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誌面に掲載した記事・写真等の無断複製・転
載等はお断りします。
お問い合わせ・ご意見は狛江市地域活性課へ

音楽あふれる街−狛江
狛江市では、質の高い活発な音楽活動がくり広げられている。芸術文化活動
の拠点エコルマホールをはじめ、西河原公民館などの施設で多くの音楽団体が
年間を通じてコンサートやライブを催し、市内の学校の多くが音楽教育に熱心
に取り組みコンクールで優秀な成績を収めている。また、作曲家や演奏家など
プロの音楽家も多く住み、市民とともに音楽の普及に努めている。狛江の音楽
の「いま」を1年間にわたって紹介します。
狛江市は平成18年度に「音楽の街−
狛江」構想を策定、翌年度から構想実現
に向けて積極的に取り組んできた。
当初は
「音楽の街−狛江」推進事業実行委員会
に、22年度からは狛江市文化振興事業
団に委託し、コンサートなどの音楽イベン
トを催している。

「私の街のコンサート」
狛江市では、構想策定以前から「初夏
の音楽会」をはじめ、市民団体による地
域に根ざした積極的な音楽活動が行われ
てきた。
かつて市内には「子どもからお年寄り
までだれもが楽しめる音楽会を」とプロ
の演奏家と音楽愛好家らが中心となって
昭和61年4月に結成した「私の街のコン
サート」という市民団体があった。
元NHK交響楽団第２バイオリン奏者
で、前狛江市文化振興事業団理事長の堀
江悟さんが代表となり、手ごろな値段で
プロが出演するコンサートを定期的に開
いた。
その第1回として、同年６月にみずほ幼
稚園のホールで、堀江さんと妻のフルー
ト奏者堀江伶子さんらが出演したコン
サートを開催。以後、
当時市内唯一のホー
ルがあった福祉会館に拠点を移し、福祉
会館建て替えにともない平成４年5月の
第14回目で幕を閉じるまで、年に２、３
回ずつ続けられた。この間の出演者は、
N響を中心に堀江さん夫妻の音楽仲間な
ど総勢50人余りを数えた。
「音楽家と愛好家が交流を深めなが
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新連載

の演奏だけでなく、演奏者の息づかいが
わかる小さな規模のコンサートやトークを
交えたライブも、音楽の裾野を広げ、楽
しさを知ってもらうことにつながり大切で
す」と強調している。

ら、狛江を音楽あふれる街に」を合い言
葉に、コンサートの演奏曲目や
出演者を会員などが話し合って
決めたほか、小さな子がいる
人のためにコンサート前のゲネ
プロ（直前のリハーサル）を
公開したり、演奏会を子どもと
おとなの2部構成にし、保育室
を設けるなど、当時としては画
期的な試みも行った。
市役所市民ひろばで開かれた楽市のミニライブ
また、エコルマホール建設
の際は、会員の多くが構想の策定などに
関わり、市民の希望が反映された。
楽市 フリマと音楽コラボ

音楽通して広がる人の輪
狛江に住んで40年という堀江悟さん
は「音楽家は各地の演奏会に出かけて、
自分の住む街は
帰って寝るだけ
の場所になりが
ちですが、
『私の
街のコンサート』
のおかげで、大 エコルマホールで音楽
好きな狛江に音 について語る堀江さん
楽仲間だけでなく、さまざまな人との交
流の輪が広がり、貴重な経験を積むこと
ができました」と振り返り、
「演奏家と聴
衆という関係だけではなく、地域の人と
輪になって気軽に音楽を楽しむ場を作る
のは大切なこと。
『音楽の街−狛江』
にとっ
ても重要です」と話している。
狛江市文化振興事業団の理事長とし
て、ロビーコンサートなどに関わった経
験から「エコルマホールなど大ホールで

11年続くミニライブ

市役所前市民ひろばで毎月
演奏会
催される「こまえ楽市」
（こま
え楽市の会主催）は、フリー
マーケットと音楽発表の場として知られ
る。
楽市は、市内の商店が力を合わせ、フ
リーマーケットなどの市を開いて街の活
性化とにぎわいをめざそうと菓匠・志むら
の山岸秀宣さんが狛江市商工会などに働
きかけて11年前に始まった。
会場で午前と午後に開かれる「ミニラ
イブ」は、ミュージシャンの卵や音楽愛
好家団体の発表の場をつくろうと楽市の
スタート時から催しており、出演希望者
も多い。平成19年度からは22年度まで
「音楽の街−狛江」のイベントとして位
置づけられ、プロのミュージシャンのライ
ブを催し、
「音楽の街−狛江」に携わる委
員らが裏方を手伝うなど、コラボレーショ
ンが進んでいる。

狛江市発行
音楽と花の競演

桜庭サロン 自宅でコンサート
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東北地方太平洋沖地震で被災され
た方々に心よりお見舞い申し上げます。
また、1日も早い復興をお祈りいたし
ます。

