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音楽の街−狛江
エコルマ企画委員会

ハーモニカ 普及めざし多彩な演奏
音楽祭
16日に10組が出演

音楽の街−狛江を推進

ハーモニカの多彩な魅力を多くの人に
知ってもらおうと
「狛江ハーモニカ音楽祭」
（多摩ハーモニカ俱楽部主催、狛江市、
市民に人気の高い駅前ライブ
狛江市教育委員会、狛江市音楽連盟など
を催す学校公演事業、福祉施設などに生 後援）が10月16日午後1時30分から
駅前ライブなど多彩な事業展開 の演奏を提供するエリアコンサート（12 エコルマホールで催される。
狛江市内で平成17年から活動を続け
狛江市民の文化・芸術活動をさらに活
月以降に予定）
、
「音楽の街−狛江」のシ
（代表・
性化し、魅力ある街づくりを進めるため、 ンボルコンサートである「夢コンサート」 ている「狛江ハーモニカ季の花」
平成18年度に「音楽の街−狛江」構想
など多彩な活動を精力的に展開している。 河邊幹雄さん）をはじめ、ザ・ノーブラン
が策定された。この構想を具体的に推進
狛江市民まつりでは、
「音楽の街−狛江」 ズ、80代の現役演奏家内田義三さんら
する中心となっているのが、音楽の街− のロゴマークの焼き印が入った今川焼き 著名なバンドや演奏家などプロやアマの
狛江 エコルマ企画委員会（木津陽介会
の店を出店しているが、ことし初めて音 団体と個人10組が、クラシック、タンゴ、
日本古謡、
演歌など幅広いジャ
長、委員13人）である。
楽イベントでも参加する。プロの音楽家 シャンソン、
ンルの曲を約2時間演奏する。入場料は
委員は全員が市内在住で、洋楽や邦楽
のほか、公募による団体も出演し、通常
1,000円。
のプロの音楽家も加わっている。委員は、 の駅前ライブを拡大して行う予定だ。
河邊さんは、ハーモニカをもっと普及
構想に示された①市民文化の振興と地域
委員会では10月から、誰でも気軽に
させよ
うと、多摩ハーモニカ俱楽部を18
の活性化②高度な水準の
体験できる打楽器のワー
芸術に市民が気軽に触れら
クショップを催し、１１月開 年に設立。市内で初心者向けの講座を催
れる機会の提供③児童・生
催の「国際交流夢コンサー すほか、カンボジアの小学校へハーモニ
徒の音楽活動の推進、将来
ト2011」の舞台でプロ カをプレゼントするなどの活動を続けてき
た。音楽祭もこうした活動の一環で、昨
の「音楽の街」の担い手
と共演する。
ロビーコンサートの会場設
づくり④若手・新人の音楽
今後は、音楽を楽しむ 年初めて開催され、人気を集めた。この
営をする委員
家に対する活動の場の提供
機会の少ない子育て中の 時の聴衆から毎年開いてほしいという要
⑤外国人音楽家の支援・交流を通じた国
親を対象にした音楽イベントなどを企画し、 望が多く寄せられたため、昨年に続いて
際化の推進という５つのアプローチに沿っ 「音楽の街−狛江」の推進に取り組んで 開催することにした。また、音楽祭の収
益の一部でカンボジアへハーモニカを贈
て、事業を実施しているほか、毎月1回
いくことなどを検討している。
る予定に
している。
集まって、事業の企画などについて話し
木津会長は「出演者との交渉などが大
問い合わせは☎080-5005-7330
合っている。
変だが、メンバーの3分の２が音楽家な
平成２2年度から活動拠点を狛江市文
ので、そのネットワークをいかしてさまざ 河邊さん。
化振興事業団に置き、事業団と共同で事
まなジャンルの音楽を提供している。こ
業を実施している。
れからは、市内の音楽団体などと連携し
開催する事業は年間２０数件にのぼり、 て音楽活動をさらに活発化させたい」と
狛江駅北口交通広場での駅前ライブ、市
話している。
問い合わせは☎3430-4106狛江市
役所のロビーコンサート、音楽クリニック
文化振興事業団。
などの学校協力事業、校内でコンサート

演奏する狛江ハーモニカ季の花

狛江市発行
セントポリア 音の良さにこだわり
コンサート
50席の音楽ホール
ホール
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ニストの指の動きが見られるのも人
気だ。
オープン以来、ピアノを中心とし
た室内楽の演奏会や音楽教室の発表
会、さらにはリサイタルを前にしたリ
ハーサルに利用する音楽家もいる。
利用時間は午前10時〜午後9時。
不定休。
予約、内見などは事前に連絡が必
要。
問い合わせは☎6240-5541セ
ントポリアコンサートホール。
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10月の音楽カレンダー
●1日

