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↑国立小児がんセンターで
↑おてもやんとひょっとこ披露
←日本語を勉強中の学生さんと

善久（Zenkyu）東日本後援会 クリスマス・ランチコンサートのお知らせ
日時/場所 12 月 25 日（火）12 時～15 時 / 土浦ロイヤルレイクホテル ２Ｆ
会費
会員 4,500 円 非会員 5,000 円
内容
美味しい料理（ソフトドリンク、デザート、コーヒー付き）アルコールは別料金
☆お食事は、円卓で各テーブル毎に用意
♪善久（Zenkyu）のクリスマスコンサート
素敵なプレゼントが当たる楽しいゲームを用意しております。
【お申込方法】
振込手数料の安価な郵便局の下記口座へお振込みの上、別紙の申込書を後援会事務
宛てＦＡＸ、または郵送してください。
★郵便口座
記号１０６１０
番号３０２２９４９１
★口座名義
善久（Ｚｅｎｋｙｕ）東日本後援会

申込み締め切りは、12 月 10 日です。ぜひご参加ください！

平成 19 年 8 月 25 日（土）
善久（Zenkyu）オカリナ&ケーナ門下生発表会２００７(横浜市教育文化ホール)
昨年に続き、今年も皆さんの熱演を拝見してきました。
今年は、個人 13 組、グループ 7 組の参加で、開演前
のホールはオカリナの音色が溢れ、皆さんの熱心さが
伝わってきました。
舞台の上では、皆さん全力を尽して一年間の成果を発
表され、中にはお孫さんから花束を渡されるなど、微
笑ましい光景も見られました。
参加者の中には遠く福島県や長野県からの参加者もあり、
善久先生のレッスンを受けたいと思う、並々ならぬ熱意を感じました。この記事を担当している私
も、夫と共に初めて参加させていただきました。
初めてのマイク、スポットライトに戸惑い、「訳分からない内に、終わっちゃったね。」と夫と話しなが
らホールに出ると、何人かの方から親しくお言葉を頂き、胸が温かくなるのを感じました。参加して
よかったなとしみじみ思いました。（記事/Ｍちゃん）

平成 19 年 9 月 30 日（日）
オカリーナ・アミーゴ 10 周年記念コンサート（茨城県南生涯学習センター）
当日は朝から冷たい雨でしたが、会場は満席（さすが
10 周年ですね）。
10 周年の歩みをナレーションに入れ、ピアノ今市トウル、
パーカッション継田和広のお二人の生伴奏。包み込む
ような善久(Zenkyu)の指揮で奏でるアミーゴ（24 名）
の演奏は息もぴったり、カンターレのやさしい素晴らし
い音色でした。
先生の汗の中にキラリと光るものが・・・胸が熱くなりま
した。
二部に善久(Zenkyu)コンサートを入れ一部と三部、15 曲の演奏を終えたアミーゴのみなさんに、も
う一度拍手を送りたいと思います。とてもすばらしいコンサートでした。
（記事/せいこ）

会員のページ
世田谷で生まれて、5 年目になった「オカリーナせたがや」です。
グループは、平成 15 年 2 月、下北沢のタウンホール
で開催の北沢区民講座｢初めてのオカリナ｣ 全 5 回で、
善久先生の御指導を受けたことからスタートしました。
講座終了後、有志 16 名でサークルを立ち上げ、初代
役員はジャンケンで 3 名を決めました。
そして平成 15 年 5 月、｢オカリーナせたがや｣

誕生。

会の名前は全員で考え、当時我々会員と、善久先生も
世田谷区民だったことから、“世田谷”は絶対に入れ
ようと、全員の意見が一致、“世田谷”を“せたがや”
と変えて、拠点を太子堂区民センターに置きました。
講座受講時、殆どがオカリナを手にするのは初めて・・・そんな私達が、善久先生のやさしくも熱心な、
御指導のおかげで翌年、平成 16 年には、｢門下生ファミリーコンサート｣に出演。
毎年 11 月に行われる「太子堂区民センター文化祭」には、｣平成 17 年から参加しています。
現在会員数 30 名の内、スタート当時のメンバーは、12 名在籍しており、初代役員であった浅田さんが、
今年のコンサートでは、ソロにも出演しました。彼女の頑張っている様子は、我々グループ全員の、大
きな励みになりました。
グループの平均年齢は進んでいますが、反比例するように気分は若返り、笑い声の絶えない愉快なグル
ープです。
憧れの善久先生に、お会い出来るのは、月 2 回の練習の内、1 回のみ。この日は出席率はぼ 100％、い
つもより、皆の笑顔が美しく輝いて見えます。
今の悩みは、練習会場が少なく確保が非常に困難であることです。
後援会活動は、遠方であることが多くて、なかなか参加できませんが、皆様が世田谷においでの折は、
どうぞ「オカリーナせたがや」を覗いてみて下さい。皆様を笑顔でお迎えいたします。

