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30th ANNIVERSARY

ＫＪＦＣ

３０周年によせて

THANKS FOR THE MEMORY
初代会長

Ｈ．Ｓ．

九谷ジャズファンクラブが今年３０周年を迎えた。
最初から係わって来た者として近年極めて虚心坦懐に

ユニークなものと
なっているように

思うことは、ジャズを通じての人間関係の素晴らしさ
である。
それぞれのジャズ観の違いや好みを越えてジャズを
共有する事によって、益々その領域が拡がり新たな興

思われる。それは
インディーズで紹
介されている様々
なアルバム群で検

味として展開していく、と言った好環境が生まれてい
る。こうした中で行われる例会時の特集は独自の視点
によるユニークなもので会員相互にいい刺激となっ
て，より充実度を増している様に思う。

証できる。しか
し、全体としての
日本のジャズシーンが依然、漠として見えてこないも
どかしさがある。ジャズシーンをどうにかすることは

そして自主ライブ。この３０年と言う経過の中で、
今息付いているジャズを聴くというスタンスを持続し
ていることは、音楽を聴くということに対して画竜点

出来ないが、様々な活動を取り上げることによる継続
がいつかシーンに影響を与えられると信ずるものであ
る。この様にＫＪＦＣと言う幹から三本の枝が伸びそ
れらが相互に係わり合いながら年輪を重ねて行く。３

睛を欠くことが多い中、ＫＪＦＣの際立った特色だろ
う。過去１１回のライブでは本邦初演のものもあり、
何よりライブハウスやコンサートとは違った、よりリ

０年は一つの通過点だろう。

アルな音楽体験が得られることが素晴らしい。
又、ＫＪＦＣの活動状況及び会員のエッセーや関係
各位の連載等々で構成されている会報
「ＧＲOOＶＹ」

に関するエッセーの言葉が自然と迸って来る。 アマ
チュアはアマチュアらしく自分の経験を地道に述べる
べきだ。専門家のように完備した広汎な知識、あらゆ
る場合に適用し得る概括を彼は目指すことは出来ない

は、会員でイラストレーターの水戸守氏による印象的
な表紙の魅力もさることながら、個々の活動記録にと
どまらず
「JAPAN JAZZ JUNCTION」
に代表される様
に、日本のジャズを地道にバックアップしていること

し、またそれを誰しも要求はすまい。…….とにかく
草木が立派に育っていれば、専門家といえどもその経
験的事実を無視することは出来ないであろう。アマ
チュアが寄与する道は、このいわば地についた個人的

は大いに意義あることだと思っている。

経験を語る事においてであろうと思う。

以前より、様々なライブに接し素晴らしいミュージ
シャンとの出会いの中で、日本ジャズほど素晴らしい

３０年のアニバーサリーをＫＪＦＣに係った多くの
人達とその喜びを分かち合いたい。

近年、何時も心にとめている林 達夫氏の園芸文化

ものは無いと感じている。日本と言う特殊な文化と
ジャズとのヒューズ、そこから生まれる音楽は極めて

THANKS FOR THE MEMORY
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第２代会長

３０年
音楽ソフトはRECORDからCDへ、映像はVIDEO→L
D→DVDへと変わっていきました。
KJFC創設以前、初代会長のＨ．Ｓ．氏と同僚のこ
ろ＜木曜会＞と称して毎週木曜に近くの中華ソバ屋で
タンメンなどを食べその後、八重洲の＜ママ＞でビー
ルと塩豆でJAZZを聴き、色々Ｈ．Ｓ．氏からJAZZの
レクチャーをうけてました。その＜ママ＞も大分以前

五楼庵五夏

勤、＜体力の限
界！＞というわ
けで40ほどで退
職そんなわけで
金も貯まらず、
地位も名誉も無
縁の30年、＜週
刊新潮＞は50年、

に閉店してしまい、私はその後＜響＞や＜コンボ＞の
近くの会社に転職。最初のころは知り合いもいないの
で昼休みは＜響＞でよく時間をつぶしてましたが、＜
響＞も＜コンボ＞も今はありません。

KJFCは30年、最
近お気に入りの不定期刊行物＜酒とつまみ＞通称＜さ
けつま＞は第8号製作中、しっかし30年てのは長かっ
たのか短かったのか、まあこの先も孫引きでうろ覚え

その後転職一回、引越し一回、結婚0回、離婚0回、 ですが牧水の歌で
酒嗅げば一縷の青き悲しみへ我が魂のひた走りゆく
半径5Kmぐらいで暮らしています。酒暮れ
（きすぐれ）
昨日呑み今日呑み酒に飽きもせで白痴＜こけ＞笑いつ
生活今だ続行、γ-GPT限りなく500に接近するも転職
を期に少し摂生するがなんとなくアナーキーに生きて つなほ旅路行く
漢字は適当ですがこんなように生きて行くのでしょ
うね。

ます。もっとも30くらいまでは肝臓が新鮮だったので
アルコール分解能力も高かったので宿酔いせず元気で
したが年をふるにしたがい毎朝酒くさい息を堪えて出

ＫＪＦＣ30周年おめでとうございます
第 3 代会長

Ｍ．Ｔ

スナックで、レコード持ち寄っ
て、店の奥で3〜４人で月2回く
らいやっていた。そのころ俺と

久しぶりに何かを書きたくなりました。
私が最初に
「九谷」
へ行ったのは、昭和53年2月で
した。同じ茅場町にいて、ここにこんな所があると
は。小学校の同級生の岡本君と一緒に
「九谷」
へ入った
時、俺ジャズ好きなんだよと言ったら、ここでやって

澤村さん、五郎ちゃん、ツル
ミ、角川さんぐらいで、いつも
2、3人でした。このころが一番
低迷してつらい時だと思いまし

るよ!! と言われた。店のお姉さんに聞いたら
「金曜日
に是非来て」
といわれ来たのがはじまりでした。
最初に渋谷さんが話しかけてきたが、俺はジャズのコ
レクターでもなく、単なるＢＧＭ程度に聞くくらいだっ

た。
これが2、3年続いてだんだん
集まらなくなり、自然に消滅し

た。でもみんな熱心に話しかけてくれたので、また来る
よと言った。次の会も行くようになった次第です。
当時九谷にいたのは五郎ちゃん、渋谷さん、大川く
ん、角川さんぐらいでした。それから澤村さん、布ちゃ

た感じでした。
それから年1回ぐらい
「飲み
会」
のような形で集まるように
俺がみんなに連絡して集まりました。
「多聞」
や
「俺れ

ん、恒さん、桑谷さん、林さん、カズコ、酒井さん、中
村君、ツルミさん、一雄さんと増えて行きました。
それから何年かたって
「九谷」
さんとのお店のおつき

んち」
などで久しぶりに集まり、みんな楽しい時間を
過ごし、また会おうと言って別れました。雪で1回中
止になったこともありました。
あのころ、このまま自然に解散してしまうのは何と

あいがだんだんむづかしくなって、昭和60年8月九谷
から撤収することになり、八丁堀の一雄さんのスタジ
オでやるようになり、それから
「タム」
という茅場町の
4
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か避けたいと思う気持ちがあり、年に1回〜2回ぐら
いはなんとか集まり、継続していこうと思ってまし

いつも幹事で申し込みをやっていました。
何故やめたかって？ それは予約の取り方が変わっ

た。

たため取れなくなったためです。でも丁度10回やった
ので、もうそろそろいいかなという感じもありまし
た。今、この年になるとカビくさいフトンや煙と灰の

それがまた復活して今まで以上の人が集まり、盛
大になったようです。うれしいです。
俺は平成12年3月より
「アルトサックス」
を始めてか
ら、土曜日はレッスンのため、例会に行かれなくな
り、残念ですが、いつもみなさんのことを思ってお
ります。また是非参加したいと思っています。
次回より
「男が女を愛する時」
を先生にやりたいと
言ったら、譜面を持ってきて
「パーシー・スレッジの
ヴォーカル」
の譜面でしたが、先生が
「富田さんなら
この曲やれる」
と言ったくれたので挑戦してみます。

中で寝るのはちょっとつらいし、睡眠もとりたいで
す。
最後の御前山に酒井さんが久しぶりに来てくれて飲
んでいる時に
「ＫＪＦＣはただの飲み会だったら来て
もしょうがない」
と言っておりましたが、俺は聞いて
いて酒井さんの気持ちも分かるが、そんなに固く考え
ないで、ＪＡＺＺだけの関係じゃなくて、みんな大人
なんだから家族のことや仕事のこと、友人のこと趣味
の話しなど何でもいいと思った。
ここで知り合った仲間は、俺は一生の友人として付
き合うつもりです。これからもよろしくお願いしま
す。

いつか
「大友義雄」
のように吹いてみたいものです。
それから第一回
「御前山」
へみんなで行った時は、九
谷に2：00ごろ集まり、少し遅れて出発したので、土
曜日の水戸街道はいっぱいでした。常磐道は柏までし

追伸

２月１８日のレッスンで先生に大友義雄の

かなかったので、長い時間がかかり途中スーパーにも
寄ったので、８：００ごろ着いて、それから食事の支
度で朝の3：00〜4：00まで飲んでいました。あのころ

テープを聞いてもらいました
（キーが知りたいと言っ
ていたので）
。先生は
「これシャープもフラットもない
Ｃ だね。大友さん、ずいぶん簡単なキーでやってい
る」
と言ったが、
「演奏はかなり高度なテクニックを

みんな30代で若かったせいもあり、疲れを知らなかっ
た。
あれから俺は10年間一回も休まず参加して、後半は

使っています。これはプロのひとじゃないとできな
い」
とも言っていた。まずは譜面どおりにやってから
余裕があれば崩してやりましょう、とのことでした。
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ＫＪＦＣの歴史

紅

我蘭堂

私がKJFCの例会に参加するようになったのは、昭和53年（1978年）9月8日のことでした。会が発足して既に２年
半たっていました。多くの諸先輩や文章の上手い方を差し置いて、僭越ながら私が見聞した27年半にわたるKJFCの歴
史を語らせていただきます。

私が入会した当時（1978 年）

ファミリー的なまとまり

１枚の写真があります。日付けは分かりませんが、恐
らく1978年前後における例会終了後の風景だと思い
ます。写真の紅一点はもちろん金沢美人の坂本久仁子
お姉さん。
日本橋茅場町にあった洋菓子喫茶
『九谷』
は、
江東区千石にもお店があり、自家製のケーキを初めと
する洋菓子を販売するとともに、喫茶店も経営してい
ました。
久仁子お
姉さんは
弟さんの
明紀さん
とふたり
で茅場町
店を任さ
れていま
した。今
でも思う
のですが、
ジャズとは縁がなかった普通の喫茶店に、
オー
ディオ装置を持ち込むことを許し、定例会を行なうこ
とを了承されたオーナー坂本久子さん(故人)とこのご姉
弟はKJFC にとって一番の大恩人です。
他の方は今でもＫＪＦＣを支えておられる方々が多く
いらっしゃいます。
分かりづらいかもしれませんが、
写
真右上にあるのが、会自慢のスピーカーです。この店
内でＫＪＦＣは誕生し、育まれていきました。
当時のおもな会員は、初代会長の渋谷秀夫さん、２代
目会長のゴローさん、やがて３代目会長となるトミや
んことＭ．Ｔ．さんの他に、澤村さん、角川アニやん、
佐藤ツネさんなど現在もいるメンバーに加え、戦後の
ビッグバンドを語らせたら右に出る人がいなかったベ
テランの長島富士雄さん、ツネさんとオーディオの詳
しさについては双璧だった大川さん、
若手の牧野さん、
日本酒をこよなく愛したショーケン佐藤さんなどがお
られました。
毎週金曜日の午後６時から10時頃まで持
ち寄ったレコードを聴き、ビールやウイスキーなどを
飲んでいました。
掛かるレコードは50年代ハードバッ
プが主体でした。
この他にも、私は行けなかったのですが、会員有志で
7月30日には田園コロシアムに『LIVE UNDER THE
SKY 78』を、また10月13日には厚生年金ホール
にズート・シムスを聴きにいったりしています。

KJFCでは本当にジャズの勉強をさせてもらいました。
何と言ってもお店には膨大な渋谷さんのレコードコレ
クションを中心とするリストがあり、そのリストが自
分のコレクション作りに役に立ちました。また渋谷さ
んを始め皆さんは、お願いすればいつでも快く貴重な
レコードを貸してくれました。
ひとたび会員になれば、
お互いに信用しあって、レコードの貸し借りでも気持
ちよく応えあっていました。誰もが若くて、地位もお
金も持っていませんでしたが、自分のできる範囲で会
のためにやろう、
他の人の役に立とうということを、
み
んなが無意識のなかで実践していました。ファミリー
的な結束力は今でもあります。
何よりも金曜日の定例で、自分の知らないレコード
を聴かせてもらうことがとても勉強になりました。反
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対に自分が当番の時にかけたレコードに、皆さんがい
い反応をされて、喜ばれた時は本当にうれしい思いを
したものです。
私がジャズを好きでいられたのは、この会には専門の
会にありがちな排他的なムードというか、いやな性格
な人（いわゆるオタク）がいなかったことが一番の理
由かなと思います。誰もが人の話しを真剣に聞いてく
れます。当時レコードなど100枚そこそこしか持って
いないのに、一丁前に「コルトレーンだ、マイルスだ、
キース・ジャレットだ」と生意気な口をきいていた私
にも、皆さん内心では（このヤロー）と思いながらも
ニコニコと話しを聞いてくれました。私が例会で掛け
たレコードで良いものがあったら本当に素直に「この
レコードいいね」とか「もっと聴きたいから貸してよ」
そしてそのレコードを返していただく時には「良かっ
たよ、たまんねんなぁ」という感想がありました。そ
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いましたし、イラスト、雑感そしてKJFCの連絡事項と
それこそ何でもありでした。
今では携帯電話だメールだ
と、早くて便利なツールが
たくさんあります。当時は
こういうコミュニケーショ
ン・ツールしかなかったの
ですが、人のぬくもりが感
じられます。
表紙はちぎれ、
一部インクもにじんで汚れ
ていますが、3冊のノート
はまだ無事に、その時代の出来事を伝えています。

