mail magazine

no.28_September 2013
Published by an e-mail magazine editorial department.
All rights reserved. © utanoichi okuda. No part of this pubulication may be
reproduced without the written permission of the Publisher.

第二十八号

「正派邦楽会創始百周年記念演奏会（上）」
メルマガnoichi28号、今月から2ヶ月に亘って『正派創始百周年記念演奏会』を特集します。
出演者1400名、スタッフ100名、総勢約1500名が結集した世紀の一大イベント。
出演なさった方も、客席にいらした方も、勿論いらっしゃれなかった方の為にも、
今一度お伝えさせて頂きたい正派百年の結晶です。

の天気予報では雨。しかし明

所は上野東京文化会館。前日

平成二十五年六月二日。場

関だったのかもしれません。

面の箏を準備するのですから一大事。最初にして最大の難

ので関係者の不安は募りました。なにしろ差し当たり五百

流れ作業になっています。とはいえ、今回は数が数だった

さて、ある程度楽器が出揃ったところで、調弦係は調弦

けてみれば当日は曇り空で幸
先よく、上野公園に広がる新

を開始。時間に猶予はないけれど、絶対にミスの許されな

前述の全工程が休みなく続く中、舞台上ではマイクテス

緑の背景が実に爽やかで、吉

開演の一一時に備え、本部

トが行われました。今回はゲネプロがなかったので開演前

い仕事、それが調弦です。

から裏方に打ち出された集合

のマイクテストが成功の鍵を握っていました。水野舞台監

兆の気配は漂っていました。

時間は朝七時。会場前には、
着物で正装した百名前後の会
員スタッフがズラッと整列。
舞台裏の主役、楽器店スタッ
フは楽器を積んだ二ｔトラッ
ク数台、その他数台の大型ワ
ゴン車を従え、一列に連なっ
て搬入口へ。副家元一子、雅
楽之一ら実行委員も七時に到
着。舞台監督水野雅楽蓉も同
時刻に会場入り、現場はよい
緊張感の中、一斉に持ち場へ
分かれました。
ご存知ない方もいらっしゃ
るので簡単にご説明します
と、箏曲の大きな演奏会に
は、大体の決まった流れが
あります。まずは楽器の搬
入、続いて楽器のゆたん（カ
バー）を外し、むき出された
箏に箏柱を立てて、箏柱が
立った楽器は調弦室へ運び込
まれます。ここまでが一連の
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督の厳しいチェックが入り、
プロのスタッフが対応しなが
ら微調整を繰り返しました。
九：〇〇 着々と準備が進
められる中、御家元中島靖子
が会場入り。この頃には天も
寿ぐかのような晴天に。御家
元は要所をご挨拶回り、各々
一日がんばろうと激励のお言
葉を掛けていらっしゃいまし
た。
一〇：〇〇 開場。会場受付
には既に長蛇の列。この日の
チケットはお陰様で完売でし
た。この日を楽しみに待って
いたお客様には出演者の御家
族、出演出来なかった会員、
正派と縁の深い方々、その他
正派を想う沢山の方々で会場
が埋め尽くされ、場内には早

ラピットがせり上がり九州支部の《遠砧》。ピットが下が

ると今度は緞帳が上がり本舞台で北海道支部《春鶯囀》、

くも熱気が満ちました。
一〇：三〇 舞台袖には《正

ピットで四国支部《松籟譜》…と交互に前後の舞台を利

の指示で進行速度をスローダウン、この的確な判断が舞台

派頌歌》の出演者が、舞台上

裏全体に落ち着きを与えました。ここからやや幕間にゆと

用してスムーズな転換がしばらく続いていきましたが、

一〇：四五 幕前で《正派

りを持って中国支部《秋の言の葉》の登場、東北支部《摘

には《追い弾き八千代獅子》

頌歌》正派創始百周年記念演

み草》はピット最大面数の要注意箇所、北陸支部《時鳥の

《松籟譜》の辺りで幾つかハプニングやミスの報告が入り

奏会が開演しました。続いて

曲》→東海支部《樹の園》→関東支部《茶音頭》は本舞台

の出演者が緊張の面持ちで待

緞帳が上がり本舞台上で合奏

が三つ続く難所です。裏では楽器店スタッフが駆け回り、

ました。想定時間より早まっていたこともあり、舞台監督

団による《追い弾き八千代

機。

獅子》。続いてオーケスト
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表では司会者の久保山国幸さんがお客様に配慮してゆった
りとお話しをし、色々な楽しいエピソードをご紹介なさっ
ていました。
一息入って子供曲《薫る花》が演奏されますと、客席は
松籟譜》、