●善久(Zenkyu) オカリナ クリスマスコンサート
日時：平成 19 年 12 月 16 日（日） 東京都庭園美術館 新館大ホール
開場 15:00 開演 15:30
全席自由 当日券 4500 円 電話予約・前売券 4000 円
ゲスト：竹内永和（ギター）、田中明子(ピアノ)
●お問合せ先：上遠野(カドノ)音楽事務所

03-3568-1656

●平石耕一事務所 第 13 回公演 「風車の見える丘」
文化庁芸術創造重点支援事業

原作：旭爪あかね

音楽：善久(Zenkyu)

日時：平成 20 年 1 月 9 日(水）～14 日(月･祝）
アイピット目白

●お問合せ先：平石耕一事務所

03-6751-5514

上遠野（カドノ）音楽事務所
東京都港区東麻布 1-16-6 アトランテ東麻布 401
TEL03-3568-1656 FAX03-3568-1657
善久(Zenkyu)HP：http://www.zenkyu.com

今さら聞けない・・
あんなこと！
こんなこと！

♪音楽まめ知識
【オカリナ（オカリーナ）】 ocarina 〔伊〕
1860 年頃イタリアのドナーティが考案。リコーダーと同じ発音原理をもつ陶土製の鳩笛。

【エチュード】 etude 〔仏〕
練習曲。いろいろな楽器の演奏技巧の修得を目的とした楽曲。チェルニーの練習曲など。19 世紀
ロマン派の作曲家たちによる多くの演奏会用のエチュードは、技巧的ではあるが単なる練習曲の枠
をこえた性格的楽曲となっており、ショパン、シューマン、リスト、ドビュッシーなどの作品がある。

上遠野音楽事務所より（帰国便り）
お蔭様で無事にベラルーシ共和国から帰国しました。
ベラルーシの方々に、善久(Zenkyu)の演奏を楽しんでもらえたこ
とがとても嬉しく思います。首都ミンスクの他、スルツク市、
ファニポリ市などで 5 公演しました。最終日の公演では観客が
総立ちで拍手喝采でした。また、国立リハビリ・医療病院アク
サコフシナ（チェルノブイリ原発事故後に治療のため建てられ
た最初の病院）でもコンサートをして、入院患者さんに喜んで
もらえました。国立小児がんセンターの慰問では、日本から持
参した２００本のオカリナを子供達に渡すこともできました。
文化の違いに驚くこともありましたが、とても貴重な経験をす
ることができ、ご支援いただいた方々に心より感謝しておりま
す。
直井会長には、２公演、「おてもやん」で、ヒョットコのお
面と和装姿で踊っていただきとても好評でした。皆様にお見せ
できなかったのが残念です。監事の神山先生も、最終日に素敵
な着物姿で、開演前からベラルーシ人に写真を一緒に撮って欲
しいとねだられていました。
お土産話はつきませんが、善久(Zenkyu)がレッスン時にお話する
と思いますのでお楽しみに・・・。

善久(Zenkyu)東日本後援会
会長

直井重光

TEL0299-24-1509 FAX0299-24-0708
Mail: naohikaru@aol.com

【平成 19 年 10 月現在会員数】
●土浦オカリナ同好会

23 名

●オカリーナ・アミーゴ

24 名

●オカリナトゥッティ

24 名

●ポポの会

13 名

●オカリーナせたがや

28 名

●善久オカリナ教室

6名

●善久ケーナ教室

4名

●メープルひばり

3名

●オカリーナフレンズ

11 名

●個人会員

18 名

合計

154 名

善久(Zenkyu)後援会のホームページ
http://www.zenq-eastjapan.org

「会報が届くと読む」、「イベン
トがあると参加する」から、今
年度役員会に出席するようにな
り、少ない予算で後援会を運営
される役員の熱意にふれ、少し
でもお役に立てればという思い
に駆られました。皆様の御協力
よろしくお願いします。
（北斗七星☆）

編集後記
初めて、会報作りに参加させ
て頂き、皆さんのテキパキと
し た 仕 事 ぶ り に ビ ッ ク リ !!
また、善久先生を応援する姿
勢に心うたれました。後援会
員として、もっと沢山の輪が
広がる様に頑張りたいと思い
ます。
（ミッチ―）