れがうれしくて通ったようなものです。また例会では
誹謗中傷や悪口など聞いたことがありません。誰もが
相手を尊重し敬意を持っていました。もちろん例会中
はジョークが飛び交ったりして楽しいムードですが、
そ
の一方で真剣にレコードを聴いていました。この気風
は今でもあります。また悪い意味でなく ちゃん 付
けで呼び合うのもいい習慣かと思います。皆さん気楽
にゴローちゃん、トミやん、アニやんなどと呼び合っ
ていますし、私もすぐに布ちゃんと呼ばれるようにな
りました。目下の私が先輩方をちゃん付けでお呼びす
る訳にはいきませんが、布ちゃんと呼ばれるとほっと
します。
こんなこともありました。まだ私が会員になって間も 九谷が燃えていた時
ない時ですが、例会が終わったある夜に、大川さんと
1979年にはイラストレイターの水戸守敬一郎さん、
ゴローさんから「今夜暇かい？ 付き合えよ」と言わ カメラマン佐藤カズオさん、そして私の畏友鶴見ヒト
れて、無理やりタクシーに連れ込まれました。拉致さ
シ君などが加わり、ますます活気づいてきました。
れて行った先は、新宿の今はなき Ｇ７ という店で、
2月上旬には穐吉敏子さんとルー・タバキン・ビッ
中に入って腰が抜けそうになりました。とても立派な
グバンドのコンサートを有志で中野サンプラザまで聴
クラブで、な、なんとステージで唄っているのはクリ
きに行きました。素晴らしいコンサートで、一同興奮
ス ・ コ
ナー！ 「お 状態になりました。コンサートは確か火曜日か水曜日
れ、金持っ でしたが、その週末の土曜日午後にテレビ放送があり
「九谷」
に来て、コンサートに行けなかっ
てないっす ました。私は
たお姉さんとテレビを見ようとしていたところに、前
よ」と逃げ
ようとした 触れもなくゴローさん、澤村さんなどが三々五々集
ら、ふたり まってしまい、結局６,７人でテレビを見て、再度盛
から「いい り上がったのです。途中で店に入ってきた、近所のそ
から、いい ば屋のおじさんが呆れ返った目で見ていました。
から今日は
3月9日には例会レコードコンサートは第100回を
まかせてお
超えました。その時掛けられたレコードは、
けよ」と言 （1）BLUE SENTIMENTAL／IKE QUEBEC(BLUE NOTE4098)
われて、無 （2）GOTTA TRAVEL ON／RAY BRYANT(CADET767)
理やり水割りのグラスを持たされたのです。何が何や （3）BASRA／PETE LA ROCA(BLUE NOTE4205)
ら夢見心地のうちに過ごしましたが、バックのピアノ （4）WHERE DO WE GO FROM HERE?／DON RANDI(VERVE)
がハロルド・ダンコということまで覚えているくらい （5）SOMETHING PERSONAL／JACK WILSON(BLUE NOTE4251)
（6）
LEAPIN & LOPIN ／SONNY CLARK(BLUE NOTE)
鮮烈な思い出になりました。
（7）
LOU DONALDSON+THREE SOUNDＳ(BLUE NOTE4012)
いつしか私も常連としてカウントされるようになり、
店 （8）
AT THE LONDON HOUSE／MARIAN McPARTLAND(ARGO640)
が忙しい時、お姉さんたちがコーヒーの出前をしてい （9）ARNETT COBB WITH RED GARLAND（PRESTIGE）
SWING STUFF−FEATUARING／STUFF SMITH(EMACY66008)
る時には店番をさせられたり、立場が変わって KJFC （10）
（11）
US THREE／HORACE PARLAN(BLUE NOTE4037)
への入会希望の方に説明したりしていました。
ファミリーと言えば、例会の中から1981年に佐藤ツ （12）THE BLUES &THE ABSTRUCT TRUES（IMPULSE）
です。この当時のKJFCが聴いているレコードの傾
ネオさん御夫妻、1985年には中村 ツトム、佳津子
さん御夫妻。そしてＭ．Ｓ．さん御夫妻と3組のカッ 向がよく現れていると思います。これ以降は担当者を
プルが誕生したことは、何より喜ばしいことかと思い 決めて特集形式で例会をすすめるようになりました。
またこの年はKJFCにとって記念すべき年になりま
ます。
した。我々の ソウルブラザー というべき小西 徹さ
んと出会えた年であり、9月26日には待望の第1回主催
ライブを行なった年でした。小西夫人が偶然にも
『九

コミュニケーション・ツールの 落書きノート
店にはノートを常設していました。誰でも自由に書き
込むことができました。日記のように使っていた人も
7
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谷』
に来られ、そのご縁で小西さん本人が8月1日の第1
62回例会に遊びに来られたのです。その場でギターの

４．店の事を考える。
・他の客がいれば音量を調整し、迷惑をかけないよ
うにする。
独演をしていただき、居合わせたメンバーを魅了した
・レコードタイムは午後7時より10時までとする。
のでした。そしてその流れで9月26日に九谷において
・例会は月2 回開催する。
第1回のライブを開催しました。このライブの様子は
５．会員を集める。
本誌に別掲載している記事をご参照ください。
・スイングジャーナルへ投稿する。
この年の4月からは、それまで毎週行なっていた
６．
店の都合その他で金曜日に開催できない場合は、
振
例会は隔週ごとに変更になりました。新企画として
替日を作る（金曜日以外の日）
。その際は、できればそ
曲特集 というのを行なうようになりました。これは
の開催日に次回の開催日を相談する。
ある曲の演奏を一同に集めて聴き比べをしてみようと
という事が決められています。
いうものです。第1回は8月15日の第163回例会で
『SU
とはいえ 12 月 25 日のクリスマスにはレコードコン
MMERTIME』
特集。コルトレーンやエラ＆ルイ、
サートも200回を迎えることができました。
ウィントン・ケリー、アート・ブレイキーやはてはサ 1982年になってから、お姉さんの勧誘で吉田 稔さ
ム・テイラーなど16枚のレコードを聴き比べしまし
ん、関根有子さんと野尻順子さんのアリ・ジャン・コ
た。12月5日の第170回では
『枯葉』
特集を行い、イヴ・ ンビが入会されました。そして前記の総会における決
モンタンやキャノンボール、ズート・シムス、北村英 議を実行して、もっと会の活動を拡大・充実しようと
二、ディジー・ガレスピー、はてはジュリエット・グ いうことになりました。総会では話題が出なかったの
ですが会報を作ろうという話しが進み、会報ＫＪＦＣ
レコなど19枚を聞き比べました。
ここまで順調に活動していたように見られたKJFCで 通信第1号が5月に発行されました。本誌別掲載の記
すが、
1981年に入るとやや陰りが見え始めました。
そ 事をご参照ください。
れ は 総会で決まったスイングジャーナル誌に記事を投稿す
例 会 る件ですが角川アニやんから最後に「小さな手作りの
へ の ジャズファンクラブです」という1行を入れるように
出 席 というアドバイスをいただきました。このひとことは
今
者 が ＫＪＦＣを見事に言い表している言葉だと思います。
いえ未来永劫ずっと不滅のコンセプトでしょう。
減 少 でも、
し て この記事は同誌5 月号の『ファン・クラブ伝言板』に
き た 掲載されました。
この記事を見て、現在も幹事としてＫＪＦＣを支え
こと
です。 ているＹ．Ｓ．さんを始めとして、Ｅ．Ｋ．子さん、Ｋ
4 名 さんのお友達である氏家さん、同じく ア･テンポ 佳
、桑谷さんのご令弟Ｋ．Ｙ．
から6名くらいで、ひどい時には1名という
時 も 津子さん（当時は宮田姓）
ありました。掛かるレコードも1回に4枚から7枚く さん、そのお友達である中村 ツトムさんなどの、い
らいに減少していました。このままでは会が崩壊して わゆる クワクワ ファミリーの他に、大輪利一さん
しまうという危機感も持った会員が対策を考える意味 などが続々入会されて、ＫＪＦＣはにわかに活気付い
で9月25 日に『第1回総会』が開かれました。参加 て き ま し
者は渋谷、澤村、トミやん、布田の4名でゴロー会長 た。
新人の
が議長でした。九谷のお姉さんがオブザーバーとして
参加しました。議題はもちろん今後の会の運営につい 方たちは、
最初はと
てで、この時決議したことは以下の内容です。
まどった
１． 会費は銀行預金（普通預金）する。
・レコードを買うなり、
イベントに使うなり会費を有効 か と 思 い
ますが、
例
利用する。
・ポスターを作製する（開催日・特集などを記入し、常 え ば エ ミ
ちゃんは
時貼り出すか昼休み時間だけ貼り出す）
6 月8 日
２．会のゴム印を作成する。
の第212回例会に6枚のレコードを掛けるなど、すぐ
３．ジャズ以外の会合を持つ。
に慣れてくれたようです。
8
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9 月26 日に第2 回ライブ（塚原小太郎トリオ）を
主催することもプラスになったと思います。みんなで
手分けして係り担当を決め、ライブを大盛況のうちに
終わらせたことがよい方向へ動いて行きました。
10月27日に第2回総会を開催しました。この時の
出席者は塩田会長、角川さん、渋谷さん、富田さん、佐
藤ツネさん、桑谷さん、関根さん、臼田優子さん、酒
井さん、そして私の10名でした。実はこの時の議事録
はノート4ページにわたるもので、全てを掲載するこ
とができないので、決定事項だけ列挙します。
・レコードコンサートは、
ランダムにレコードを持ち寄
るのではなく、毎回の担当者を決めて、その人を中心
に行なっていく。
・第3回のライブコンサートは12 月3日（金）小西
徹を予定
・人事:会長：五楼庵五夏
会計：関根有子、Ｍ．Ｔ．
企画：
（編集）Ｅ．Ｋ．
、Ｙ．Ｓ．
、紅 我蘭堂 （広
報）大輪利一、臼田優子
庶務：Ｈ．Ｓ．
、佐藤ツネ
オ
・会費は当分500円（月額）で行く。足りない分は随
時徴収
・会費は前期、後期の2回で半年分ごとに徴収する。7
月と12 月の第3 金曜日
・名簿を整理する
ということでした。
11月にはＫＪＦＣ通信第2号発行、12月３日には再
び小西 徹さんを迎えての第3回ライブを主催（別掲
載参照）
、12 月30 日には初の試みとして『九谷』で
忘年会を行ないました。この年はＫＪＦＣにとってエ
ポックになる年のひとつでした。

2月3日に
はゴロー
会長の他
にツネさ
ん、トミや
ん、エミ
ちゃん、牧
野くん、ア
リコちゃ
ん、ジャン
コちゃんの7名で映画「真夏の夜のジャズ」と「K．C
ジャズの侍たち」2 本立てを鑑賞しました。
3 月18 日にはKJFC 通信第3 号を発行。
3月27日にはエミちゃん、ア・テンポ佳津子ちゃん
が参加した『弾き語り発表会』の応援にゴロー会長以
下Ｙ．Ｓ．さん、林くんの3 名が駆けつけました。
5 月20 日にはKJFC 通信第4 号を発行。
そして5月21日（土）22日（日）には『第1回御前
山大遠足会』が行なわれました。この時は15名が参加
しました。こちらも詳細は別掲載の記事をご参照くだ
さい。
7月15日にはKJFC通信第5号を発行。続いて9月
20 日には第6 号が発行されています。
12月30日には再び『九谷』で忘年会を行ないました。
この時のリストを見ると、会員数はちょうど20名。数
だけでいえばピークに達したといえます。

陰りが見え始めた1984年

この間、数多くの方が去来されましたが、
「来る者拒ま
ず、去る者追わず」の精神で、例会に姿を見せなくなっ
た方でも、しつこく追いかけることはせず、いつでも
ピークを迎えた1983年
戻ってこられるような「場」だけを維持しよう、とい
これまでの会員と、それより若干ジェネレーションが う不文律がありました。これは現在までも受け継がれ
下の新会員が、
上手く融合して活気が出てきました。
女 ていて、KJFC には会則というか細かい規則は何もあ
性が増えて華やいだ雰囲気になったこともさることな りません。会員になりたければ例会に来てくれれば結
がら、人が増えたことによって様々な企画やアイディ 構ですし、退会したくなれば、それで構いません。会
アが登場しました。具体的には例会の内容も、それま 費（月額500円）を支払っていただければ、あとは公
では50年代ハードバップを中心に聴いていたのですが、 序良俗に反しなければ自由です。この会費500円も30
例えば１９８3年1月21日の第225回例会ではＹ． 年前から値上がりしていません。
Ｓ．さんと吉田 稔さんによる『アヴァンギャルド』特 1984年2月3日にレコードコンサート例会はとうと
集が組まれるなど、
どんどん新風が入ってきました。
こ う250回を迎え、お店からもお祝いの心づくしのケー
れまでの会員と新加入の方々との間に違和感はなく、
例 キを頂きました。
は悪いですがコーヒーにミルクを入れて、味がマイル 6 月9 日（土）10 日（日）には第2 回御前山合宿を
ドになったような印象でした。そして例会以外の会員 行ないました。
この時も10名を超える会員が参加して、
どうしの交流も活発になりました。
楽しみました。
1 月28 日金曜日には7名の会員が小西徹さんのご自 しかし、会報の発行は前年の9月からばったり途切れ
宅に招かれて御馳走になりました。この様子も別掲載 ました。またコミュニケーション・ツールとして大活
の記事をご参照ください。
躍していた『落書きノート』への書き込みも白紙に近
9
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くなりました。
そして例会の記録も3月16日の第253
回を最後に途絶えてしまいました。
これはあくまでも私見ですが、今から振り返ってみる
とこの頃は我々自身が有頂天になっていて、肝心な足
元をおろそかにしていたのではないかと思います。例
会よりもそれ以外の活動に重点が行き、アカデミック
にジャズを楽しむというスタンスから、気のあった仲
間通しの お楽しみ飲み会 になってしまいました。例

歳代から30歳代、そして40歳代と転職、転居、結婚、
出産、仕事上での責任の増加、
あるいは病気など様々な
ことで音楽を楽しむ余裕を望みながらも、
思うようにま
かせなくなったのでしょう。何より店という 寄る辺
を失ったことは吸引力が低下した最大の原因であると思
います。
「タム」という店で行われた時は富田さんと私
ともうひとりくらいしかおらず、
淋しい感じがした時も
あります。
トミやんはこの昭和60年から毎年「御前山合宿」や茅
場町「多聞」
（この店も今はない）での飲み会などを企
画し、年1,2 回の細々とした会合ながら、何とか皆が
バラバラになるのを防ごうとしました。
特に御前山合宿
は92年まで10回も続き、年に一度の恒例行事となり
ました。まだ独身会員も多く、
若い男女の恋の芽生えも
あったようです。
この何とか会を継続しようという努力が、
後に活動が再
開される下地となりました。
苦難の時代を支えたトミや
ん会長の功績は多大なものがあります。

小西 徹さんの逝去と活動再開
会の出席者も段々減り、例会に来ても終了後に行く飲
み会が楽しみだという人も出てきて、お店との関係が
ギクシャクしてしまいました。

そのよう
な日々が
数年続い
た平成９
九谷からの撤退とトミやん会長の孤軍奮闘
年（199
1984年から、お店と幹部たちが数回にわたって話し ７年）秋、
合いを行ないました。当時ペーペーだった私にはその 衝撃的な
内容は分かりません。昭和60 年（1985年）になっ 記事が新
て、正式に九谷から撤収することになりました。誰が 聞に載っ
悪いということではないでしょう。前述したように、 ていまし
我々自身の自業自得だったとも言えます。また世の中 た。ライ
は、あの悪名高いバブル景気の前兆がチラチラ見え始 ブに2回も出演していただいたり、佐藤恒雄さんの銀
めていた時でした。世間の流れに押し流されてしまっ 座スイングにおける披露宴
（奥様はご結婚前に九谷でよ
たのかもしれません。KJFC は、このバブルの奔流に
漂い流されていきます。
例会は行えなくなっても私個人としては機会があるた
びに九谷にはコーヒーを飲みに行きましたが、お姉さ
んと明紀さんご兄弟は屈託なく迎えてくれました。
それからは約10 年にわたる苦難の時代が始まりまし
た。当時ゴローさんから会長を受け継いだトミやんは くツネさんと逢っていらっしゃいました）
で演奏してい
懸命に会を存続させようと、例会の会場を、八丁堀の ただいたり、
ご自宅にご招待して歓待していただいたり
ホリデーインの裏にあったカズオさんのフォトスタジ と、
会と深いお付き合いをいただいていたギタリスト小
オでおこなったり、あるいは茅場町周辺のスナックの 西 徹さんが亡くなられたという新聞記事です。
まださ
ような店にポータブルプレイヤーを持ち込んで、例会 ほどのご年齢ではなかったのにとショックでした。
を行ったりと様々な方策を立てました。
小西さんと長年共演していたベーシスト伊藤 潮さんと
ただし、ちょうど間が悪かったというか、各会員個 の偶然の邂逅後、翌平成10 年（1998 年）春に行わ
人にもそれぞれ家庭の事情や仕事の都合などで、ひと れた「小西さんを偲ぶお別れ会」に参加したＨ．Ｓ．さ
りふたりと参加する会員が減少したことも事実です。
20 んと佐藤ツネさんが中心となり、
活動再開の機運が上が
10