合ったことは、生きていくうえで幸せなこと

生勉強していかなきゃならないことに巡り

たものを人に伝えることで続くものです。一

いつも与えてくれました。…芸は、身に付い

としては、やさしい陽が差すような温かさを

燃えている時代を生きた人でした。また、父

で、国と共に自分の仕事を考え、学ぶことに

した。…初代は、向学心・意欲の旺盛な人

ように思いながらこの日の準備をしてくれま

た。

に目を配ることは、雅楽之一に課せられた大きな役目でし

たら進行の妨げになることも考えられました。各係の連携

を動かすタイミングを間違えると大渋滞となり、下手をし

で、裏は常に三、四百名の大行列が移動、誘導する係も列

うか。なにしろ一曲につき百名前後の人が出入りするの

第二部に備えて楽器運びと調弦の準備も進んでいたでしょ

場は家元を筆頭に《若菜》を演奏。この頃から舞台裏では

葉松》、独唱に萩岡松韻先生をお迎えしての演奏。正派道

家元挨拶が終わると、再び緞帳が上がって合奏団の《落

れい

ザインは多種多様。我が国の「日の丸（日章旗）」
は、国旗になる前のかなり古い時代から使われていた
ようですが、現在、私達が最も多く目にするのは、
平成十一年八月九日に可決された「国旗国歌法」の基
準サイズである「旗の縦は横の三分の二、日章の直径
は縦の五分の三、日章は旗の中心」という大きさのも

りにある沢山の素敵な出来事を感じたいと思います。

しく興味深いものです。スポーツはもちろん、その周

日本をはじめ、世界の国々の国旗や国歌は、とても美

で、ぜひ一度国旗作りをお楽しみ下さい。

ます。おそらく文字で見ても分からないと思いますの

やパラオの国旗のデザインも少し丸が片側に寄ってい

す。ちなみに同じようなデザインのバングラディシュ

側」で、日の丸が白地の真ん中ではないのが特徴で

中心は対角線の交点より横の一〇〇分の一分旗ざお

「縦横比七：一〇、日章の直径は縦の五分の三、円の

年まで使われていたサイズ「太政官布告第五七号」の

のかと思います。それ以前には、明治三年～平成十一

つづく

て、怒涛のごとき第一部は無事に終演となりました。

第三番》。最後に関西支部《協奏曲風乱輪舌》が演奏され

スタジオは唯是先生はじめ各支部の重鎮が出揃って《三曲

関東支部から中島靖子の名曲《頌歌》が演奏されて、唯是

と思っています。
『もうそろそろ…』と孫が言っております
ので、ここで失礼いたします」
客席は家元の言葉に頷いたり、ドッと湧い
たり、涙を拭ったり、家元の姿から溢れ出る

じん

神

令

人柄に会場全体がほっこりと包まれてしまっ

尺八演奏家

たような、しばしの別世界となりました。

かみさまの四方山話 ７

「日の丸」
二〇二〇年の東京オリンピックの開催が決まりまし

拍手喝采。関東支部《宮の杜》、《六段の調

甲信越支部《牡丹》は満を持して中島靖子作品、続く《信

中島靖子からご挨拶。お手引き役を仰せつかっ

けて、ゆっくりとお辞儀。会場のお客様は大喝采で家元に
応えました。
「本日は、お天気に恵まれ、八十八歳という年齢で元気
に、夫や娘達、そして孫と共に『百周年』の舞台を迎えら
れました。また、多くの方々が、色々な立場で我がことの

