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新 しい教 則 本 の刊 行 に 向 け て

8月 に都内で行った、新教則本 (会報恥6P2参照)

試用版を使った公開レッスンの模様と感想を聞
いてみました。  (文 責 :会報編集 0長谷川)

〈受講生〉
。オルガンの弾き方の基礎を改めて学び、楽 し

くレッスンを受けることができた。 (高 3)
・ ポジティヴオルガンを習っていたので手鍵盤

の弾き方は慣れていたが、足鍵盤の経験があ

まりなく苦手意識を持っていた。が、テキス

トの中の足鍵盤の幅を覚える練習をしてずい

ぶん弾きやす くなった。バッハ以前の音楽の

特徴や、各声部を歌のように弾 くことなどを

教えていただきとても勉強になった。 (中 3)
0手の形、座 り方、ペダルの使い方など基本的

な事柄から確認できて良かった。発音時やリ

リースのコントロールは難しいもののイメー

ジを持ちやす くなり、課題曲の中で意識でき

るようになってきた。色々なテクニックや楽

曲の背景等が言葉で説明され、ますます好奇

心が湧いた。 (小 4)
・ ピアノとは弾き方が違って戸惑った。足鍵盤

の踏み方やタイミングが難しかった。

オルガンの歴史や仕組みの話はとてもわか り

やすかった。オルガンを知ったことで音楽の

幅がさらに広がり貴重な体験になった。(中 3)

〈執筆者〉 近藤 岳氏

現代に見合った新たなオルガン教則本、従来

とは違う魅力ある教則本とは ?目 下試行錯誤し

ている。この トライアルでは、講師のわか りや

すく丁寧な指導と受講生の取 り組み、また各方

面から素晴らしいヒントや手ごたえ、今後の課

題を得ることができた。幅広いレパー トリーを

演奏する際に、この教則本の技術要素や音楽が

「橋渡 し」となり、多 くの奏者の役に立てば嬉

しく、内容を更に精査中。楽しみにお待ちくだ

さい !

〈講師〉 梅干野 安未氏
ガイドがあることで、受講者側の目的に応じ

てレッスンで使い分けできた。

各項 目ごとに丁寧な説明があり、よくまと

まっている印象を受けた。

教える側が教則本の意図を良く理解した上で

伝える必要があると思う。

0恵講した会員〉A～ Cの 3人の方に聞きました

A バロックとロマン派のアーティキュレー

ションの違いをどう教えるか、(どちらを先
にしたら良いか、或いは並行して教えるのが

良いか)と いう話し合いが興味深かった。
B レガー ト奏法とバロック奏法の順番に最初
は違和感を覚えたが (バ ロックからロマン派
以降のレパートリーヘと学習する場合が多い