りました。同年初夏に久しぶりに茅場町「多聞」で飲
み会が行われましたが、この席上で例会活動再開の話
しが持ち出され、参加者全員の賛成で可決されたので
した。
この時に決まったことは、
・継続的に例会を行う。場所は白山「映画館」で、当座
は月1 回開催。
・再開を記念して主催ライブを行う。
・KJFCで行ったライブの演奏テープを基にして、
小西
徹さんの追悼盤を制作しよう。
ということが主なことでした。
1番目の例会開催については『映画館』の吉田昌弘マス
ターの全面的なご理解とご協力を得ることができまし
た。
2番目のライブ開催は、Ｙ．Ｓ．さんのご尽力でピアニ
ストの遠藤律子さんに出演していただくことが決定し
ました。
平成10年（1998年）10月４日、浅草『ジャズ・ジャ
ノメ』で再開記念ライブコンサートが満員盛況のうち
に開催されました。
同じ週の10 月８日木曜日に『映画館』で再開第1 回
目の例会（レコードコンサート）が行われました。何
故あえて平日の木曜日にしたかというと、週末にする
と、皆さん予定があり、かえって集まりづらいのでは
ないだろうかという配慮でした。この時は８名のメン
バーが集まりました。

小西 徹追悼盤の発売
1999年9月には、渋谷さんと佐藤ツネさんが伊藤
潮さんらと協力して制作した、待望の小西 徹追悼盤
『A LIFE』
（JAZZ CAT）を発売することができま
した。これは、活動再開からの強い希望でありました
し、実現できたことは会員一同にとって、大きな誇り
となりました。このＣＤの内容はＫＪＦＣの第1回ラ
イブ（1980年9月26日）から4曲も採用され、ま
たＨ．Ｓ．さんのご令弟、清さんの録音も１曲収録さ
れています。Ｈ．Ｓ．さんご兄弟とツネさんは夜を徹
してのリマスタリング作業に立ち会いましたし、ジャ
ケットのデザイン及び写真撮影は清さんが行ないまし
た。ＣＤが完成してからも販売協力など、会員個人が
できる範囲で最大限のことを行ないました。その努力
が実ったのか、このＣＤは発売以来ほぼ1年で完売さ
れました。

会報の発行
6号までで中断してしまった会報誌（KJFC通信）を再
開しようという動きも出てきました。リニューアル後
はタイトルを「GROOVY」として、1999年２月20
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日に第1号が発行されました。第1号はＢ５サイズ4
ページ。
第2号からＡ４サイズに
拡大されました。それ以降段々
ページ数が増えてきて、
現在では
32〜36ページになっています。
当初は毎月発行していましたが、
内容を充実させるために現在は
3，4ヶ月に1回の発行を目指し
ています。
会員が原稿を持ち寄っ
て制作していますが、会員以外にも多くの方の御協力
を得て現在39 号まで発行することができています。

銀座「ジャズカントリー」でも例会開催
運営方法を、様子を見ながら試行錯誤していた例会で
すが、その後開催日を第3土曜日としたりしました。た
だし、どうしても飲み会の印象が強く、より良い例会
にしたいという要望がでてきました。具体的には、昔
『九谷』で行っていたように、各回の担当者を決めて、
レジュメも作るような、アカデミックな例会をやりた
いということです。
『映画館』の吉
田マスターも好意的に協力してくだ
さいますが、
どうしても営業中の店
内では他のお客さんもいるので、
会
だけの我ままを通すことができませ
ん。そこで、再びＹ．Ｓ．さんのご
尽力で銀座の『ジャズカントリー』
の野々宮義明マスターのご協力を得
ることができ、
毎月第4土曜日の夜
に店を 貸し切り 状態にしていただくようになりま
した。ちょうど活動を再開して１年たった１９９９年
１０月２３日から、ジャズカンにおいて特集を組んだ
形での例会が開催されました。第1回目は渋谷秀夫さ
んによる『ジャック・ウイルソンの軌跡』でした。
これまでの例会と違い、
他のお客さんがいないので、
自
由自在にできる気安さがあります。
2000年1月26日の例会には、九谷の坂本久仁子さ
んと明紀さんのご兄弟、伊藤 潮さんが遊びにきてく
ださり、楽しいひと時を過ごすことができました。
こうしてＫＪＦＣの基本といえる例会は、２００６年
４月現在で、
『映画館』で８７回、
『ジャズカントリー』
で８０回を重ねてい
ます。内容もプレイ
ヤーや楽器、レーベ
ル特集は無論ですが、
女性ヴォーカル聴き
比べ 美女ジャケッ
ト大集合 貴方も今
日は一日ジャズ喫茶
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マスター などなど楽しい企画を行なっています。

ホームページの開設
活動再開後に新加入されたＴ．Ｎ．さんのご尽力
で、２０００年に待望のホームページを開設すること
ができました。ネット化する社会に対応できたかと思
います。このホームページは2005年8月からはＵＲＬ
もhttp://www.kjfc.infoに改まり、石井さんが運営管理
を引き継いでいます。

主催ライブ

ピアノを持ち込まれたりと熱心に講義してくれました。
残念ながら我々会員側の都合で半分ほどで中断してし
まいましたが、
いつの日か再開したいと思っています。

新入会の方も増えました
活動再開以来、多くの方が去来されましたが、会員と
して定着される方も増えました。再開後すぐに幹事を
引き受けていただき、ＨＰ開設にご尽力されたＴ．Ｎ．
さん。レコードについて詳しいＴ．Ｓ．さん。ジャズ
全般について博学なＭ．Ｔ．さん。いつも笑顔が絶え
ないムードメーカーのＭ パトリシア Ｔさん。博識
で話題豊富な上にＨＰ管理員を引き継いでくれたＫ．
Ｉ．
さん。女性ジャズヴォーカルにめっぽう詳しいＴ．Ｙ．
さん。数え切れないレコードコレクションを持ちなが
ら、
いつもニコニコと楽しいＳ．
Ｔ．
さん。
ジャズヴォー
カルに興味をお持ちのＭ．Ｋ．さん。
「つい先日まで『映
画館』はジャズも聴ける 焼酎が旨い店 だと思って
いました」
とジョークを飛ばしながら入会されたＮ．
Ｋ．
さんなどなどです。
これまでの会員も含めて皆さんジャズに対する興味の
持ち方とか関わり方は千差万別ですが、
例会などでジャ
ズを中心に語り合ったりしていることで、生活にプラ
スアルファを持たれています。

主催ライブも順調に回を重ねることができています。
1998年10月の第4回再開記念ライブ、1999年9
月の小西徹追悼盤A−LIFE発売記念ライブ、2000年
には新進気鋭の太田 剣（as）
、田中信正（p）らを迎
えての第6回ライブ。7回目からは『横浜ドルフィー』
において数回のライブを行ってきました。ライブ開催
数も11回を数えます。
これも別掲載の記事をご参照く
ださい。
ライブの主催はＫＪＦＣの活動の重要な柱です。単に
会員が中心となり多くの方が集まって、ライブを聴く
ということだけではありません。ほぼ年に１回のささ
やかなペースですが、レコードやＣＤで味わうことが
できない 今 息づいている素晴らしい日本ジャズを
多くの方に支えられて
応援したいという意志もあります。実際の演奏、そし
KJFC がここまでこられたのは会員だけの力ではあり
て素晴らしいミュージシャン達と触れ合うことも重要
ません。会員以外にも多くの方のご協力をいただいて
なことです。
います。すべての方に感謝しています。
また2000年のライブでは、太田 剣と田中信正カル
『映画館』
の吉田マスターと
『ジャズカントリー』
の野々
テールのコラボレーションを実現。２００２年にはや
宮マスターには我がままを許していただいています。
はり田中信正と森下 滋によるピアノデュオも行い、
ベーシストの伊藤 潮さんは、日々ライブ活動に多忙
ミュージシャンにも新しい可能性を切り拓いたのでは
を極める中、KJFC の主催ライブだけでなく多くのラ
ないかと思われます。
イブに出演していただいたり、原稿を書いていただい
たり、また前記の「ジャズ理論講座」を行ってくれた
伊藤 潮さんのジャズ理論講座
り、KJFCには不可欠な方です。
２００１年４月１日から約半年にわたって、伊藤 潮
名古屋在住のＫ．Ｎ．氏には、貴重な情報や音源をた
さんによるジャズ理論講座が開設されました。実際に
びたびお送りいただいています。
楽器を習っている
著述家、高木信哉氏は、執筆の合間に情報や音源をお
メンバーもいます
送りいただいたり、貴重なアドバイスもいただいてい
が、音楽理論を学
ます。
ぶことによって、
コレクターである関 信行さんにも貴重な情報をいた
レコードを聴いた
だいています。この他にも北海道から九州まで、全国
りライブに行った
各地に点在するジャズ好きな方たちとも交流をしてい
りした時に、ジャ
ます。
ズに対する理解が
こうして山あり谷あり、
嵐や津波ありの30年でしたが、
より深まり、面白
会の活動はここで終わったわけではありません。今
くなるのではないだろうかという趣旨でした。場所は
後も40年、50年を目指して、皆さんとともに頑張っ
佐藤カズオさんのご自宅スタジオで月に１回2〜3時
ていきたいと思います。
間の講義でした。伊藤さんは教材を吟味したり、電子
12
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御前山合宿
『ゴゼンヤマ』
・・・・最近会員になられた方には申し訳ないのですが、以前からの会員にはこの言葉が持つ響きには、各
人各様の思い出があると思います。KJFCが昭和58年
（1983年）
5月から10年間にわたって、年1回の合宿
（人によって
は、
「ジャムセッション会」
「お泊り飲み会」
もしくは
「ドサ回り」
など呼び方は多数）
を行った
『聖地』
のような場所です。正
式には茨城県御前山村村営青少年旅行村
（現・日立大宮市）
という名称のキャンプ村のことです。会の歴史にも書いたよう
に、1882年ころから新入会の方が増え、それと同時にさまざまな企画がわきあがりました。このキャンプ村への一泊旅
行もそのようなムーヴメントの中から自然発生したアイディアのひとつでした。今回は当時の会報
「KJZFC通信」
第5号に
掲載された記事を再掲載して、その模様をお伝えいたしたいと思います。なお当時の記事に写真を数点加えています。

御前山の夜は更けて（ＫＪＦＣ通信第５号よりレポート再掲）

Ｋ．Ｎ．

５月２１・２２日 ＫＪＦＣ有志参加で行なわれた
１泊２日の御前山の旅が無事終了する事ができまし
た。２日間とも好天に恵まれ、会員の親睦も大いに深
められた事と思います。
さてさて、力及ばずながら、私めが珍旅行の内容
を、残念ながら参加できなかった会員の方々の為に
大々的にレポートさせて頂きます。当日１：００には
３台の車＆１台のバイクが水戸に向かって出発してい
るはずだったのですが、予定通りにいかないのが団体
行動なのでしょう。誰とはいいませんが、６月の第１
回定例会にコージーコーナーのＣＡＫＥを持参してき
た人がいたりなんかした為(しっかり誰(●)といって
いる)東京を出るのが２：００をまわっていました。
それでも無事に途中で合流できた人もいて、何より驚
いたのは中年ライダーの佐藤さんが まだこんなとこ
にいたの？ と、２台の車を発見して声をかけてきた
ことでした。
土曜の午後の渋滞にも負けず、私の乗った恒さんの
車は角川さん、澤村さんという本格派がいましてＫＪ
ＦＣの面目を保つ為ＢＧＭはもちろんＪＡＺＺ。他の
車は知りませんが、何だか私たちの後ろを走っていた
ＭＩＲＡＧＥは昼間からビールを見せびらかしていた
ような人がいたようです。 守谷のＩ・Ｃで中年ライ
ダーの佐藤さん、桑谷さん達のＳＫＹＬＩＮＥと合流
でき、まず記念撮影。それからの道のりは割りとス
ムーズだったのですが都内での渋滞疲れが一気に出た
飽きっぽい私などは まだぁー？ とうるさかったと思
えば、おとーさん！の角川さんの肩にもたれて眠った
りと、一人で子供っぽさを発揮していました。やっと
今晩の食事の買出しを終えたのが６：００すぎで、待
ちくたびれた男連中は ねェ、いつジャムセッション
やるの？ とか ほっかほか弁当買ってった方がはやい
んじゃないの？ など と悪たれをついていました。
ここでもお米がだぶってしまったりとハプニングがあ

り、御前山青少年村へ着いたのは、あたりも暗くなり
山の夜〜！といった感じの８：００近くでした。しか
し着いてからのみんなのハリキリ方はすごいもんで、
そうじ、布団運び、食事のしたくと実に手際よくこな
し
（マぁ、中には何もやらずにウロウロしているだけ
の人もいましたけれど・・・）
予定通り９：００には
佐藤コック長自慢のカレーライスが皆の口にはいった
のでした。味の方は、みんなで食べれば何だっておい
しんだよねっ！
苦労してみつけた地酒の ひとり娘（誰だあー、ひ
とり娘は ○○の味 とかいってたの！！）
や音の出な
い生樽、水割り．．．でみーんなひととーりゴキゲン
になったところで大大ジャムセッションが行なわれ、
ここはひとつＫＪＦＣらしくきめないと！と Ａ列車
で行こう モリタート etc. それっぽくみんなで音を
出したのです。何しろギター、カシオトーン、ピアニ
カ、尺八、オカリナ、カスタネットetc.と楽器もけっ
こうそろっていたもんで、なかなかのものでしたよ。
その後は忘年会以来恒例となってしまった大ディス
コ大会。ごていねいにチークタイムもありまして、女
性が足らなかったですねー。さてさて夜も更けてお酒
もまわってユニークな面々がそろっていて・・・と何
かが起こらなければ不思議という雰囲気の中で、すで
13
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に写真をご覧いただいておわかりのように、プロレス
だか襲った襲われたとわけがわからないさわぎがあり
まして、独身女性2名は恐怖に顔をひきつらせていた
のです。それなのに ズボン降ろしたの佳津子だ
ろ！！ なんてひどいことをいわれて、まいりまし
た。こんなさわぎの中でも寝てた人もいたんですよ。
そうそう私と氏家さんは恐怖の短パン男にｍａｋｅを
してあげて 汚いおかま をつくっちゃたんですよ
ねぇ。ああ今思い出しても気色悪い・・・。
そういうお遊びに飽きるとあとはもう歌しかな
い！っていうんで、ひとりひとりｃａｌｌで呼ばれて
絶対歌わなくちゃいけなかったわけです。ド演歌は出
るわ、マイク握って離さないのは出るわ、伴奏してい
る布ちゃんも弦を3本切るというハリキリ方でした。

ば急に起きだしてきて尺八を吹いて私たちの気を引こ
うとした人もいましたね。
夜も白々と明けてきて、私が お風呂にはいりたい

その中でピカ一光ったのは我らがお姉さん、栄美ちゃ
ん事、桑谷さんが自慢ののどを披露してくれて、みん
なをうっとりさせたのでした
（しっかりテープにとっ
たから聞きたい人は酒井さんまで申し出て下さい）
。
夜中の１：００もとっくに回り、そろそろ寝る人も
でてきたのですが、まだまだ若い面々はしぶとく起き
ていて、いろりのまきがまだあるからと、私と布ちゃ
んとで燃やしていたのです。こういう場面ではなぜか
深刻な話題になって、実際そういう話しをしていたの
ですが。で、まいったのはひとり・・ふたり・・と邪
魔をしにだか仲間に入りたいのかわからないようなの

よォー！ といったもんで、五郎ちゃんと布ちゃんと
で 一緒に捜しに行こー などと外に出たのですが、
あれ〜、もう明るいよォ なんていって少し散歩して
戻りました。これはあとから聞いた話ですが、ひとり

が増えてきた事でした。ねぇ鶴見さん、私は 涙の新
宿駅3番線ホーム、緑ちゃんとの別れ の話しが聞きた

で散歩に出てガケから落っこちた人もいたそうです。
もう４：００だし、いい加減寝よーという事に
なり、まきも全部燃やして気がすんだ私は 布ちゃ
ん、寝る前に火遊びしたから、おねしょに気をつける
んだよ といって、よい子は歯をみがいて寝たのでし
た。
次の日のレポートもきちっと書きたいのですが編
集会議の結果、私めの担当は題名通り 御前山の夜は
更けて ですので、このあとは布ちゃんの 御前山の夜
は明けた をお読み下さい。
Ｐ．Ｓ． 砂場 の味をみに寄ってくれた布ちゃ
ん、酒井さん、氏家さん、わざわざ後日来てくれた恒