和泉本町に住むクラヴィコード奏者の
佐伯恵美さんが主宰する音楽サロン。
佐伯さんは、パイプオルガンを学ぶた
４月の音楽カレンダー
めに留学したオランダで、ピアノの先祖と
●1日 20 : 00 Weeping Harp Sen
も言える古楽器クラヴィコード
桜庭サロン
oh＆ Boogie Woogie Boys add9th
ステージ
に出合ってその深い音色に魅
☎3480-4996add9th
了された。帰国後は日本各地
サートではティータイムを設け、佐伯さん ●2日 17:00 都立狛江高等学校吹奏
や友人の手作りの菓子を出すほか、演奏
でクラヴィコードやオルガンの
楽部第28回定期演奏会 エコルマホー
ル☎3489-2241狛江高校
演奏活動を行うとともに、古楽器の研究
だけでなく楽器を見たり、触れたりできる
●3日 11:30/13:00 楽 市 ミ ニ ラ
時間も設けており、演奏者の息づかいや
を続けている。
イブ 市 役 所 市 民 ひろば ☎3480約5年の留学時代にはオランダをはじ
人柄に触れられると、毎回好評だ。
2074志むら
めヨーロッパ各地の個人の家や小さな教
ことしの演奏会は、
●7日 19:30 ジ ャ ズ・ セ ッ ション
add9th
会で行われるサロンコンサートに出かけ
４月１７日午後２時、震災復興を願って・
た佐伯さんは、いつか自宅でもサロンコ
八重桜花見コンサート「小鼓の調べ」
、 ●8日 20:00 ライブ（ 稲 葉 社 子/田
村勝美）add9th
参加費2,500円
（茶・ ●9日 14:00 かわせみコンサート か
ンサートを開きたいと考えるようになっ 演奏：藤舎花帆さん、
菓子付き）
た。12年前に、3歳の時から住んでい
わせみ館はラテンの季節 谷戸橋地区セ
ンター ☎080-1282-8166神原
５月１５日午後２時、バラガーデンコン
た家を改築するのに合わせて、大きな
20:00 ライブ（Maccoy 池田
サート「バロックヴァイオリンの響き」
、 ●
ホールとは違う、身の丈に合った家庭的
/大坪裕喜/西和哉）add9th
参加費3,000円
（茶・ ●13
なコンサートを開く夢の実現に取りかかっ 演奏：竹嶋祐子さん、
19:00 能楽体験講座（能楽
菓子付き）
た。庭にある八重桜をシンボルツリーに
入門1謡・舞いに挑戦）エコルマ展示
多目的室☎6671-2137狛江能楽
定員は各回先着30人。申し込みが多
し、バラなどを植えて整備、庭に面した
普及会
約40㎡の居間を「桜庭サロン」
と名づけ、 い場合は夕方の開催も検討するという。
20:00 あ の 頃 の ポップ ス
●15
2001年に初のコンサートを催した。以
問 い 合 わ せ・申し 込 み はEメ ー ル
add9th
来、毎年桜とバラの開花時期にサロンコ （komaesakuratei@yahoo.co.jp） ●16
15:00 ピアノと詩のコンサート
泉の森会館☎5438-2773ナナの家
ンサートとオープンガーデンを開催、コン
で桜庭サロンへ。
20:00 タ ン ゴ・ ナ イ ト
●16
add9th
13:00 カラオケ発表会 西河
●1
とフルートの演奏を行った。
演奏会
原公民館☎3480-0440佐藤
芸術家のアウ 高齢者、
障がい者に
両日ともフルート奏者の吉
10:00 お 母 さ ん と 幼 い こ
●21
トリーチ活動 生の演奏プレゼント
岡さんとピアニストの津島圭
どもたちのための絵本サロン アコー
ディオン演奏 上和泉地域センター☎
「音楽ホールに出かけにくい人にプロ
祐さんが出演。老人福祉施設ではスライ
3489-9101上和泉地域センター
の演奏を」と、エコルマホールを運営す ドを交じえ、
ドルドラ「セレナーデ」
、
ビゼー
19:30 ジャズ・セッション
●21
る狛江市文化振興
「
『アルルの女 』
add9th
事 業 団 が3月2日
より『 メヌエッ ●22
20:00 ライブ（野間瞳/安藤
と3日に、高 齢 者
ト』
」などのクラ
伸彦/土屋周平/福森康）add9th
20:00 ライブ（菊地りか/小
福祉施設など4カ
シックのほか「夕 ●22
野雄司/石川栄一）add9th
所で初の演奏会を
焼け小焼け」
「荒
14:00 かわせみコンサート
●23
開いた。
城の月」
「蘇州夜
ウッドベースに惹かれて 谷戸橋地区セ
この 演 奏 会 は、
曲」などの高齢
ンター☎080-1282-8166神原
14:30 フルートハーモニーの
公共ホール活性化
者にもなじみ深 ●24
がわ創立5周年記念演奏会 仙川アヴェ
事業のひとつ「芸
い曲を演奏した。
吉岡さん（右）と津島さんの生演奏にうっとり
ニュー・ホール☎5438-2320鎌田
術家のアウトリーチ
ピアノがあるあ ●27
14:00 みんなのうたごえ広
活動」として、財団法人地域創造と共催
いとぴあセンターでは、バッハ「ポロネー
場 み ん な の 広 場 ☎090-98082810オオクマ
で催されたもの。4日にエコルマホール
ズ」
、ショパン「幻想即興曲」などのクラ
18:30 メーデ ーうたう会in
●27
で開かれた「吉岡次郎フルートリサイタ
シックの名曲を披露したほか、難曲のモ
狛江 みんなの広場☎090-9808ル」とセットとなっており、初日は「こま
ンティ「チャルダッシュ」を演奏した。ピ
2810オオクマ
え正吉苑」と「こまえ苑」
、2日目はあい
アノを囲んだ聴衆は、間近で見る激しく ●30
20:00 ライブ（辻邦博/続木
力）add9th
とぴあセンター 4階の訓練室で「こまえ
華麗な手の動きを真剣な表情で見つめな
＊日付、開演時間、会場、電話番号（2
工房」
「ポンテ」の利用者を対象にピアノ がら、うっとりと聴き入っていた。
回目以降は省略）
、問い合わせ先の順