と思うので)、 意見交換で話を聞いているう

ちに、教則本として一冊を進めるなら、ビア
ノで慣れ親しんでいるレガートからバロック

奏法へ進む方が自然なようにも思った。
B 「バロック奏法」が「アーテイキュレイ

テッド奏法」と書かれている教則本がある、

というお話があった。「バロック奏法」の表

記よりも「ノン・レガー ト奏法」や「アー

ティキュレイテッド奏法」という表記の方
が、教則本の「テクニックを習得する」とい

う目的に沿うかもしれない。
B 全体 として、オルガン演奏に必要なテク
ニックとエチュードが厳選されていて非常に

使いやすそう。刊行が楽しみ。
B 小さなエチュード曲には教会旋法も取 り入

れられ魅力的で、教則本にありがちな「つま

らない」印象がなく良いと思う。

C 10代 だけでなく一般のオルガン学習者も取

り組みやすいよく知られた既存の曲も収録で

きると良いのではないか。
B 紙面の制限で楽譜掲載は無理でも「こんな

曲を弾いてみよう」と既存の曲が例示された

ら使い勝手がさらに良くなるかもしれない。



第 10回 全国大会 2019の お知 らせ

会報 No。6に もありますように、2019年 8月

29日 (木 )～31日 (土 )、 大阪・いずみホール

を会場に第10回 全国大会が開催されます。今

回は「育成と支援」をテーマに掲げ、日本オル

ガニス ト協会とホールが共催という初めての形

を取ることや新人演奏会とは別に催される点な

どが今までにはない画期的なことです。また大

阪での開催は第 1回全国大会 (1984年 )以来

35年ぶりとなります。今回はドイツロマン派オ

ルガン音楽のスペシャリストであるアルフィー

ト・ガス ト氏 (リ ューベック音楽大学教授)を

大会実行委員長 久野 将健

お招きし、オープニングは「アルフィー ト・ガ

ス トリサイタル」で幕を開け、2日 目は「ガス

ト氏講演」、「マスタークラス」、「懇親会」、 3

日目は子どもたちがオルガンに親しむ「いずみ

子どもカレッジ」、「ガス ト氏を囲んでのデイス

カッション」、クロージングは「5名 の関西出

身若手オルガニス トによるガラ・コンサー ト」

など多彩なプログラムが予定されています。多

くの会員の皆さんが大阪にいらして全国大会を

盛り上げてくださいますよう、ご協力をよろし

くお願いいたします。

今年の夏から秋にかけて豪雨、台風、地震など、大きな自然災害が続きました。被害に遭わ

れた方々に心よりお見舞い申し上げます。会員のみなさまが関わつているオルガンに被害が

ありましたら、協会事務局にご―報いただけますよう、お願いいたします。

支 部 だ よ り

輻東日本支部

東日本支部長 徳岡め ぐみ

毎年3月 に行っている研究発表会を「東日本支

部交流会」と名前を変え、内容をリニューアルし

て開催することとなりました。会員同士が気軽に

情報交換や近況報告ができる場を作 りたいと考

え、研究発表や報告、紹介などを分かち合った

後、茶話会による親睦の時間を持ちたいと思いま

す。2019年 3月 3日 (日 )14時 より、会場は前年

度と同じ早稲田奉仕園で行います。発表者の応募

締切は11月 30日 (金)と なっていますので、ど

うぞ奮ってご応募ください (詳細はNewdetter 8

月号もしくは協会HPを ご覧ください)。 そして、

一人でも多くの会員の皆さまのご参加をお待ちし

ています。

躙関西支部

関西支部長 久保田真矢

関西支部では以下の活動をいたしました。

010月 1日 (月 )会報「秋のおたより」発行
。主催事業 :①9月 1日 (土 )廣野嗣雄氏 (東京

藝術大学名誉教授)に よる 《みんなで学ぼう、

バッハの『オルガン小曲集』～その構造から演

奏の手掛かりを見出す～》日本聖公会神戸聖ミ

カエル教会にて開催。参加者95名 (う ち一般

60名 )、 ②ll月 9日 (金)イ ヴニングコンサー

ト (出演 :大野京子氏、清水真理子氏、鈴木開

氏、堀香織氏)東梅田教会にて。

・協力事業 :①東梅田教会「パイプオルガンコン

サート」秋のシリーズ10月 1日 より開始 (12月

10日 まで)②桃山学院大学「第138回 チヤペル

コンサー ト」10月 20日 (土 )出演 :Org.疋 田

朋子氏、Sop.辰巳司峰氏。

躙西日本支部

西日本支部長 吉田 仁美

08月 12日 (日)カ トリック宇部教会 (111口 県宇音Б市)

夏休み企画「パイプオルガンわくわく体験、パ

イプを作ってみよう」

パイプオルガン製造家の中井郁夫さんを講師と

して、小学生から大人まで30人の参加者で音

の出るパイプを紙で作りました。

011月 18日 (日)14:00 山ロサビエル記念聖堂

演奏の場を広げるために、山ロサビエル記念聖

堂のご協力により、オルガニス ト協会西日本支

部共催「パイプオルガン・メデイテーション」

を行えることとなりました。この活動は去年か

らスタートし、今回が 2回 日、応募により石橋

薫さんが演奏する予定です。
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オルガン

に聞く●

バウで働かせていただき、その後独立してマン

ダー社公認ビルダーとして設置からメンテナン

ス、また別の国内外のオルガンにも携わってい

ます。

―一一理想とするオルガンの様式や音色などは

どんなものですか ?