かったのよ！ ここでも恐
怖の短パン男がウロウロして、みんなの 帰れｃａｌ
ｌ にも負けず、 イヤぁ、まだまだ甘いね なんて

さん、ありがとー！！ みんな来てね。私がお店にい
る時は会員割引するからねッ！

いっていました。あまりのうるささに私と布ちゃんは
彼の足に鉄の火ばしを押しつけてしまったのです。そ
れにも負けず起きていた根性には負けました。さすが
ＫＪＦＣの会長ですね。不純異性交遊がないようにと
見守っていたのでしょうか・・・。おかしな人といえ
14
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そして御前山の夜は明けた
で、ふと何気なく窓の外を見ると、ゲッ！何と空が
青いではないか。夜が明けてしまったのだ。時計を見
ると午前4時。じゃあぼちぼち寝んべェかという事に
なったが、またひと騒動あった。鶴見の寝言に富田さ

紅 我蘭堂
大きな事故もなくてよかった、めでたしになったけ
ど、この次に行く時はぜひ各自のソロパートをつけ

んは返事はするわ、いろりの火を消そうと水をかけれ
ば、ホールが灰だらけになるわ、女性はネグリジェ姿
でウロウロするわ、林はナンパに出かけるわで大変
だったわけで・・・。しかし目覚めてみれば気分ソー
快で、暴れながら飲む酒は発散するから次の日に残ら
ないなどと思っていると目の前に納豆があった。山の
空気もうまく、ひと働きした後は飯もうまいなぁ、ゴ
ローさんと鶴見。2杯も食べてしまった。
で、片付もあっという間に終って、早く帰りたいと
いう人がいるので、午前11時には思い出多き御前山を
あとにした。途中で笠間稲荷に各人各様のお願いをし
たり、笠間焼きの店を何軒も冷やかしたりしながら、
気持ちええ常磐高速道を１００ｋｍでタラタラ走り、
守谷のパーキングで満場一致で鶴見氏を今回の旅行の
ＭＶＰに選出して、無事お開きになった訳で・・・。

て、アドリブの腕を競いましょう。たとえ４小節でも
いいから自分の音を創りだしましょう、と言いながら
僕も今、密かに暗く小西さんのテープを聴きながら練
習しているのです。ヨロシク。

小西 徹さんの思い出
１９９７年１１月に惜しくも６６歳で亡くなられた
ギタリスト小西 徹さんとＫＪＦＣは、プレイヤーと
ファンという関係だけではなく、もっと深い心の通い
合いがあったと思います。１９７９年と８２年に行な
われた２回のライブ。８０年には渋谷 清さんの会社
主催のライブへの出演。８１年には佐藤恒雄の銀座ス
イングにおける結婚披露宴での演奏の他にも公私にわ
たり様々なお付き合いをさせていただきました。出会
いは１９７９年に小西信子夫人が、通りすがりに
「九
谷」
に寄られてＫＪＦＣのポスターを見られたのがは
じまりでした。８月１日の例会に小西さんがお見えに
なられて会員と歓談後にギターの演奏をしていただ
き、この年９月２６日のライブコンサート実現に結び

ついたのでした。８３年に発行された会報より、小
西さんの御自宅にお招きされて歓待されたレポート
を再掲します。

小西 徹邸訪問記
１月２８日金曜日。小西徹御夫妻よりお招きを受
け、私たち７人
（澤村、渋谷、塩田、佐藤
（恒）
、酒
井、宮田、桑谷）
は、下落合にある小西さんのお宅へ
おじゃましました。小西夫人の書いてくださった地図
をたよりに駅を降り、いざ！と出かけたのですが、せ
まい東京をなんと３０分もウロウロしてしまいまし
た。(何故そうなってしまったのかは，ここでは伏せ

Ｅ．Ｋ．
（ＫＪＦＣ通信第３号より再掲）
ておきましょう)
結局、先に着いていた佐藤さんに迎えに来てもら
い、無事ついたのがＰＭ８：００近く。お宅では小西
さん、渋谷さん、澤村さんがすでにホンノリ
（あっ！
澤村さんはお酒飲まないんでしたネ）
。
さっそくにぎやかにパーティーが始まりました。
テーブルの上には小西夫人の手料理がいっぱい！ダイ
15

コンのサラダがとてもおいしかったですよ。私はゴマ
油と醤油とお酢で作るドレッシングの作り方を小西夫

最後に、今夜のハイライト。我がＫＪＦＣが誇る名
ピアニスト、宮田佳津子ちゃんの登場。拍手、拍手。

人に教えてもらいました
（うちでさっそく作ってみた
ら、なかなかの好評でした）
。
始めのうちは何を話してよいのかわからず、固く
なっていましたが、小西さんのお嬢さんの話し
（な、

小西さんのお宅の居間にお嬢さんの弾いているグラン
ドピアノがおいてあり、誰か弾ける人がいたらギター
と合わせてみようということになったのです。名誉に
もというか、かわいそうにもと言うか、佳津子ちゃん

なんと、今年、天下のト―ホ―を卒業してパリのコン
セルバトゥワールへ留学するピアニスト）
や、エルビ
ン・ジョーンズとのエピソードを聞いたりしているう
ちに、だんだんリラックスしてきて、後半は、アホな

がピアノの先生でもありますし、一番上手だというこ
とで弾くことになりました。
でも、なにせお相手はプロのＪＡＺＺメンだし、佳
津子ちゃんはもう、固くなっちゃって、あがっちゃっ

地が出ないようにと、そっちの方を気にしていました
ね。
小西さんのアルバムを見せていただいた時にビック
リ。あの大男のエルビンが、ごく普通の日本のおうち

て、顔もまっかになっちゃって、見ていてかわいそう
なぐらいでした。普段はスターダストなんかを弾いた
りしているのに、もうあせればあせるほど、なにを弾
いたらよいのか、曲の名前もメロディーも、その曲の

の小西さんの家族と写っているんです。なんか不思議
な写真でしたよ。エルビンは小西さんのお宅に１ヶ月
ほど居候してたんですって。他にもおもしろい写真が

キーも何にも思い浮かばなかったと、あとで言ってま
した。
で、やっと枯葉を想い出して、それじゃやってみよ

いっぱいあり、正に日本のＪＡＺＺの歴史と共に歩ん
できた人なんだなと思いました
（ちょっとオーバーか
な）
。
さて、おじゃまして何時間かたった頃、小西さん

うかということになりました。最初はコードをおして
たけど途中からはメロディーだけになっちゃった。そ
れでも、小西さんがコードをきざんで一緒にしてみる
と、さすが、ちゃんとＪＡＺＺってるという感じ。佳

が、なんということもなく席を立ってギターのケース
に手をかけました。もしかして！と私は内心、期待し
たのでした。ステージを離れたミュージシャンに演奏
をたのむなんて、なんか図々しいのではないだろうか

津子ちゃん全く予想もしていなかったのに、びっくり
したと思うけれどごくろうさまでした。しかし、アン
サンブルっていうのは、すごく楽しいですね。ＫＪＦ
Ｃにも楽器をやる人がいるんだし、ぜひ一度、大ハ

という気がして、とてもそんなこと言えそうもなかっ
たから。 I can t get started!。あまり期待してあとで
ガッカリするのもいやだから、ギターでも見せてくれ
るのかな？と思っておこうなんてヘンなことを考えて

チャメチャＪＡＭセッションをしてみたいですね。
なんて、そうこうしているうちに時間は過ぎ、時計
を見ればもう11:３０になっていました。小西夫人の
カメラで、はいっ！ポーズ。私たちは大満足で小西さ

いるうちに、始まりましたよ。 ワッ！待ってまし
た。楽しみにしていた１２月３日のコンサートに行か
れなかった私の為に渋谷さんが、小西さ
んにお願いしてくれてあったのです
（もち

んのお宅をおいとましました。

ろんみんなの為にひいてくれたんです
が、特に）
。
ホロ酔い気味で４０分ほど、いろん
な曲をひいてくれました。私の印象に
残っているのは、ウィロー Ｗｅｅｐ
ｆｏｒ ｍｅとサテンドール、それと題
名は忘れたけどボサノバの曲。アップテ
ンポの４ビートと、ブルースっぽいもの
がよかった。渋谷さんは、Ｓｐｒｉｎｇ
ｉｓ ｈｅｒｅを、私はI can t get start
edをリクエストしました。ほかの人は何
をリクエストしたか忘れた。ゴメンっ！
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30th ANNIVERSARY

KJFC年表
年

出来事（会員は敬称略）

会長
Ｈ．Ｓ．

1975年10月

Ｈ．Ｓ．を中心として、洋菓子喫茶『九谷』で、第1回レコードコンサート開催。

1975年12月

同じく第2回レコードコンサートを『九谷』で開催。

1976年3月11日

レコードコンサートを発展させた形で、第1回九谷ジャズレコードコンサート開催。以降、毎週
金曜日夜に例会として開催。この形が発展して『九谷ジャズ・ファン・クラブ』が誕生。

1979年8月1日

小西徹氏、第162回レコードコンサートに来会。

1979年9月26日

第1回主催ライブ開催。小西徹（ｇ）トリオ、伊藤

1981年

佐藤ツネオ結婚。銀座スイングにおける披露宴で小西

1982年5月

スイングジャーナル5月号「ファン・クラブだより」に投稿・掲載。この後、参加者が増える。

同

会報『KJFC通信』Vol.1発行。

1982年9月26日
1982年12月3日

第2回主催ライブ開催。塚原小太郎（ｐ）トリオ、場所：１９３３（御茶ノ水）
第3回主催ライブ開催。小西徹（ｇ）トリオ、伊藤 潮（ｂ）、岩本龍夫（ｄｓ）。場所：九谷

五楼庵五夏
潮（ｂ）、岩本龍夫（ｄｓ）。場所：九谷
徹トリオ演奏。

1983年1月28日
小西徹邸を7名で訪問。食事、演奏などの歓待を受ける。
1983年5月21、22
日
第1回御前山（茨城）合宿開催。これ以降92年まで毎年開催。
1985年〜86年
この頃、諸般の事情によって『九谷』から撤収。茅場町周辺の店や、八丁堀にあった佐藤一雄の
カメラスタジオなどでレコードコンサートを行う。

Ｍ．Ｔ．

1985年4月7日

会員Ｔ．Ｎ．とＫ．Ｍ．結婚。
この間は活動低迷。年数回の集まりだけとなる。場所は佐藤カズオの自宅スタジオか茅場町『多
聞』。

1997年11月20日
1998年4月

小西徹氏死去。24日に紅 我蘭堂が伊藤 潮氏と偶然再会する。
小西さんのお別れ会にＨ．Ｓ．、佐藤ツネオの2名参加。この頃から、定期的活動（レコードコ
ンサート）再開と、ライブの音源を基にした小西さんメモリアル・アルバム制作の機運高まる。

1998年初夏

茅場町『多聞』に有志が集合。例会再開の確認と意思決定を行う。
再開後は会長を置かず
活動再開記念ライブ（第4回）開催。遠藤律子（ｐ）クインテット、大友義雄（as)、細野義彦
に全員の合議制とする
（ｇ）、酒井一郎（ｂ）、佐藤節雄（ｄｓ）、谷 由 起 子 （ ｖ ｏ ） 場 所 ： ジ ャ ズ ジャノメ
（浅草）
ジャズ・スポット『映画館』にて再開第1回レコードコンサート開催。以降当初は毎月第1木曜
日に開催。12月より毎月第3土曜日に変更。

1998年10月4日

1998年10月8日
1999年2月20日

会報『GROOVY』Vol．1発行。

（幹事3名）

1999年7月

スイングジャーナル7月号「ファン・クラブだより」に投稿。活動再開を掲載。

Ｔ．Ｎ．

1999年8月28日
1999年9月26日

銀座『ジャズ・カントリー』にて毎月第4土曜日例会を開始。『映画館』での例会は第3金曜日
となる。
Ｙ．Ｓ．
小西徹メモリアル・アルバム『A

LIFE』発売。

紅

我蘭堂

第5回主催ライブ（『A L I F E 』 発 売 記 念 ラ イ ブ ） 開 催 。 伊 藤 潮 （ ｂ ） カ ル テ ッ ト 、 田 辺 充 邦
（ｇ）、塚原小太郎（ｐ）、小島 勉（ｄｓ）、谷 由起子（ｖｏ） 場所：東急ケーブルテレ
ビホール（多摩プラーザ）
2000年春

ホームページ開設（管理人：Ｔ．Ｎ．）。

2000年10月15日

第6回主催ライブ開催。太田 剣（as)、田中信正（ｐ）、山田晃路（ｂ）、大槻"KALTA"英宣
（ｄｓ） 場所：六本木『バッシュ』

2001年1月

スイングジャーナル2001年2月号に活動状況の取材記事が掲載される。

2001年4月1日

「伊藤 潮さんのジャズ教室」開催。場所：佐藤カズオ自宅スタジオ（大森）
第7回主催ライブ開催。赤坂由香利（ｐ、vo)、古野光昭（ｂ）、関根英雄（ｄｓ）
場所：
横浜ドルフィー
第8回主催ライブ開催。井上淑彦（ｔｓ）カルテット 田 中 信 正 （ ｐ ） 、 坂 井 紅 介 （ ｂ ） 、 つ の
犬（ｄｓ） 場所：横浜ドルフィー

2001年5月27日
2001年11月18日

2002年8月3日

第9回主催ライブ開催。田中信正（ｐ）、森下 滋（ｐ）デュオ。
イスタジオ。

2002年11月24日

第10回主催ライブ開催。さがゆき（vo)、田中信正（ｐ）

2003年5月25日

第11回主催ライブ開催。中川

2003年10月18日
2005年夏

会員吉永茂雄さん死去。
ホームページのURL変更（ｗｗｗ．Ｋｊｆｃ．Ｉｎｆｏ）管理人はＫ．Ｉ．に代わる。

武＆ホットペッパーズ
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場所：御茶ノ水スタンウェ

場所：横浜ドルフィー

場所：横浜ドルフィー

幹事にＫ．Ｉ．
加わる。

ハービー・ハンコック研究・第6回
（ Retrospective of The Music of Herbie Hancock ）

高木信哉

（１９６６：マイルス・デイビスと共に歩む）
ＨＥＲＢＩＥ

１９６６

録音日
1966. 1.13
1966. 2. 3､2.24
1966. 2. 8

タイトル
Sayin' Somethin'
Adam's Apple
Happenings

演奏者 (レーベル)
Nat Adderlay (Atlantic)
Wayne Shorter (Blue Note)
Bobby Hutcherson (Blue Note)

1966. 3. 5
1966. 3.28､4. 1
1966. 4.18､4.19､4.20
1966. 6. 3､6. 4

Blue Spirits
Freddie Hubbard (Blue Note)
Dirty Dog
Kai Winding (Verve)
Out Of The Storm
Ed Thigpen (Verve)
Benny Goodman →未発表

1966. 7.19
Herbie Hancock →未発表
1966. 9.14､9.15､9.16
California Dreaming Wes Montgomery (Verve)
1966.10.24､10.25 Miles Smiles
Miles Davis (Columbia)
1966.11月
1966.12. 2､12.8

The Original Sound Track of "BLOW-UP"
Voices
Stan Getz (Verve)

Herbie Hancock(MGM)