14:00 かわせ みチャリティーコンサ ート
（Hawaii Loa/森 山 澪 ）谷戸橋地区センター☎

080-1282-8166神原
●1日 20:00 ライヴ（Ｋｅｉｋｏ−ｐ＆ＹＵＫＩＥ）
add9th☎3480-4996同店
●2日 11:00/11:30/13:00/13:30 狛江
楽市ミニステージ（HONEY+/李 英香）市役所市
民ひろば☎3480-2074志むら
●6日 10:00 狛老連芸能まつり エコルマホール☎
3489-4633海野
●6日 19:30 ジャズ・セッション（内田裕之/柳原
達夫）add9th
●7日 20:00 ライヴ（ 稲 葉 社 子/田 山 勝 美 ）
add9th
●8日 16:00 小曽根真ピアノ・リサイタル エコル
マホール☎3430-4106狛江市文化振興事業団
●8日 20:00 ライヴ（松井洋/柳原達夫/上村計
一郎）add9th
10:15 歌声広場 谷戸橋地区センター
●1
☎0423-76-9585いずみ会
20:00 ライヴ（Maccoy池田/大坪裕喜）
●1
add9th
（畠
14:00 かわせみチャリティーコンサート
●15
ピアノが置かれたホール
山美津子/宮川康子）
谷戸橋地区センター、神原
16:00 馬頭琴コンサート（大内雅彦）カ
●15
レーショップ・メイ☎3480-3468同店
20:00 ライヴ（辻邦博）add9th
らコミュニケーションを深め、午後は ●1
マンドリーノ やさしい音色奏で
ｔ
ｈ 榊原
13:00 駅前ライブ（めいとろｗｉ
●1
自主トレーニングを続けている。会
徹）狛江駅前交通広場、狛江市文化振興事業団
22日にコンサート
TAMA
員全員が女性で、年齢層は40代か ●16
13:00 昔の少女合唱団コンサート 西河原
マンドリンとギターの演奏活動を ら80代までと幅広く、結成当時のメ
公民館ホール☎044-977-3229栗山
13:30 狛江ハーモニカ音楽祭 エコルマ
●16
行っているマンドリーノTAMAが、 ンバーが現在8人いる。
ホール☎080-5005-7330河邊
10月22日午後2時からエコルマ
今回のコンサートでは、
「美しく青
10:30 歌声広場 南部地域センター、
●18
ホールで第１１回のコンサート（狛江
きドナウ」
「ペルシャの市場」
「パリの
いずみ会
市、狛 江 市 教
空の下」など映 ●20
19:30 ジャズ・セッション（内田裕之/柳
原達夫）add9th
育 委 員 会、狛
画音楽となじみ
20:00 ライヴ（野間瞳/安藤伸彦/土谷
江市音楽連盟
の深いクラシック ●21
周平/紺野智之）add9th
後援）を催す。
を中心に演奏す
20:00 ライヴ（夏目路代）add9th
●22
マンドリーノ
るが、初めてフ ●22
14:00 マンドリーノTAMA第11回コンサー
ト エコルマホール☎090-6935-6287明石
TAMAは、 昭
ルート、パーカッ
初夏の音楽会での演奏
10:00 第8回いろい俱楽部歌謡まつり
和59年 に ギ
ションを加えて、 ●23
エコルマホール☎3489-6130野崎
ター・マンドリン同好会として女性
演奏の幅を広げ、楽しいものになる
14:00 みんなのうたごえ広場 みんなの
●2
12人で発足した。60年、現在の名
よう配慮したという。入場は無料。
広場☎090-9808-2810大熊
称に改めるとともに、指導者にギター
会場では東日本大震災の義援金の募 ●27
13:30 ロビーコンサート（サクソフォーン
カルテ
ッ
ト桜）
エコルマロビー、狛江市文化振興事
奏者の山本雅三さんを迎えて本格的
金も行う。
業団
な練習を始めた。62年に初夏の音
結成時からのメンバーの奥村喜代
20:00 ラ イ ヴ（ 倉 地 恵 子/天 野 丘 ）
●28
楽会に初出演して以来、毎年演奏を
子さんは「特定の人に負担がかから
add9th
披露しており、市民に好評だ。平成
ないよう、みんなで役割を分担して ●29
14:00 東日本 大 震 災チャリティーコ
ンサート（福島ゆき/日裏晶子） 泉の森会館☎
3年には初の単独コンサートを催し、 運営してきたのが、長く続いた秘け
５４９７-５４４４同館
以後2年ごとに定期演奏会を開いて
つみたいです。マンドリンは独特のや
20:00 ライヴ（菊池りか/石川栄一/小
●29
いる。これまでに韓国、中国など海
さしい音色を持っています。その音
野雄司）add9th
外で演奏も行った。
を低音のマンドラとギターなどが引き ●30
13:30 ケーナコンサート（クラベリーナ）
泉の森会館、同館
現在は団員も35人に増え、月2
立てハーモニーがうまく作り出せるよ
＊日付、開演時間、会場、電話番号（2回目以降
回、第2・第4水曜日に西河原公民 う努力しています」と話している。
は省略）
、問い合わせ先の順。掲載はNPO法人
館と中央公民館で練習。午前は山本
問 い 合 わ せ は ☎090-6935- k-press内わっこ編集部へFAX（3430-6743）
またはEメール（wacco@k-press.net）で。
さんの指導、全員で昼食を取りなが
6287明石さん。

和泉多摩川駅前の商店街にあるセ
ントポリアコンサートホール（東和泉
3-6-13セントポリア多摩川1階）は
ピアノや室内楽などのコンサートが
催せる音楽専用ホール。
４階建ての店舗付きマンションの１
階と２階部分を改装して、客席最大
50席のホールとピアノ付きのレッス
ン室2室を設け、平成19年にオープ
ンした。規模は小さいが、本格
的な演奏会が催せるよう、ホー
ル部分を高さ4.5mの吹き抜け
にしたほか、防音壁や二重扉に
し、空調の音も聞こえないよう
にするなど、音の良さにこだわっ
ており、利用者に好評だ。ホー
ルにはスタインウェイのグランド
ピアノを備え、２階席からピア

