都術開村で開催 (31 14 ) . アコーデイオンが

オヵ 9 ナ {村長さん}とキーボードとのセ クシヨン且び単狙商事警

で参加した. 村おこしの用意がピンピンと伝わるコンサートで
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わずかばかりの花壇や厘上町陣植えに.ょうや〈耳目花や水仙

が黄色いすEを暁かせ，罪事的恒わいを見せている. 曹を持つ気分

は隠しも閉じ. だがことさら聞1Eの時rt心が続われる. 水仙は.

土田中で掴まった暗棋として冬の聾さをじっと耐えながら 大気

白血〈もりを感じた一瞬に芽を吠書出し、瞬く聞に甚を伸ばして

花を映かせる.その斬僻な肌合いと鮮やかな慣色は闘を且彊るば

かりだ. かなりの日睡でもさらんと花を暁かせるーそんな水仙の

慎ましい娠る舞いと可情な聾 そして強さが.慣は昨きだ.

我が家の春.

花といえば「府中蝿土町轟博物園』から梅祭り h町要"を畳け

て SAC (三多・ァョータイオンタラプ)と羽根木アコーディオYクラス

のメンパーが歩加した. 花見客を集め、!日府中・ur高等小学俊俊

"'(I!~町}の敵軍で 2 ステージー1田敏+名町，加で会織が描

いたという . その附蝿が 1，レミエール府中』の主情事量として聞

1 
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テンコールの抽手を"。た.

価された fちょっ

府中J (アコーダイオン e アンサンプル".幽検/財閥

絵入府中実化傾興財団主附.一般市民に無料開放

され 30 年のIff虫を伸つ月一四コ ンサートに

描膚された. 111回演奏希盟者がプロ、アマを

問わず報到町中 栄冠を得た. 初めてア ョー

デイオンを聴< 2同名の市民が 2抽子でカー

氷の拒といえば札慢の冒帯りもその つだが臼岨さん憎舶がポランティ

の氷町第りが車京都倫原村で開価 (3114) . アコーデイ オンが

オカリナ附.~^，I とキーボードとのセクション及び単魯摘奏

で.'M!した. 村おこしの閉章がピンピンと伝わるコンサートで
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あった. らなみに氷彫刻の制作者はその避の世界コ yテスト l 位入賞者の平岡兄弟{今年は白

島とパレyタイ yがテーマ).余観ながらその道行き で、 曹遣を聾る量車に陸自動車が正面衝突、

設が事はオゾヤ 3りとなった.

3 ，手目を迎える 「春且ライプー守山テラスj に羽後木クラ λが今年も出演.土佐織の小学伎の

PTA 町 田 らが「あったらいいな.二んな学位J を奇い首聾に、行致と史跡して小学校の校庭 d 

に円形テラスを作り一般公開. 地埴と学伎を結ぶ活動をしていこ う とがんばっているイベン

トだ. 今回は、アコーデイオンにタラ日ネットとパイオリンのセッションとなった.クラ リ

ネットは近所に住む )9 揖の音大生.アョーディオyの音色が軒きだという彼女は、将来的道

路に悩んでいる.今回の~加でちょっと括聞を見い出

したようだ. 地域の女戸コーラスにもアコーデイオン

k クラ引ネァトのアンサンプルで伴奏.聴いていたア

コースティッ クなバン ドグループのメンパーから「ア

コーデイ オン~組んでみた"J の声も上がった.

今年の 2 月 -3 月 1 ;):> 、つになく植署警の槽金に恵まれ、他的イベン トも宮め毎週のようにア

コーデイオンで峰り出していた. 多摩市町ゅう桜ケ丘撤回集いにも出演(稲塘 AC) したが.

その会館から秋田 20 周年配意イベントに出演を書冊された. いま.その揖曹をプラスとの

2 ラポでとのアイデアが出されている.最近.)特置は.他の療器とのヨ ラポレーシヨンが一

段と進んでいるということだ. その二 とは昨年、関東アコーデイオン百貨奏史流会 20 周年配意

文集に.いたのでー田技枠する.

「圃双アコーヂイオン...31.・ 20..2傘;t・』寄穣からの...