１９６６年のハービー・ハンコック
（２５歳〜２６
本公演は実はガラガラだった！７月１０日、東京のサ
歳）
は、マイルス・デイビス・クインテットの一員と
ンケイホールは、定員１７００名に対し、８００名。
して充実した活動をする。マイルス・クインテット
京都では、定員９５０名に対し、２００名。長崎で
は、歴史的名盤
『 Ｍｉｌｅｓ Ｓｍｉｌｅｓ 』
を録 は、定員１７００名に対し、２５０名。歴史の現実と
音する。
いうものは厳しいものである。
ハービー自身は、リーダー作はないが、７月１９日
マイルス・デイビスは、１９６５年１２月のシカゴ
に、ジュリアン・プリスター
（tb）
、スタンリー・タレ
の
『プラグド・ニッケルのマイルス・デイビス』
の録音
ンタイン
（ts）
、メルビン・ラスティー
（cor）
、ペッ
を終え、ニューヨークに戻ってきた。戻ってきたマイ
パー・アダムス
（bs）
、エリック・ゲイル
（g）
、ビ
ルスの体調は、優れなかった。肝臓が菌に感染したた
リー・バトラー
（g）
、ボブ・クランショー
（b）
、バー
め、１月３１日、入院した。退院後も、３ヶ月間自宅
ナード・パーディー
（ds）
という４管＋２ギターという で療養することになった。マイルス・バンドのメン
大編成で、スタジオで録音を行っている。残念ながら バーたちは、それでは暇なので、色んな活動を展開し
発売されなかった。
ていた。
１９６６年は、１月にガンジーがインドの首相に
１月１３日、お兄さんキャノンボール・アダレイの
なり、４月にはブレジネフはソ連の書記長に就任。５ バンドですっかり人気者になったトランペット奏者
月からは中国で、文化大革命が始まった。
ナット・アダレイは、ハービーを雇って、リーダー作
ジャズ界では、キャノンボール・アダレイが
『セイイン・サムシン』
の録音を行った。注目すべき
「マーシー・マーシー・マーシー」
、チャールス・ロイ は、ハービーのオリジナル
「カンタロープ・アイライ
ドが
『フォレスト・フラワー』
の録音を行い、ヒットを ンド」
が収録されていることだ。他のメンバーは、
飛ばした。
「マーシー・マーシー・マーシー」
は、メン ジョー・ヘンダーソン
（ts）
、ボブ・クランショウ
（b）
、
バーのジョー・ザビヌルの作品で、
『フォレスト・フ
ロイ・マカーディ
（ds）
である。
ラワー』
には、キース・ジャレット
（p）
とジャック・デ
２月３日と２４日は、盟友ウェイン・ショーターの
ジョネット
（ds）
が参加していた。新しい風が吹いてき リーダー作
『アダムズ・アップル』
に参加する。
たのだ。
ハービーのオリジナル
「ザ・コレクター」
も録音され
日本では、最初で最後のジョン・コルトレーン公演 たが、収録されなかった。しかし１９７９年に日本で
が行われたが、想像を超える激しい演奏に、聴衆はつ ＬＰ化されたとき、収録され、初めて陽の目を見た。
いていけず唖然とした。また驚くべきことは、今では 「ザ・コレクター」
は、１９６８年１月、マイルス・デ
神様のように称えるコルトレーンだが、この唯一の日 イビス・クインテットによっても録音されたが、１９
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８０年に、ＬＰ
『ディレクションズ』
で発表されたと
の一員として、シカゴの
「プラグド・ニッケル」
に出演
き、曲名が
「テオズ・バック」
と変更され、作曲者も
した。マイルスも徐々に復調し、故郷シカゴの仕事
ハービーからマイルス・デイビスと誤って表示され
は、実家にも帰れるので大変楽しかった。べースは、
た。ご注意願いたい。
ロン・カーターが参加できず、エディ・ゴメスが代わ
２月８日は、ボビー・ハッチャーソンの
『ハプニン
りに演奏した。
グス』
の録音に参加する。ここには、ハービーのオリ
９月１４日〜１６日の昼間、ウエス・モンゴメリー
ジナル
「処女航海」
が素晴らしい演奏で収録されている のヒット作
『夢のカリフォルニア』
の録音に参加した。
ため、
『もう１枚の処女航海』
と呼ばれる歴史的傑作で 夜は、マイルス・デイビス・クインテットでビレッ
ある。
ジ・バンガードに出演した。
３月５日は、フレディ・ハバードの
『ブルー・スピ
１０月２４日〜２５日は、マイルス・デイビスの新
リッツ』
の録音に参加する。この録音は、１９８７年
作
『マイルス・スマイルズ』
の録音に参加した。完璧な
まで未発表だった。
までに高い芸術性を備えたレコーディングは、そう滅
３月２８日と４月１日は、カイ・ウインディング
（t
多に実現するものではないが、その数少ない一つが
b）
の
『ダーティ・ドッグ』
の録音に参加する。ここに
『マイルス・スマイルズ』
である。すべての演奏は、１
は、ハービーのオリジナル
「カンタロープ・アイライ
回のテイクで完成されたものだ。メンバーは、メロ
ンド」
と
「ブラインド・マン、ブラインド・マン」
が収
ディをその場で、数回練習しただけだ。つまりバンド
録された。
究極に高まっていたのである。
４月１８日〜２０日は、エド・シグペンの
『アウ
１１月には、巨匠ミケランジェロ・アントニーニ監
ト・オブ・ザ・ストーム』
の録音に参加した。他のメ
督作品の映画
『ブロー・アップ』
の映画音楽を制作し
ンバーは、クラーク・テリー、ケニー・バレル、ロ
た。ジャズ界では、既に有名になっていたハービーだ
ン・カーターらが参加した。ハービーのオリジナル
が、この作品を手掛けたことにより、世界にその名が
「処女航海」
も録音されたが、収録されなかった。
知れわたった。翌年のカンヌ映画祭で、パルム・ドー
この時期からマイルス・デイビスも活動を再開し、 ルを受賞した作品だ。斬新でエキサイティングな映画
時々、セッションを行っていた。
だった。６０年代の自由なロンドンを象徴している。
６月になると、ハービーはハンク・ジョーンズのサ 映画の中で、人々は大麻を吸い、酒びたりになってい
ブとして
（トラとして）
、ベニー・グッドマンのバンド る。行きずりの男女がセックスをする。今なら珍しく
に参加し、ロックフェラー・センターの
「レインボ
もないが、当時の人々は驚いて、物議を醸し出した。
ウ・ルーム」
に出演した。６月３日と４日は、アルバ
きれいなセミ・ヌードを披露したのは、今では名女優
ムの録音まで行われたが、発売はされなかった。
のバネッサ・レッドグローブで、彼女の若き姿は新鮮
７月４日は、久しぶりのマイルス・デイビス・クイ だ。さて映画音楽は、劇中、常に抑えられて使用さ
ンテットが勢ぞろいして、ニューポート・ジャズ・
れ、音楽で感情を押し付けないようになっていた。ま
フェスティバルに出演し、喝采を浴びた。また７月１ たアントニーニ監督は、語っている。
「真実の姿は、
５日には、Lewisohnスタジアムに出演した。
見せかけの下にある」
。つまり、見せかけの下には、
７月１９日、ハービーは、自分のアルバムのために より深い真実の姿があるということ。しかし究極の真
スタジオに入った。メンバーは、ジュリアン・プリス 実は、ずっと下に隠され、誰にも見えない。見えると
ター
（tb）
、スタンリー・タレンタイン
（ts）
、メルビ
したら、すべての映像や真実が分析されたときであ
ン・ラスティー
（cor）
、ペッパー・アダムス
（bs）
、エ
る。だからこそ抽象映画の価値がある。それが、アン
リック・ゲイル
（g）
、ビリー・バトラー
（g）
、ボブ・ク トニーニ監督の映画だ。いずれにしてもこの作品によ
ランショー
（b）
、バーナード・パーディー
（ds）
という
り、より幅広い層にハービーの名は通り、ギャラも驚
４管＋２ギターという大編成で、スタジオで録音を
くほど良かったようだ。
行っている。未発表作品だが、今日では１曲だけ聴く
１２月２日と８日は、スタン・ゲッツの
『ボイセズ』
ことが出来る。BLUENOTEから
『ザ・コンプリート・ の録音に参加する。
ブルーノート・シックスティーズ・セッションズ/
また１２月は、マイルス・デイビス・クインテット
ハービー・ハンコック』
という６枚組みのボックス・
の一員として、ビレッジ・バンガードに３週間出演し
セットがあるが、その６枚目の８曲目に、
「ドント・
た。ドラムは、トニーの予定が一杯で、代わりに
イーブン・ゴー・ゼア」
という曲がそれである。ハー
ジャック・ディジョネットが参加した。
ビーは、ファンクのレコードが作りたかったが、満足
こうして１９６６年もハービーは、有意義な年と
いくレベルに達しなかったので、没にしたのである。 なった。
その翌日
（７月２０日）
から２週間
（７月３１日ま
で）
、ハービーはマイルス・デイビス・クインテット
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＜アルバム解説 by 高木信哉＞
『マイルス・スマイルズ／Miles Davis』
1. Orbits
2. Circle
3. Footprints
4. Dolores
5. Freedom Jazz Dance
6. Ginger Bread Boy
Miles Davis
（tp）
,Wayne Shorter(ts),Herbie Hancock
(p),Ron Carter(b),Tony Williams(ds)
マイルス・デイビスの黄金のクインテットのスタジオ録
音２作目で、１９６０年代のジャズを代表する傑作であ
る。 完璧なまでに高い芸術性を備えたアルバムというの
は、そうめったに実現するものではない。その数少ない例
が、マイルスの
『カインド・オブ・ブルー』
（１９５９年録
音）
とハービーの
『処女航海』
（１９６５年）
にこの
『マイル
ス・スマイルズ』
だと思う。ウェイン・ショーター作曲の
「オービッツ」
は、ハービー曰く
「この曲はまさにクインテッ
トならでは演奏だ」
。テーマ・メロディ自体が魅力的で、ソ
ロを発展させる要素を持っているからだ。流れるような４
拍子に乗って、マイルスが珠玉のソロを聴かせる。哀愁の
サウンドが心に沁みるマイルスのオリジナル
「サークル」
は、
興味深い由来
（ルーツ）
を持った曲である。ハービーによる
と、
「マイルスは、
「ドラッド・ドッグ」
（１９６１年に録音
した
『サムディ・マイ・プリンス・プリンス・ウイル・カ
ム』
の４曲目）
の譜面を持ってきて、
「このコードを弾いてく
れ」
と言った。弾いてみせると、今度は譜面に書かれていた
ひとつのコードを指差し、
「このコードを弾く前にこっちの
コードを弾いてみてくれないか」
。そしてまた別のコードを
示して、そうこうする数分が過ぎると、新しい曲が出来上
がったんだ」
と言う。確かに
「ドラッド・ドッグ」
の２１小節
〜２８小節にかけてとほとんど同じものが
「サークル」
の最
初のところの９小節で認めることができる。こんな感じで

マイルスはメンバーの力を借りて、スタジオで簡単に曲作
りをしていたのだ。
現在のジャズ・シーンで高い人気を誇る楽曲がウェイ
ン・ショーターの
「フットプリンツ」
で、このアルバムでの
演奏がミュージシャンたちのお手本になった。ウェインに
よると
「マイルスがギグで演奏する曲を希望したから書い
た」
そうだ。曲は、ロン・カーターの印象的なベースのライ
ンから始まる。１２小節のシンプルなCマイナー
（６拍子）
のブルースで、９小節目と１０小節目が倍のテンポで演奏
され、３連音符のような感じになり、とても格好いい。
ウェイン自身は、この曲を６６年２月に自身のアルバム
『ア
ダムズ・アップル』
に先に吹き込んでいる。マイルス〜ウェ
イン〜ハービーのソロは、完璧である。特にハービーのソ
ロは、トニーとロンと一体となり、輝くばかりの光を放っ
ている。このアルバムに
「フリーダム・ジャズ・ダンス」
が
収録されたことにより、作者のエディ・ハリスはジャズ界
で有名な人物になった。マイルスがメロディの断片を吹き、
２小節遅れてウェインが合流する。トニーの独特のグルー
ブ感が全編に漂い、聴き手の気持ちを高揚させていく。ラ
ストの
「ジンジャー・ブッレド・ボーイ」
は、ジミー・ヒー
スの曲だ。ここでは、ハービーのソロに注目して欲しい。
左手でありきたりのコードを弾かず、ホーン・プレイヤー
のようにラインを強調した見事なソロを聴かせる。
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DISC REVIEW 〜ピアノ・トリオを聴く。
Ｋ．Ｎ．
昨年秋から年末にかけ数枚のピアノトリオをCDで聴いた。日本のジャズファンにとって最も好まれるフォー
マットとされるピアノトリオは、過去数々の名演を通じ多くのファンの支持を得て今もなお変わらない人気を
維持し続けている。私見ではあるが7オクターブに亘る音域を一つの楽器で表現出来る楽器は他に見当たらず、
正に楽器の王者ピアノを使ってベースとドラムスを配したピアノトリオというフォーマットは、少人数での音
楽表現における最も優れた組み合わせと言えるのではな

リングの表現に関して、こんな素晴らしい音楽家が日

いだろうか？。そこで先ずご紹介したいのは、ＫＪＦＣ
におけるＭＲ.ベースマンこと 伊藤 潮氏との共演で
も知られるピアニスト、嶋津健一氏の新作である。

本にいる事が不思議に思えるほどの実力者であると畏
敬の念さえ覚えた人であった嶋津氏も、１９９２年こ
ろからアメリカにおいて、ネイティブをも驚かせるブ
ルース・フィーリングの表現に賛辞を浴びることが多

１． 嶋津健一トリオ／オール・カインド・オブ・バラッズ

くなるに連れ、自身では逆に模倣に対する疑問と、自
己の再発見と再開発の追求へと進んでいくことになっ
ていった。
(③TORNADE & VOLCANO で彼自身が書いている

過去１０余年にCDでリリースされた嶋津作品は、
私の入手した範囲では下記の５作品があり、ＮＹ滞在
中にレコーディングされた①と帰国後の③以外は、
ベーシストとのデュオまたはツイン・ベースとの作品
で、ローヴィングスピリッツからの2作④、⑤はツイ
ン・ベースとの作品が続いていたところへ今回のピア

ライナーノーツによる。)そしてそれに関する一つの
回答？が③TORNADE & VOLCANO という作品と
なったようである。①Portrait of KENICHI SHIMAZU

ノ・トリオでの発表となった。

から、③TORNADE & VOLCANOへの道が、模倣から
自己確立に到るワン・ステップなのだろう。
今回、新作品のサブタイトルに
「A Tribute to Herman
Foster」
とクレジットされているHerman Fosterとは、

①PORTRAIT OF KENICHI SHIMAZU
J s Way Records (1992 Recorded)
[ Kenichi Shimazu(pf) Belden Bullock(b) Brian Ki
rk(ds) Greg Skaff(g) Produced;Jimmy Scott ]

同じく③のライナー・ノーツでブルース・フィーリン
グの体現に関し
「…今でも敬愛して止まないピアニス
トであるハーマン・フォスターが心の師でした。」
と
ある。ハーマン・フォスターは1999年に逝くなってお

②double・S (KENICHI SHIMAZU + STAN GILBER
T)徳間ジャパン TKCB-71280(1997.12月)
[ Kenichi Shimazu(pf) Stan Gilbert(b) ]
③TORNADE & VOLCANO FLKD-9101(1998 Rec
orded)

り、この作品はフォスター氏へその後の自己表現を追
求をしてきた、今の彼をピアノを通じての披瀝、若し
くはレポートを意味するのだろうか？。
それらの詮索はともかく、何より一聴の価値大い

[ Kenichi Shimazu(pf) Toshitaka Shiratori(b) Yut
aka Sasaki(ds) ]
④Symmetrophobia
RavingSprits RKCJ-200
1(2001.1月)
[ Kenichi Shimazu(pf) Koji Yamashita(b) Yoshihir
o Yoshikawa(cello) ]
⑤Double Double Bass Session

にありとおすすめの一枚です。

RavingSprits RK

CJ-2009(2003.6月)
[Kenichi Shimazu(pf) Shinichi Kato(b) Koji Yama
shita(b) ]

この作品、Kenichi Shimazu Trio / All Kind of Ballads
-A Tribute to Herman Foster ( RKCJ-2016)は嶋津健一(p
f)、加藤真一(ｂ)、岡田佳大(ds)、による強力トリオ
で、タイトル通りバラードを集めたCD。
雑誌のCDリリース広告におけるコピーは 限りなく
優しく、力強い感情がほとばしるピアノトリオ と紹
介されているが、これらの言葉でも充分表現出来ない