大久保さん 最初にイギリスのオルガンに触れ

たからか、人の声、歌と溶け込むチフ音の少な

い19世紀イギリスの特徴である柔 らかい音色

が好みです。歌日の調整が難しくニッキングの

入れ方に工夫を要します。Open Diapasonのや

さしく包んでくれるような音色に安らぎを感じ

ます。

一一一オルガニス トに最も見てもらいたいご自

分の楽器 1台を選ぶとしたら?

大久保さん 実は、ポルタティフ (安土文芸セ

ミナリヨ所蔵)以外は、自分一人で作った楽器

といえるものを、工房スペースや他の条件が整

わずまだ製作 していません。が、自分が携わっ

たものでは、ロンドンのセント・ポール大聖堂

のスミス・オルガンをウィリス・マンダーが修

復改良してきたもので、新 しいス トップClari―

bel Flute8'を作って納める作業をさせてもらい

ました。そして大阪の桃山学院大学に設置され

たマンダーオルガンのTrumpet8'は 、社長と一

緒に再整音したス トップです。

関西中心に仕事をしていますが、これからオル

ガニス トの方々と意見交換 しながら各地のオル

ガンの調整をしていきたいと思っています。

会報編集をしながら、ある日協会名簿を眺めて思いました。

協会にはオルガンビルダー諸氏も名を連ねていますが、オル

ガニス ト達との接点があまりなく、もう少しオルガンビルダーの

方々の現状や意見を知り交流を深めていければ。果ては、不具合

をすぐ見てもらえたり調整方法を教わったりできる、もっと気軽

な関係を築ければ、と。

理事会での話 し合い、了承を得て、特別会員 。賛助会員に名

を連ねるオルガンビルダーの方々に「インタビューさせてくださ

い」とお願いし、ご承諾いただいた中から50音順でこれから少

く久保 壮介さん
そ う す け

一一―オルガンに関わる仕事をしようと思つた

のはなぜ、そしていつ頃ですか ?

大久保さん 西宮市で育ち、小学生のときに教

会で初めてオルガンと出会い、「不思議な形を

した楽器」に会いたくて神戸の教会をいろいろ

訪ねて回りました。当時はオルガンがある教会

は少なく、初めてオルガンを生で聞いたのは大

阪のコンサー トホールでした。カトリックの学

校で高校時代を過ごしたので、オルガン音楽に

親しみと憧れを感じていました。しかし鍵盤楽

器を習ってはいなかったので、それならオルガ

ンを作る、というのはどうだろうか ?と いう考

えに至ったのです。

高校卒業時にはオルガン製作なんて、と親に

反対されましたが、まずは親を説得するために

語学から習得しようとアメリカヘ留学、大学で

はテクノロジー専攻で家具製造技術を学びまし

た。英語で一般教養科 目を学ぶのは大変で し

た。

一一一オルガン製作はどこでどのような修行を

したのですか ?

大久保さん 大学卒業前に世界を見ておこうと

ヨーロッパヘ。ロンドン市内にあるマンダー社

を訪問したら、社長、そこで働 く職人、ヴィク

トリア時代の学校校舎だった工房に一瞬で魅せ

られてしまいました。話をしたら修行させてく

れる、ということで受け入れてもらい、卒業後

マンダー社で4年 間、木工・パイプ作 り・整音

まで一通 り学びました。帰国後はマナオルグル

永田穂氏 (音響設計)が、2018年 8月 7日 に逝去されました (93歳 )。

永く、当協会を応援してくださいました。感謝申し上げるとともに、ご冥福を心から祈ります。

一大
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しずつ紹介していきます。 (会報担当 :長谷川美保 )