J1;今.ピア Y ヲプームあたりからかプロ アマ~関わずアヨーディオrとー絡に機奏したいとい

う 要求が一般の膏療窓や膏築震傍層のなかに唱えてきた. 二の歓、忽の固わる繍域アョーデイオンサー

クルで.ある大病院の峨員で結成されたプラスアンサンプルとョラポレーシ a ンする徹会があoた. 総

械サークルの新人メンパーが閉じ厳舗の議密接経験者を集めて.$者の慰問調買奏活勘をはじめた. 方

そのグループ1: コ ラポレーシ，ンしたいとの稲峻サータルのゆ し入れがa臨んで受付止められ. ある文化

センターの然りに出演とな勺た.情陵 10 人弱で活動していうサークルが句 ー厳に 15 人編成のアコーデ

イオン&プラスア Jサンプルとなり、相買奏もよ~.客足も甥えた. liいの膏織的略僚が相互に，，!・し合

い.それぞれの怠歓を向上させる. ニ うしたコラポ{共同制作)が訴しい音灘的価値を生み出していく

一つの典型とむな勺た. また.よ く 見滋せば、・舗、地厳には4守護的銭量1:備えた と〈に若者遺がか

なり温もれているといフ事実の寮見でもあった.
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鳥とパレyタイ yがテーマ1. 余韻ながらその道行きで.曹遭"畳る聖司Eに縄自動車がE面衝突.

裁が車はオシヤ 3りとなった.
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PTA の岨らが fあったらいいな.こんな学校J 金告い冒聾に.行政と空事して小学技師校庭

に円形テラスを作り一般公開. 1$堰と 学伎を結ぶ活動をしていこうとがんばっているイベン

トだ. 今回は、アコーデイオンにクラ M ネットとバイオ~;...-のセッションとなった.クラ日

ネットは近所に住む 19 躍の音大生.アコーディオyの管色が軒きだという盤女は.将来の進

聞に悩んでいる.今回の.，加でちょっと括聞を見い出

したようだ. 地援の女戸コーラスにもアコーデイオン

k クラリネァトのアンサンプルで伴奏.聞いていたア

コースティ γクなバンドグループのメンバーから fア

コーデイオンと組んでみたいj 白戸も上がった.

今年の 2 月 -3 月はいつにな〈植者専の開会に恵まれ、他的イベントも古め毎週のよヲにア

コーデイオンで操り出していた.多摩市町ゅう桜ク丘駄の集いにも出繍{描瞳 AC) したが.

その全面から駄の 20 刷年I!~イベントに出簡を聾附された. いま、その自前奏をプラスとの
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イオン金プラスアンサンプルとなり 横奏も上々、客足も柵えた.互いの膏磁的感性が伺Eに制調院し合
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fちょっ』とひといきコンサート in 府中j で もチェロのe加があ

ったが.昨今、附遣の音大生のように脊療を写控してもその置で生

きてい〈 ことの雇 しさを感じている多〈の学生がいて.音療の専門

的な力をもちながら他町職曜に世〈倒が圧倒的となっている.一方.

中学.高俊ではと〈にプラスが盛んで.コンクール出・のために院

を磨き.高いテタエ ッ クを身につけた学生が1iI年大量に役に排出さ

れている.しかし、いったん社会に出ると幾却を置ける置は閉ざさ

れている.

そんな中、改めてアコーデイオンの果たす世酬が見直されている

のではないだろう泊、 アコーデイオンI念日ズムもコードむ出せてメロディーもひける. 他の

模様と組んでも峨々な世酬を担えるということだ. 弦祭器や菅舟僻などl~旋律的楽掛にはそ

のバックで$加できる.というように. 一昔前は弦楽園亘書とか、弦療トリオとか特にク

ランククの世界では療器が固定され、アョーディ*ンが入り込む余触は" か勺たが.量近は

何でもありだ.峨々な療器と組み合わせることで新たな魅力が広がっている.アコーデイオ

ン町枇停でもシュテファン ・ 7 ";/;/ ングさん舎はじめ.トロンボーンと阻んだり.曹と組ん

だりと.樺々な院みがされている. rア コーデイオンが昨れているJ と批判した若者がいたが.