収録曲；˜
1) More Than You Know
2) Pra Dizer Adeus
3) Sun Flower
4) Love Won t Let Me Wait
5) The Good Life
6) Sunday Mornin
g of Always
7) Gee Baby Ain t
I Good to You
8) Red Sail in the
Sunset
9) Never Let Me
Go

すばらしいCDだと思う。以前からブルース・フィー
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２．リニー・ロスネス・トリオ／ア・タイム・フォー・ラブ

３．本田竹広 紀尾井ホールピアノリサイタル

これまで、夫君のBilly Drumund(ds), Ray Drumund(
b) とのトリオで・星に願いを(VACY-1027)、レター・
トゥー・ビル・エヴァンス(VACY-1030)、ア・ビュー
ティフル・フレンド

この作品はトリオではなくピアノ・ソロ。2004年
秋、 本田竹広／ふるさと-On My Mind- TECD-39551˜
2) 本田竹広(pf)、米木康志(ｂ)、本田珠也(ds)他、で
リリースしたアルバムで、本田が使ったピアノが名器

シップ
（VACY-103
2）
、ワンス・アポン
ナ・タイム(VACY-10
35) の4作をビデ

ベーゼンドルファー 。このピアノは彼にとって何か
を感じさせる魅力があったようで、次はクラッシクに
挑戦するとの意識が強く、一年後ソロでのピアノリサ
イタルとなった。過去 左半身に麻痺が残るような大

オ・アーツ社よりリ
リースしており、ま
た最近では [100
ゴールデン・フィン

病を経験しながらもピアノを使ったリハビリで復活を
果たした彼は、リサイタル直前まで多くのアクシデン
トと闘いながら、ファンクラブのサポートによって実
現したリサイタルになったと聞く。

ガー]でも超ベテラ
ンとも共演するなど
その存在感を示している女流ピアニストの代表格。
今回の作品、Renee Rosnes Trio / a time for love (VA

演奏は音楽家としての
「性」
であろうか、気迫での演
奏としか表現出来ない雰囲気が伝わってくる。このリ
サイタ
ルが終ったあと、ファンクラブの方々が次の演奏会

CY-1038) はベースとドラムスをNYのファースト・
コール＝Peter Washington (b) , Lewis Nash(ds) に入
れ替え、新たな方向性を示す作品と言える。以前NY
のヴィレッジ・ヴァンガードでルイス・ナッシュ・ク

に向け彼の希望を聞きながら準備を進められていたと
ころへ、本年1月13日 突然の訃報であった。幻と
なった
「本田竹広トリオ」
のメンバーはファンクラブの
H.P.によると、本田竹広(pf)、鈴木良雄(ｂ)、森山威

インテットを聴いた際もリニーとピーターはサイドメ
ンとして参加しており、現地では取り立ててめずらし
い組み合わせではなく、コンビネーションなど全く問

男(ds)。このトリオは是非実現して欲しかったし、本
田さん自身も心残りだったのではと。。。。。。安ら
かならん事を祈ります。
合掌

題ないメンバーだと思う。
内容もルイス・ナッシュの軽やかなバッキングによ
り、ラテンリズムも取り入れた演奏は当初のねらい通
りの出来だと感じた。

収録曲；˜
1)BEETHOVEN Piano Sonata No.14
Ⅰ Adagio
2)シリウス〜アフリカの風

収録曲；˜
1)A Time for Love
2)Suddenly It s Spring
3)Lush Life

3)Amazing Little Dream
4)Eu Te Amo ( I Love You )
5)Get Up It
6)故郷〜父の歌[宮古高校校歌]

4)Lullaby Petite
5)I Was Doing All Right
6)Invitation
7)Wait Till You See Her
8)Ballad to the East
9)Dizzy Spels
10)The Bad and the Beautiful
11)The Duke
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[Moonlight]

30th ANNIVERSARY

会報『ＫＪＦＣ通信』
会員の親睦を図るために会報を作成しようというこ
とになり、1982年5月に第1号が発行されました。
第1号はＡ４サイズで内容は、
ゴロー会長の会誌創刊にあたって
の挨拶文と、4月の活動報告。5月
の予定と会員募集の４記事だけ。
表面だけの内容でした。
続いて第2号は82年11月発行。
サイズはＢ４サイズ裏表コピーに
なりました。内容はこの年の10月
27日に行われた
『第2回総会』
の結果
がメインでした。議題や決定事
項、役割分担の決定、決算報告や
来期の活動方針の採択など、本当
に真面目で真剣な総会だった様子
がうかがわれます。この他には、9
月26日に行なわれた第2回ライブコ
ンサートのレポートをＨ．Ｓ．さ
んが書かれています。また12月3日
の第3回ライブコンサートの告知も
大きく取り上げているほかに、会員のプロフィール紹
介がシリーズで始まり、第1回はゴロー会長が登場し
ています。
第3号は83年3月18日発行。サイ
ズもB4サイズ４ページと堂々と
した体裁になりました。これは先
に行なわれた総会で企画担当
（編
集、広報）
が5人に増えたためにア
イディアも制作も充実したと言え
ます。内容は第3回ライブコン
サートレポートを佐藤ツネオさん
が書かれ、Ｅ．Ｋ．さんの小西
徹邸訪問記と双璧の記事になっています。コラムとし
て2月3日に有志で行った映画
『真夏の夜のジャズ』
『K.
Ｃ.ジャズの侍たち』
2本立ての各自の感想紹介、Ｙ．
Ｓ．さんが書いたケニー・ドリューのライブレポート
（写真付き）
。会員紹介の2回目は吉田 稔さんが登場
しています。そして定例会報告は6回分まとめての紹
介です。
第4号は83年5月20日発行。内容はＨ．Ｓ．さんによ
る、この年4月22日に亡くなったアール・ハインズの
追悼文をメインに、3月に行なわれたＥ．Ｋ．さんと
ア･テンポ 佳津子さんのコンサートレポートをゴ
ロー会長とＫ．Ｈ．さんが書かれています。さらに新

連載としてＨ．Ｓ．さんの
『UND
ERRATEDなMUSICIAN達』
（1回目
はレム・ウインチェスター）
と、
佐藤恒雄さんの
『JAZZと私』
が始ま
りました。会員紹介の3回目は佐
藤カズオさんと ア･テンポ 佳津
子ちゃんのふたりです。
第5号は83年７月15日発行。内
容はこの年5月に行った
『茨城県御
前山合宿』
のレポート
（ ア･テン
ポ 佳津子、紅 我蘭堂共同執筆）
をメインにしています。連載はツ
ネオさんの
『JAZZと私』
2回目、
Ｈ．Ｓ．さんの
『UNDERRATED
〜』
はジュリアン・プリースター
とスライド・ハンプトン、エイ
エ・テーリンという3人のトロン
ボーン奏者の紹介。会員紹介は
若大将 Ｋ．Ｈ．さんとジャンコこと野尻順子さんの
おふたり。Ｙ．Ｓ．さんのフォトギャラリーでアー
サー・ブライスの写真も掲載されています。
第6号は83年９月20日発行。トップにＨ．Ｓ．さん
が、第2回ライブに出演されたピ
アニスト塚原小太郎さんへのイン
タビュー記事 今なぜ
「私はJAZZピ
アニストだ！」
と塚原小太郎は
言ったのか。 が全面に掲載され
ています。9月9日に帝国ホテルの
ロビーで行なわれた本格的なイン
タビューでした。ツネオさんの
『J
AZZと私』
3回目(最終回)と渋谷さ
んの
『UNDERRATEDなMUSICIA
N達』
第3回はジミー・ジョーンズとジェラルド・ウィ
ギンスという二人のピアニストを取り上げています。
会員紹介は KJFCの歌姫 Ｅ．Ｋ．さんと アニやん
角川さんのおふたり。Ｙ．Ｓ．さんのフォトギャラ
リーはジョニー・グリフィンです。
いずれもコンピュータもワープロもない時代を反映
して、手書き文字とコピー切り貼りによる作成でした
が、関根アリコ編集長以下、金はないけど若さとジャ
ズに対する情熱で作り上げた会報でした。
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30th ANNIVERSARY

ＫＪＦＣ３０周年の思い出

Ｍ．Ｓ．
トリオをはじめとするライブの数々、皆さんと行った
レッド・ガーランド、ルー・ドナルドソンや東京ユニ
オンオーケストラのコンサート。１０年続いた御前山

昭和３８年からジャズを聴き始めて、１６年、あち
こちのジャズ喫茶に出かけていました。中央線沿線に
住んでいた頃は吉祥寺のファンキー、Be-bop、メグ。
井の頭線沿線に移っては明大前のマイルス。小田急線

合宿。定期的な例会が出来ない時期の時折集まる飲み
会など楽しい付き合いをして来ました。永い間には集
まる場所の確保にも皆さんの団結力が多いにものを言
いました。写真スタジオを快く提供して頂いたカズオ

沿線に引っ越してからは下北沢のマサコ、向丘遊園の
Half Note、ガロなどジャズ喫茶を見つければ必ず入っ
て、帰りにはタバコは吸わないけれどマッチ箱をも
らってくるのが習性となっていました。会社が八丁堀

さん、茅場町の地元で集まれるようにしたＭ．Ｔ．さ
ん、
「映画館」
のマスターに協力をお願いした我蘭堂さ
ん、
「ジャズカントリー」
を貸切りで使用させて頂ける
ようにしたＹ．Ｓ．さんとメンバーが出来るだけの努

にあったので土曜日の帰りには良く八重洲口のママに
寄っていました。そんな時、兜町の銀行までの行き帰
りに九谷のガラス窓にジャズのレコードコンサートの
ポスターが貼られているのを見つけたときは、とても

力をされた結果、このように息の長いＫＪＦＣの活動
が続いて来た事と思います。また、ライブ開催につい
ては渋谷さん、成田さんコンビの演奏者との交渉力
や、例会に参加しにくい方々との繋がりも切らさない

うれしくて早速例会に参加しました。それは昭和５３
年
（１９７８年）
のことでした。ポスターは恒さんが描
いたものだそうで、黒っぽい感じでピアニストの絵が
描かれていた様な記憶があります。毎週金曜日には６

役割を果たしている
「会報ＧＲＯＯＶＹ」
の編集を続け
ている 我蘭堂編集長、インターネットの時代になっ
てＫＪＦＣのホームページを制作してきたＴ．Ｎ．さ
ん、Ｋ．Ｉ．さん。皆さんの行動力とジャズへの深い

時頃から始まり、１０時頃まで４時間Ｈ．Ｓ．さんの
解説を交えてたくさんのＬＰを聴かせて頂きました。
ＬＰレコードを自宅に沢山持っていない私にとって
色々なプレーヤーのＬＰを聴かせて頂けることは本当

愛着、メンバー間の協力が結集して現在のＫＪＦＣが
存在していると思います。これからも大いにジャズを
皆さんと一緒に楽しんで行きましょう。

にありがたいことでした。
紅我蘭堂氏がＫＪＦＣの歴史で書かれているように
３０年の思い出になることは沢山ありました。小西徹

ＫＪＦＣ３０周年によせて

Ｍ．Ｔ．

私は参加させていただいてから５年くらいしかたっ
ていない新参者です。
（その割に態度が大きい、の話
はあるかも知れませんが・・・。）
自分が経験していない年月のことは全く分らないの

人間関係が存在する以上、衝突したり、逆に皆が引
いてしまって白けたり、が多少はあったのではない
か、と想像します。それらを乗り越えて存続させて
下さった皆様、どうもご苦労さまでした。現在のＫ

で、我蘭堂さんから
「何か書け」
と言われて少々参って
います。
ただし、ジャズが好きな者同士が集まる会とはい
え、30年も継続しているというのは大変なことです。

ＪＦＣへの思いは先日ＧＲＯＯＶＹ３８号の会員紹
介に載せたので省略しますが、こちらで楽しくやら
せていただいているのは、皆様のお陰と改めて感謝
致します。

『ＫＪＦＣの想い出』

Y.T.

私がＫＪＦＣに参加したのは、１９８２年のスイン
グジャーナル誌の会員募集の記事を読んでからで、か
れこれ２４年が経ちました。
ジャズは高校生の頃から聴き始め、大学生でフリー・

いていましたが、もともと独りジャズ喫茶で聴くのが
好きで、自宅でジャズ聴く事は殆どなく、ＬＰもそれ
まであまり持っていませんでした。
それがＫＪＦＣに入った事がきっかけで、今まで聴

ジャズに目覚め、その後いろいろな種類のジャズを聴

いてこなかった演奏者のアルバムを紹介され、少しず
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とあの大友義雄さんでした。予算が予算でした
ので無理かと思いましたが、ご厚意により想定
外の素晴らしいメンバーが揃いました。
演奏当日のライブ会場の
「ジャノメ」
は超満
員で、第一部の演奏が始まりましたが、主催者
として無事にライブが終了するまで気の抜けな
い緊張感と、聴衆のノリも気になりながらの
あっという間の３時間でした。
それでも会員をはじめその場に居た観客がプ
レーヤーと一体化し、エネルギッシュな素晴ら
しい演奏を聴けた事に感激し、貴重な体験がで
きました。
遠藤律子さん本当にありがとうございました。
メンバー 遠藤律子
（p）
、大友義雄
（as）
、酒井一郎

また、同じ趣味を持った仲間との、楽しい時間を共

有する事の喜びも覚えました。
２４年間を振り返って沢山の想い出がありますが、
、細野義彦
（g）
、佐藤節雄
（ds）
,谷由紀子
（vo）
一番は１９９８年１０月４日の浅草
「ＪＡＺＺ ＪＡ （b）
余談になりますが、その後遠藤さんとは海水浴にご
ＮＯＭＥ」
でのライブです。
紅我蘭堂氏の
「ＫＪＦＣの歴史」
にも記述があります 一緒させて頂いたり、愚息が遠藤さんの主催するアマ
チュアバンドの練習で演奏させて頂いたり、つい先週
も某所の呑み会でお会いする等の、お付き合いが継続
しています。

が、１９８５年に活動の拠点の
「九谷」
を失ってから苦
難の時期を迎えますが、いつしか再び拠点を構え、以
前の様な活気ある活動をと皆が考えていたところ、１
９９８年
「映画館」
「ジャズ・カントリー」
を拠点に、例
会が復活しました。
そして、その復活の記念ライブを開催しようと言う
話が持ち上がり、相談の上当時私がよくライブに行っ
ていた遠藤律子さんにお願いする事になりました。
私はあまり日本の演奏家のライブには行かないので
すが、遠藤さんは北千住の
「遊来区」
のライブですっか
り虜になり、それ以来数多くライブに行くようになっ
た、大好きなピアノ演奏家です。
まず演奏会場の確保ですが、住まいから近い
「ジャノ
メ」
の店主に相談すると快く受けて頂き、決まりました。
そして演奏メンバーの交渉ですが、なにしろ演奏家と
の交渉は初めてなので、当会の渋谷氏の力もお借りし、
ギャラの交渉とサイドメンの選択が始まりました。
最初の遠藤さんとの話し合いは、渋谷氏同行で
「銀
座スウィング」
でのライブの休憩時間でした。少ない
総予算でしたので、支払える金額もたいした額ではな
かったのですが、これまた快く受けて頂き最終メン
バーの交渉になりましたが、問題がサックスを誰にす
るかでした。
予算の関係で若手プレーヤーの選択をお任せしよう
と考えていたのですが、遠藤さんからの提案は、なん

今年予定されていますＫＪＦＣの
「記念ライブ」
で
は、最近は
「ＦＲＶ！」
で活躍されている遠藤律子さん
に、是非ピアノ・トリオでのハード・バップ中心の演
奏をして頂こうと考えています。
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ＫＪＦＣ３０周年おめでとうございます。

ア・テンポ 佳津子

ＫＪＦＣ３０周年おめでとうございます。３０年っ
ていったいいつから活動していたの？とすばらしい年
表を広げてみました。眺めて見て会の歴史の重さにし

んと出会わなければ、同世
代と固まって文句ばかり
いっていた、つまらない８

ばし感動....。諸先輩方のジャズに対する熱い想いが伝
わってきますね。私がＫＪＦＣに参加したのは８０年
代初めで、忘れもしない、茅場町の長寿庵の前に
（私
は砂場の娘なのに）
富田さんが迎えに来てくれまし