ります。色とりどりのもの、シンプルなものなど、デ

たが、私のオリンピックの楽しみに、国旗の鑑賞があ

正派家元

観客のみならず、裏で待機 す る 出 演 者 の 心 を 打 ち ま し た 。

楽狸》で本日初めて唯是震一先生の御登場、見事な歌声は

•

た雅楽之一と共に登場。家元は舞台中央やや左よりに腰掛

•
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一言・ひとこと ８
た ざ え

邦楽囃子方（ http
： //www.tazae.com
）望月太左衛

リンピックが日本にとっても特別の意味があったことがわ

のちの体育の日として国民の祝日になったことをみてもオ

一九六四年十月十日、開会式が行われました。この日が

と顔、それトトントトトント顔と顔」に合わせて、校庭

『東京五輪音頭』。三波春夫氏の歌声「オリンピックの顔

ニオリンピックの雰囲気いっぱいでした。全校生で踊った

この年の小学校の運動会では、みんな頑張って走る！ミ

◎あとがき◎

百年もあれば、価値はがらっと変わる。では百年前の一

九一三年はどういう年だったのか。三月には鳥取砂丘で

写真を撮り続けて黒澤明にも影響を与えたと言われる植田

正治が生まれ、ストラビンスキー「春の祭典」の初演が五

月。日本現代建築の父とも言える丹下健三が九月に生ま

れ、十二月には盗難にあったモナリザがルーブルに戻って

さい国ほどそれぞれの民族衣装を身にまとっていることが

小さな国、人種の違いというものを初めて知りました。小

てみる『世界』でした。百人前後の大国から五人ぐらいの

オリンピックが、日本文化を世界の方々に知っていただく

伝統音楽、文化をとりいれた内容にしてほしいです。東京

から楽しみにしているという声も聞かれます。ぜひ日本の

このたびのオリンピックの開会式はどんな演出か？と今

あっただけ。防弾ガラスに囲まれた今とはまったく違う。

さの他の絵と普通に並べてあって、壁の釘にひっかけて

かった。事件のおかげで有名になったと言ってもいい。そ

の証拠に、展示の仕方が実におおらか。同じくらいの大き

燃やしてしまえ」と言ったとされる詩人のアポリネールが

逮捕され、ピカソもとばっちりで警察に連行された。

ちなみに、閉館前に忍び込み、清掃用具入れに隠れて、

閉館後に出てきて盗むという手法は、後にヘップバーンが

出演した映画「おしゃれ泥棒」に出てきます。

： //www.1938.jp
） みやはらたかお
グラフィックデザイナー（ http
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* 配信申し込み・ご意見・お問い合わせは mailmagazine@utanoichi.jp まで

～オリンピックの顔と顔～
秋がやってきました。芸術の秋、スポーツの秋です。二
○二○年の東京オリンピックの招致が決まり、最近、若い
人達とその話をしていて、前回の東京オリンピックの時は
生まれていない、生まれていても小さくてわからなかった
という人がほとんどなのです。私は小学生でしたので、よ
く覚えていますし、多くの影響を受けました。

た。戦後が終わり、日本の未来は明るい！これからなん

私の小学校は国立競技場に近く、観客の声が聞こえ、屋
上からは聖火台が見えました。オリンピックの競技のテレ
だ

と笑顔の大人達の様子は忘れられません。

ビを見て、感想作文を書くのが毎日の授業でした。

かります。（後に十月の第二日曜と変わりました）

印象に残っています。日本選手団は赤いジャケットと、下

チャンスとなり、一方、日本人が自国の文化を再認識でき

きている。モナリザは昔からの名画だと思っている人も多

は白と、日の丸をイメージしたものでした。

ることになると思います。七年後、大人も子どもも、世界

盗まれた日も、模写に来ていた画家が訴えるまでルーブル

いっぱいに五輪の輪になって踊りました。

開会式のクライマックス、聖火リレーのラストです。聖

の人も日本の人も、みんなが笑顔になれるオリンピックに

の管理担当は気がつかない始末。さらに「ルーブルなんか

入場行進でみる参加各国の様々な人々が私にとって初め

火台への長い階段を一息に乱れることなく、かけ上がる最

なることを楽しみにしています。

いかもしれないが、この盗難以前は一般には有名ではな

終ランナーの方の走りの見事さに『すごいね』といいなが

☆鼓樂公演・十一月六日（水）十九時～紀尾井小ホール！

ら、家族とテレビを見ていたことを思い出しました。階段
の両脇に置いてあった綺麗な大太鼓が雅楽の太鼓だと知っ

（望月太左衛・日々のこと）
@tazae2

☆ツイッター始めました！ みてみてください

飛行機の煙で五色の五輪の絵が空に描かれました。平和

（鼓樂庵お知らせ）
@korakuanippon

たのはそのずいぶん後の高校生になってからでした。

の象徴、白い鳩が放たれ、たくさんの風船が空を舞いまし

!!
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