アコーデイオンだけで固まらないで他楽器と積極的に鰻摘していくことは今睡アコーデイオ

ン町大きな疎姐だ. 

さて、わが三多摩世室、 10 代、 20 代田著者を迎えてちょっ企活気づいている. とはいえ

曲代をこすメ ンパーが圧倒するのだが.その分.個々の人生町中でアコーディオyがしっか

りと宜精している臨がうかがえる. 最近『幻町衆締印LAl をてい入れたメ ンバーもいるが

これもそんな現れかもしれない.曲面にも情怖を傾け個圃を積蝿している菊地さんは.そニ

でアコーデイオンを弥〈と b寸.抽と音調慢の融合、ニれは音楽町聾島市だ.伊藤さんはブル

ガリアンダンスを習い、そこにアコーデイオンを取り入れたいとタロマチックアョーデイオ

ンをがんばっている. 自を且唖る前進ぷりの宮久保さんは fエデン町東』の院彊コードをみ

ごとにつかめるようになったし.直ちゃんは十世年間.皆鋤で過している. 80 織を組えたを2

IJI!さんをはじめゼンザーズ町メンパーもがんばっているという . 老人いじめの医聾制度が週

行する中.負けないで元気に生きていって日しいと思う. アコーデイオンがそ白支えになれ

ば本軍である.
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fちょっとひといきコンサート In 府中j でもチa ロの・e加があ

。たが.昨今.的避の音大生のように膏畿を専攻してもその遭で生

舎てい〈 こどの信しさを感じている多〈町学生がいて.膏濃町専門

的なカをもちながら他町職畢に量〈倒が圧倒的となっている.一方.

中学.高校ではとくにプラスが盛んで.コンクール出樋のために範

を磨き.高いテ タ エ シタを身につけた学生訓，毎年大量に世に排出さ

れている.しかし、いったん祉会に出ると蝿揖を融ける道は閉ざさ

れている.

そんな命、改めてアコーデイオンの操たす世酬が見直されている

のではないだる うか. ア 2ーデイオンは 9 ズムむコードむ出せてメロディーもひける. 他の

機器と 111んでも峨々な世酬~抱えるということだ.弦到匹砲や智i$l1IIIな ど I~使f~'"幾掛にはそ

のバックで$加できる.というように.一普前は弦幾四E曹とか.~鍵トリオとか.特にク

ラシックの世界では療法が固定され.アョーデイオンが入り込む余地はf.か勺たが.量近lま

向でもありだ. 様々 ft*掛と組み合わせることで新たな魅力が広が勺ている.アコーデイオ

ン的批思でらシュテフ γ ン ・ フ'2'/ ングさんをはじめ. トロンボーンと組んだり.置と組ん

だりと.檀々な前みがされている. rアコーデイオンが昨れているJ と批判した智者がいたが.

アコーデイオンだけで固まらないで他業器と積極的に鑓繍してい〈ことは今後アコーデイオ

ンの犬舎な..だ.

さて.わが三多摩敏章、 10 代、 20 代町若者金迎えてらよ。と活気づいている. とはいえ

田代をこすメ ンバーが圧倒するのだが. その分.個々の人生田中でアコーデイオンがしっか

りと宮脅している聾がうかがえる.最近「町町衆鼎.回I.AJ をていλれたメ ンバーもいるが

これもそんな現れかもしれない. 柚画にも情熱を傾け個圃を掴圃している葡婚さんは.そ こ

でアコーデイオンを梯〈という.睦と音療の融合、これは青海町捷凪形だ.伊峰さんはプル

メ19 アンダンスを曹い‘そこにアコーディオyを取りλれたいとタロマチフクアコーデイオ

ン金がんばっている. 自を見唖る前進ぷりの宮久保さんは『エデンの車J の暁掴コード~み

ごとにつかめるようになったし.直ちゃんは十敏年間.皆勤で過している. 80 織を岨えた鐙

皿さん舎はじめゼンザーズのメンパーもがんばっているという . 曹人いじめの直書割置が通

行する<1'.負けないで元気に生きていってほしいと思う.アコーデイオンがその支えになれ

ば本舗である.
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