０年代だったでしょう。今、
天職ともいえるピアノ教師
として様々なジャンルの曲
を幼児から７０代の方に教

た。当時、２３歳ぐらいだったでしょうか。仕事も恋
もパッとしない何かいいようのないじれんまに陥って
いた私に３０代、４０代の男性は皆優しく(当然か！)
ジャズって何？みたいな私に１からレコードの聴き方

える事ができ、なんて幸せ
な日々！と叫べるほど恵ま
れています。自営業として
２つの教室の運営、指導で

を教えてくださいました。九谷のママはいつも穏やか
で新参者の私にもあれこれ話し掛けてくださり、毎週
金曜日がとても楽しみでした。
当時、ピアノ講師をしながら砂場の手伝いをし、

多忙な日々です。休日も商売人の娘らしく営業活動
もぬかりなしです！シ゛ャス゛は２年前から飯田橋
に先生を見つけ２０代の頃のポピュラーは挫折した
けれど、今度こそ！とジャズピを習いに中学生の息

ポピュラーピアノと弾き語りを習いに銀座に通ってい
ました。夜ピアノを弾いていたクラブがつぶれたり、
家も面白くない、恋もイマイチ...の２０代の私にとっ
て大人の男性と音楽を通して話ができるというのは新

子と通っています。曲が仕上がると、ドラム、ベー
スとアンサンブルのクラスに参加できるので練習の
し甲斐があります。ひょんな事からギターをやって
る同級生に再会し、２年に１度のステージの為に即

鮮な出来事でした。訳もわからず、小西邸にも連れて
行っていただいたり、御前山合宿は当時の写真背景ま
で覚えています。その後、会に参加した夫と知り合い

席バンドも作りました。私の日常はこんな感じです
がいくつになっても音楽を楽しもう！の精神でＫＪ
ＦＣもこの先５０周年を目標に(超高齢化社会ですか

結婚に至り、２０年が過ぎました。
例会には諸事情から欠席続きですが、ライブにはで
きるだけ参加するようにしています。当時、生き方、
働き方を模索していた私にやはり音楽だ！と気づかせ

ら、皆様、大丈夫ですよね？)益々の発展をお祈り致
します。記念ライブには是非参加させてください。
元祖ＫＪＦＣのアイドル 佳津子ちゃんも、もう
４５！ピアノとエアロビクスをこよなく愛する中年

てくれた会の皆様には感謝しています。あの時に皆さ

です。

九谷ジャズファンクラブ30 周年によせて

坂本久仁子 坂本 正博

九谷ジャズファンクラブ30周年おめでとうございま
す。30年たったなんて夢のようです。九谷でジャズを
愛し、渋谷さんを家族同様に思っていたオーナー坂本

世話になっている伊藤潮さん。
会の皆さんは、九谷から離れなければならない時か
ら、私達が千葉に移った間も九谷ジャズファンクラブ

久子も6年前他界し、私達も千葉に移転。しかし渋谷
さんと電話で話していると、兜町のお店に居る様な錯
覚をおこしてしまいます。大川君、伊勢さん、渋谷さ

を愛し続け頑張っていらっしゃる。今の住み難い世の
中、30年を迎えられた事は、それぞれ大変だったと思
いますが、素晴らしく幸せな事ではないでしょうか。
何事にも一生懸命頑張り続ける事を、何時も言って

んの弟さんと始めたレコードコンサート。お店にジャ
ズの好きな人が見えると、私はよくわからず渋谷さん
に電話をしては、店に来て話をしてもらい、澤村さ
ん、佐藤さん、角川さん、水戸守さんと少しずつ増
え、五郎ちゃん、恒さん、布ちゃん、富田さんも忙し
い中、毎週金曜日集まり、渋谷さんの持ってきた沢山
のレコードをかけ、解説を聞き女性ファンも増え、そ
してお店での小西徹さんのライブ。その関係で今もお

いた九谷のオーナー坂本久子もきっと喜んでいると思
います。私も時々ウィントン・ケリーの
「朝日のよう
にさわやかに」
を聴いては心が和んできます。
これからも皆さんで九谷ジャズファンクラブを盛り
上げ、いつまでも続く様、私達姉弟も心より願ってい
ます。
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第1回ライブ終了後に撮影。前列左より２人目から坂本久仁子さん、小西信子夫人、故小西
徹氏、故坂本久子さん。

小西

信子

ＫＪＦＣ 何てなつかしい名前でしょう。結成三十
周年、まずはお目出とうございます。

来たので、大ホールでの演奏会以外は殆ど出かけませ
んでした。今思えばオフィス街の一角
「九谷」
のＨ．

本来なら医者になるべき家に生まれながら音楽家へ
の道、それも当時の日本人には最もなじみの薄いジャ
ズギター奏者になろうとは思いもしませんでした。
三十年前小西 徹もいよいよ四十歳代に入り、よく

Ｓ．様との出会いは私にとって特別なものでした。亡
主人の熱演を目の前に身震いした瞬間を与えてくれた
恩人。そして当時のメンバーの方々もジャズが大好き
な人達であった事が実に有難い事でした。

飲み仕事とはいえ大好きなジャズに傾倒しアメリカの
ミュージシャンの演奏を学び、どんなセッションの場
でも力抜く事なく無我の境地で弾いた姿勢は聴く人の
魂をゆさぶる音であり満足感に溢れたものでした。仕

主人が全身全霊で打込む躍動するリズム感は今尚日
本一だと思って居ります。
ならびにこうしたファンクラブを維持していらした
事実は容易なことではないだけに改めてＨ．Ｓ．様の

事場に女房が顔を出す事を嫌った主人には、 サラ
リーマンが職場に女房をつれて行くかと言われ続けて

御苦労がしのばれ、今後も末長く続きます事を陰乍ら
お祈り致しつつ、およろこびに代えさせて頂きます。

小西 理枝
ＫＪＦＣ発足３０周年をお迎えになられましたこ
と、心よりお慶び申し上げます。亡き父、小西徹のメ

た美酒のごとく、心からの音を奏するには時間を要し
ます。音楽家の長きに渡る勉強と人生経験が人格を育

モリアルＣＤ
『Ａ ＬＩＦＥ』
を企画、制作するにあた
り、皆様には多大なご尽力を頂きました。そのご縁で
たびたびライブをご一緒に楽しませて頂きました。さ
て、娘の私はクラシックのピアニストです。音楽家に

み、その心が指先を通じて音楽に反映されるからで
す。商業ベースにのった巨大イベントが多い昨今、聴
く方々に企画品では味わえない生の音と息づかいが伝
わるライブは、貴重な機会だと思います。今後もKJF

とりまして最も大切な事は、自らが奏する音に魂と思
念を込めることだと考えています。じっくり熟成され

Cの皆様ならではの音楽との関わり、また演奏家への
愛情ある支援を続けて頂きたくお願い申し上げます。
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KJFC主催ライブの記録
第１回ライブ
１９７９年９月２６日
場所：洋菓子喫茶「九谷」
出演：小西 徹(ｇ)、伊藤
龍夫(ｄｓ)

潮(ｂ)、岩本

第1部
(1)Autumn Leaves (2)Wave (3)Stella B
y Starlight(4)Moongrow 他
第2部
(1)Black Orpheus (2)Soft Wind (3)Alo
ne Together
(4)Willow Weep For Me (5)Daafoud 他

第２回ライブ
１９８２年９月２６日
場所：お茶ノ水 「ＳＵＮＮＹ ＳＩＤＥ１９３３」
出演：塚原小太郎(ｐ)、山口雄三
（ｂ）
、原口有生(ｄｓ)
第1部(1)John s Abbay (2)Round About Midnight (3)Burt Cove
rs Bud (4)Softry, As Morning Sunrise (5)All Got s Children Got R
hythm (6)It s Sand Man
第2部(1)Cleopatra s Dream (2)Waltz For Debby (3)Relaxin A
t Camalilo (4)Love Me Or Leave Me (5)The Days Of Wine And Ros
es (6)On The Sunny Side Of The Street (7)Groovin High
第3部
（1）
I m Old Cow Hand (2)It s All Right With Me (3)Here s
That Rainy Day (4)Night In Tunisia (5)Someday My Prince Will Com
e (6)Samba De Orfeu (7)Tempas Hujit (8)Take The A Train

第 3 回ライブ
１９８２年１２月３日
場所：洋菓子喫茶「九谷」
出演：小西 徹(ｇ)、伊藤 潮(ｂ)、岩本龍夫(ｄｓ)
第１部
(1)Softly,As In A Morning Suinrise
(2)There Will Never Be Another You (3)Delilah
(4)Autumn Leaves 他
第2部
(1)The Shadow Of Your Smile (2)Blue Monk
(3)Body And Soul (4)Nardis (5)Straight No Chaser 他
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第 4 回ライブ
１９９８年１０月４日
（活動再開記念ライブ）
場所：浅草 「ジャズ ジャノメ」
出演：遠藤律子(ｐ)、大友義雄(ａｓ)、細野義彦(ｇ)、酒井一郎(ｂ)、佐藤節
雄(ｄｓ)、谷由起子(ｖｏ)
第1部(1)All The Things You Are (2)Autumn Leaves (3)Georgia On
My Mind (4)Gift
第2部 (1)Give Me A Simple Life (2)Antonio s Song (3)Everybody I
s Lover (4)Skylark (5)Coffee Song (6)Our Love Is Here To St
ay (7)In A Sentimental Mood (8)Night In TUNISIA (9)On The
Sunny Side Of The Street (10)When You Wish Upon A Star

第 5 回ライブ
１９９９年９月２６日
（小西 徹追悼盤『Ａ ＬＩＦＥ』発売記念）
場所：多摩プラーザ
「東急ケーブルテレビホール」
出演：伊藤 潮
（b）
、田辺充邦
（g）
、塚原小太郎
（p）
、小島 勉
（ds） 谷
由起子
（vo）
第1部
（小西 徹追悼盤発表記念ライブ）
(1)Samba De Orfeu(2)Whisper N
ot (3)Sweet And Lovely (4)Alone Together (5)Autumn Leaves
(6)How High The Moon (7)Autumn In NEW YORK (8)Cotton
Tail (9)Again
第2部
（谷 由紀子ボーカルパート）
(1)Mr. Wonderful (2)Gift (3)Jonhny Guitar (4)Moonlight And Shadow‐Blue H
AWAII-HULA Heaven (5)いつでも夢を (6)Bei Mir Bist Du Schon (7)You Took Advantage Of Me (8)Shang
hai (9)Day By Day (10)You And The Night And Days Of Wine And Roses

第 6 回ライブ
２０００年１０月１５日
場所：六本木 「バッシュ」
出演：太田 剣
（as）
、田中信正
（p）
、山田晃路
（b）
、大槻 カルタ 英
宣
（ds）
第1部 (1)Little Circle Kids (2)Abstinate (3)Before She Comes me (4)
Weep my Heart Out (5)Yama
第2部 (1)Song For K.K. (2)November Six (3)Rainy Day And Mondays
(4)Blues For F (アンコール)Autumn Leaves

第 7 回ライブ
２００１年５月２７日
場所：横浜
「ドルフィー」
出演：赤坂由香利
（p,vo）
、古野光昭
（b）
、久米雅之
（ｄｓ）
第１部
（１）
黒いオルフェ （２）
I Didn t Know What Time It Was (3)For All We
Know (4)Blue Prelude (5)I ll Come Back To Gain (6)You ll Never Kno
w
第２部
（１）
Street Life (2)Sanday (3)Gee,Baby,Ain t I Good To You (4)When The
Meadow Was Bloomin (5)Mista (6)Every Breath You Take（アンコー
ル）
Desperado
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第 8 回ライブ
２００１年１１月１８日
場所：横浜
「ドルフィー」
出演：井上淑彦 ＦＵＺＥ
井上淑彦(ts)、田中信正
（p）
、坂井紅介
（b）
、つの犬(ds)

第 9 回ライブ
２００２年８月３日
場所：お茶の水
「スタンウェイ・サロン」
出演：田中信正(p)、森下 滋(p)
第１部 (1)Someday My Prince Will Come (2)Off Minor (3)Billies Bou
nce
(4)Ballad(田中信正オリジナル) (5)Sanctuary
（森下滋オリジナル）
第２部 (1)Well You Needn t (2)It never Enter My Mind (3)My Way
(4)Danny Boy (5)Nardis (6)Dimension Traveller
（アンコール） On Green Dorphin Street

第 10 回ライブ
２００２年１１月２４日
場所：横浜
「ドルフィー」
出演：さがゆき
（vo）
、田中信正
（p）
･Fairy s Fable ･亜麻色の髪の乙女
（ドビッシー） ･Rush Life ･
Autumn
･Leaves ･Tea For Two ･My Funny Valentine 他

第 11 回ライブ
２００３年５月２５日
場所：横浜
「ドルフィー」
出演：中川 武
（cl）
、出口辰治
（vib）
、青木弘武
（p）
、浅見
嘉則
（b）
、池貝政俊
（ds）
第１部 (1)Perdido (2)I Cover The Water Front (3)What Is T
hing Called Love (4)Blue Monk (5)Avalon
第２部 (1)In A Mellow Tone (2)Smile (3)危険な関係のブ
ルース (4)Memories Of You (5)Autumn Leaves (6)Oh!
Lady Be Good
（アンコール）Caravan
30

気まぐれジャズマン 番外編
水戸守敬一郎
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追悼 吉永茂雄さん
紅 我蘭堂
その人は、春を告げる花の香りのように爽やかに私たちの前に登場し、清風を残して、天に召されていきました。
私が吉永さんとお会いしたのは、確か2001年の終わ
なかなか吉永さんもお
りか2002年の初頭だったと思います。ジャズスポット 忙しいのか、例会にずっ
『映画館』
でいつものように飲んでいた時に、吉田マス と来られない日もありま
ターから紹介されました。テナーのよく透き通る声と したが、同年8月にKJFC
背筋をピーンと伸ばされた、いかにも真摯な姿勢が印 が主催した
「田中信正＆森
象的でした。KJFCの事をお話しすると、とても興味
下 滋デュオ・ライブ」
に
を持たれたようで、時間が 来られ、
「いや〜、久しぶ
あれば是非
『ジャズカント
りにいい音を聴かせても
リー』
の例会にも行きたい
らいました」
と、大感激さ
と言われました。
れていました。その時に
その後ジャズカンにも 「少し悪いところが見つ
遊びに来られ、会員が分担 かったので、検査入院します」
と話されたのが、実質
して特集を行なっている例 的に最後にお声を聞いたことになってしまいました。
会にとても賛同していただ
じっくりとお話しをする機会が少なかったのが、今
き、KJFCに即入会。ご自
でも残念です。お好きなJAZZの傾向などは話してい
分も是非特集を担当したい たのですが、噂によれば、昔は某名門ジャズ喫茶でレ
と申し出になり、2002年5月25日に
『ウィントン・ケ
コード係りをしていたということも聞いていましたの
リー』
特集を担当していただきました。その時に作成
で、もっともっとジャズについて、いろいろと教えて
していただいたテキスト(下記参照)は今も残っていま
いただきたかったです。
すが、真面目な中にもユーモアがあり、ケリーへの愛
吉永さんと言えば、ジャズ喫茶を持たれることを希
情が込められている素晴らしいものでした。
望されていました。そのご遺志を継ぐ形で2003年10
私が、デクスター・ゴードンが好きですと話したと 月、渋谷に
『ハードバップカフェ・アイリス』
が誕生し
ころ、次の機会にデクスターのLPとCDを1枚ずつ貸
ました。オーナーの高野氏たちも頑張られましたが、
していただきました。余談ですが、私が2004年7月
残念ながら今年1月に閉店することになりました。最
ジャズカンの例会で
「1日ジャズ喫茶マスター」
を担当
終日に訪れて、万感の思いを込めてウィントン・ケ
した時にデクスターの曲を数曲掛けました。できれば リーをリクエストしました。JBLのスピーカーから店
その時に
「デクスター、いいですね」
「はい、デクス
内に響わたった軽快なピアノに、きっと吉永さんも耳
ターいいです」
という会話をしたかったです。
をすませてくれていたことと思います。
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いつもお世話になっています。今後とも宜しくお願いいたします。
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ＲＥＣＯＲＤ

ＣＯＮＣＥＲＴ( 例会) ＲＥＰＯＲＴ

２００６年１月２４日（金）
「映画館」

特集：STEEPLECHASE RECORDS
2004年5月22日の例会でＴ．Ｓ．さんが「STEEPLECHASE RECORDS」の特集を行い、たくさんのアルバムを
聴かせてくれた。それ以来、私の中では気になるレコード会社のひとつになった。最近数枚のアルバムを入手したが、気
がつくとささやかなコレクションの中にも結構同レーベルのアルバムがあるので、皆さんと一緒に聴いてみたくなったの
で、本日は特集をしてみることにしました。
６.TOKYO JAZZ GUILD ORCHESTRA（私家盤）
《STEEPLECHASE特集》
1.TAKE GOOD CARE OF MY 《再びSTEEPLECHASE特集》
HERAT／MICHAL URBANIAK ７.SHORT STORY ／KENNY DORHAM（SCCD −
A面（SCS−1195）２.SWISS 36010）８.TETE A TETE ／TETE MONTRIA（SCS
NIGHT／DEXTER GORDON A −1004）９.DUKE S DELIGHT ／DUKE JORDAN
面 （ S C S − 1 0 5 0 ） ３ ． （SCS−1046）
G R O O V I N ／ I D R E E S 10.JUST FRIENDS／LOUIS SMITH(SCS−1096)
SULIEMAN B面（SCS−1218） 《おまけ》11.CHIKAGO CALLING／JOHNNY GRIF４．THE GREAT SESSION ／ DUKU JORDAN B 面 FIN（BLUE NOTE）
ＳＴＥＥＰＬＥＣＨＡＳＥ ＲＥＣＯＲＤＳ
(SCS−1150)
デンマークのレコード会社。1972年設立。ジャッキ−・
《本田竹広氏追悼》
マクリーンが1972年8月5日に録音した「ライブ・アッ
５ . 本田竹広の魅力／本田竹広 A 面（TRIO RSP −
ト・モンマルトル」が第1作。以来30数年にわたりヨーロッ
9007）
パやアメリカのジャズメンのレコードをリリースしている。
《木村 功先生追悼》

２００６年１月２８日「ジャズ・カントリー」

特集「ケニー・ドーハム」

Ｍ．Ｔ．

私はこれまでの特集担当で、ビル･エバンス、ミル
ト・ジャクソン、スタン・ゲッツ、といった大巨人を
取り上げました。彼らに比べると、今回のケニー・
ドーハムはスケール等の面で見劣りする感は否めませ

24年）
ですから、比較
的ジャズが良かった
時代に生きたという
ことで、まずは充実

ん。が、一部のファンからは渋いプレーヤーとして昔
から好んで聴かれていました。私にもよく聴いた時期
があります。本日は彼の良いところをお聞かせしたい
と思います。

した一生だったよう
に思います。高級住
宅地に大邸宅を構えるほどではなかったと思います
が。

ところでジャズ喫茶イーグルの後藤雅洋氏は、著書
の中で、
「日本では
『クワイエット・ケニー』
という人
気盤があるので、何となくドーハムは
『クワイエット
な人』
のイメージがある。が、彼はクワイエットだけ

それから彼の優れた資質の一つに作曲の才がありま
す。
（ブルーノートのオーナー〜プロデューサーのア
ルフレッド・ライオンは
「お前には良い曲を作る才能
がある。曲が貯まったら俺のところへ来い。レコード

ではない」
と書いておられます。私もその意見に賛成
です。ホットなところをお聞かせしたいと思います。
今回担当するにあたり、彼が参加したものをできる
だけチェックしようと試みて感じました。彼は地味な

にしてやるから。」
と言って励ましたとか。）
また日本だけかもしれませんが、ドーハムにはジャ
ズ喫茶
（日本にしかない）
の人気盤がいくつかありま
す。それらはKJFCメンバーには紹介不要と思います。

イメージの割には、たくさんのリーダーアルバムがあ
り、サイドマンとしても色々な人と演奏しています。
一般的な人気はともかく、ミュージシャン・サークル
では評価されていたということなのでしょう。
（人柄

ということで、今回は以下のような選曲方針にしま
した。
・なるべくホットなケニー
（もちろん出来の良いも
の）
を集める。

も良かったそうです。）
彼の没年は1972年
（生まれは19

・共演者に色々な人が入るようにする。
（特定の人
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に偏らぬようにする。）
・ドーハム・オリジナルをなるべく入れる。

チャーリー・パーカーのバンドにマイルスの後釜とし
て加わったこととされる。これは前曲の３年後の吹き

・後半は
「誰でも知っているドーハム・ヒット曲集」 込み。大分上達したのが分る。ここでの主役パーカー
とする。
（曲目紹介なし、でもよい？）
はそろそろ神通力が衰え始めた時期だが、この演奏は
それでは、しばしお付き合い下さい。
なかなか良い。ドーハムも頑張っている。
０．始めに

３．Movin' Out

前述の通り、ドーハムは1924年生まれ
（テキサス州
の音楽好きの家族に囲まれて育った由）
。バド・パウ

From 'Sonny Rollins / Movin' Out'
(Prestige)

エル('24)、ミルト・ジャクソン('23)、ファッツ・ナバ
ロ('23)と同世代、ビバップ・ファースト・ジェネレー
ションである。パウエルらが40年代半ばですでに立派
な業績を残しているのに比べ、ドーハムが技術的に完

Kenny Dorham(tp), Sonny Rollins(t
s), Elmo Hope(p), Percy Heath(b), Art
Blakey(ds). 1954.8.18, NJ
時期的に大分飛んだ54年の吹き込

成したのは50年代も半ば
（30歳前後）
であり、出遅れの
感は否めない。天才型というよりは努力の人というべ
きなのだろう。我々自身のことを思えば、30歳頃に安
定〜完成したならまずまずと言えるはずなのだが、何

み。前述の如く、この頃になるとドーハムのプレイは
技術的にほぼ完成された感がある。間もなく頂点に達
せんとする瞬間
（と言っても後からふり返ってみれ
ば、ということになるが）
のミュージシャン特有の輝

せジャズは早熟の天才がたくさんいるのでつい出遅れ
などと言ってしまう。
（以下アルバム名のないものは
ドーハムのリーダー作）

きが感じられる点で、私の最も好きな時期である。相
手
（主役）
のロリンズもまた
「まもなく絶頂」
の時期で、
エキサイティングな出来になった。ブレイキーの盛り
上げも見事。愉快なのは、この日ブレイキーはハイ・

１．Royal Roost (RCA)

ハットを忘れるというチョンボをやらかしたこと。大
事な商売道具の一部を忘れたのはいただけないが、そ
れでもこれだけの演奏をしたのは流石。

Kenny Clarke and his 52nd Street Boys
Kenny Dorham, Fats Navarro(tp), Sonny Stitt(as), Ray
Abrams(ts), Eddie DeVerteuil(bs), Bud Powell(p), John
Collins(g), Al Hall(b), Kenny Clarke(ds). 1946.9.5, NYC
最初に初期の演奏を２曲ほどお聞きいただく。ドー
ハム苦闘時代の記録と言えるかも知れない。この曲は

４．Room 608

From 'Horace Silver and the Jazz Me
ssengers' (Blue Note)

最初期の吹き込みで、同じ楽器のファッツ・ナバロと
席を並べて吹いている。天才ナバロと比べるのは可哀
そうな気もするが、腕の差は明らか。ドーハムはリズ
ムに乗り損なって崩れる瞬間がある。未だ若くて未完

Kenny Dorham(tp), Hank Mobley(t
s), Horace Silver(p), Doug Watkins(b),
Art Blakey(ds). 1954.11.13, NJ
ブレイキー以外の人
（ホレス・シル

成だった頃の演奏ということで、またナバロと比べる
ことで、前期弱点が露わ
（それでも健闘している）
。こ
の弱点は最後まで
（亡くなるまで）
完全には払拭できな

バー）
がリーダーになった唯一のジャズ・メッセン
ジャーズのアルバムより。メンバーはすべてオリジナ
ル
（初代）
メッセンジャーズで、もちろんブレイキーも

かったようだ。ビバップ初期の荒々しい演奏をお聞き
いただく。

参加している。この後ブレイキーがリーダーになり、
さらにしばらくしてメンバー全員がJMを去るという
人間臭いいきさつがある。アルバムとしては特長ある
シルバーのオリジナル集
（一曲だけモブレイ作）
で、曲

２．Visa

From 'Charlie Parker / Jazz Perennial' (Verve)
Kenny Dorham(tp), Tommy Turk(tb), Charlie Parker
(as), Al Haig(p), Tommy Potter(b), Ma
x Roach(ds), Carlos Vidal(bgo). 1949.
2-3, NYC
ドーハムが世に知られるように
なったきっかけは、何と言っても

も演奏も大変出来が良い。特に作編曲が十分に練られ
ていることにご注目いただきたい。ビバップ全盛期の
「
（無愛想な）
テーマをユニゾンで吹いて、あとはアド
リブ」
という、一種の聴衆不在の形態
（熱狂的愛好者も
もちろんいたが）
から僅か数年で、ジャズはここまで
洗練された。疑いもなくシルバーはその大功労者で
あった。
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５．Afrodisia

８．I Must Have That Man

From 'Afro-Cuban' (Blue Note)
Kenny Dorham(tp), J.J. Johnson(tb),
Hank Mobley(ts), Cecil Payne(bs), Hor
ace Silver(p), Oscar Pettiford(b), Art Bl

From 'Abbey Lincoln / That's Him'
(Riverside)
Kenny Dorham(tp), Sonny Rollins(ts)
, Wynton Kelly(p), Paul Chambers(b),

akey(ds), Carlos "Potato" Valdez(cga),
Richie Goldberg
(cowbell). 1955.3.29, NJ
ここでドーハムのリーダー作を初登場させる。曲も

Max Roach(ds), Abbey Lincoln(vo). 1957.10.28, NYC
ここらでボーカルものも一曲。アビーは私好みでは
ないが、それでもこの曲
（盤）
あたりは素直な歌いっぷ
りで、好感をもって聴いている。中間に出てくるロリ

本日初登場のドーハム・オリジナル。彼自身のアルバ
ムとしては最もホットな演奏が聴けるもので、リー
ダー作を一枚だけ、と言われたらこれを推したい。と
にかくエキサイティングな演奏で、
「クワイエット・

ンズとドーハムの短いソロも大変良い。

ケニー」
しか知らない人は驚くに違いない。これが
ドーハムの真髄と思う。

e' (United Artists)
Kenny Dorham(tp), John Coltrane(t
s), Cecil Taylor(p), Chuck Israels(b), L
ouis Hayes(ds). 1958.10.13, NYC

６．Minor's Holiday

From 'Art Blakey & The Jazz Messe
ngers at the Cafe Bohemia, Vol. 1' (Bl
ue Note)
Kenny Dorham(tp), Hank Mobley(t
s), Horace Silver(p), Doug Watkins(b), Art Blakey(ds).
1955.11.23, NYC
アート・ブレイキーとして、は初めてジャズ・メッ

９．Just Friends
From 'John Coltrane / Coltrane Tim

コルトレーンとセシル・テイラーの共演盤で、今で
も問題作の地位を保っている
（かな？）
。一般には相性
が良くなかった失敗作とされるが、私は割と好きであ
る。テイラーが彼としては比較的オーソドックスに弾
いていてそれがなかなか良いのと、ドーハムの出来が
良いのが理由。ドーハム参加のいきさつを知りたい
セッションである。コルトレーンは少し戸惑っている

センジャーズを名乗ったアルバムより。メンバーは先
のホレス・シルバー盤と全く同じ。ただしこの日ブレ
イキーはシルバーの曲を全く演奏しなかった。このあ
たりに、前述の人間臭いいきさつを感じる。この曲は

ようにも聞こえるが。

ドーハムのオリジナルで、彼のショウ・ケースになっ
ている。ラストのドーハムとブレイキーだけで演じる
パートが特に素晴しい。

Kenny Dorham(tp), Jackie McLean
(as), Walter Bishop Jr.(p), Leroy Vinne
gar(b), Art Taylor(ds). 1961.11.13, SF
これはジャッキー・マクリーンと

７．Tahitian Suite
From 'Kenny Dorham and the Jazz P
rophets, Vol. 1' (ABC-Paramount)

組んだレギュラー・グループの演奏。ドーハムの自作
曲とクレジットされているが、どう聴いても
「ウナ・
マス」
に聞こえる。誰もクレームをつけなかったのだ
ろうか？ 演奏は中々充実している
（マクリーンも良

Kenny Dorham(tp), J.R. Monterose
(ts), Dick Katz(p), Sam Jones(b), Arthu
r Edgehill(ds). 1956.4.4, NYC
ドーハムがレギュラー・グループを率いた期間はご

10．Us
From 'Inta Somethin' (Pacific Jazz)

い）
のだが。
11．Short Story

く限られているが、その間に吹き込まれた作品。
「１
集」
と書かれているのに２集が出なかったアルバムと
しても知られる(?!)。モンテローズとカッツが息の
合ったところを聴かせる。何よりドーハムが張り切っ

From 'Joe Henderson - In 'n Out' (B
lue Note)
Kenny Dorham(tp), Joe Henderson(t
s), McCoy Tyner(p), Richard Davis

ていて、充実した演奏になっている。これもドーハ
ム・オリジナル。

(b)、 Elvin Jones(ds). 1964.4.10, NJ
ブルーノート・レーベルは多年に渡って良い作品を
生み出し続けたが、60年代前半も最も良き時代と言え
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る。この時期のBNは、いわゆる新主流派の注目作が
目白押しである。ドーハムは彼ら新主流派とは一線を

Kenny Dorham(tp), Tommy Flanaga
n(p), Paul Chambers(b), Art Taylor(ds)

画すと思うが、それでも彼らの作品の幾つかに名前を
連ねている。本日はそれらの中から２曲ほどお聞かせ
する。
こちらはドーハムと馴染み深いジョー・ヘンダーソ

. 1959.11.13, NJ
紹介不要の超有名曲。ソロも良いが、
とにかく曲
（ドーハム作曲）
が良い。

ンのBN第２作で、マッコイ・タイナーとエルビン・
ジョーンズのコルトレーンのリズム隊を連ねての吹き
込み。この曲ではドーハムは自作曲ということもあ
り、迷いのない力演でよく期待に応えている。

15. Besame Mucho

12．New Monastery

From 'Andrew Hill / Point of Departu

From 'Barney Wilen / Barney '(RCA)
Kenny Dorham(tp), Barney Wilen(t
s), Duke Jordan(p), Gilbert Rovere(b),
Daniel Humair (ds). 1959.4.24 or 25,
Paris, April 24 & 25, 1959
こういう感じ
（KJFCの人なら分ってくれる？）
でや

re' (Blue Note)
Kenny Dorham(tp), Eric Dolphy(as,
bcl, fl), Joe Henderson(ts), Andrew Hill
(p), Richard Davis (b), Tony Williams

らせると、ドーハムは良さを発揮する。

(ds). 1964.3.21, NJ
特異な個性で鳴らしたヒルのアルバムから。曲はヒ
ルの自作である。曲の特異さに気おされてか、ドーハ
ムは少し戸惑っているように聞こえる。ジョーヘンと

(Blue Note)
Kenny Dorham(tp), Joe Henderson
(ts), McCoy Tyner(p), Butch Warren
(b), Pete LaRoca (d). 1963.6.3, NJ

ドルフィは全く動じないで堂々としており、ここらに
やや世代のズレみたいなものを感じる。このセッショ
ンにドーハムが参加したいきさつはどうだったのだろ

超有名なドーハム・オリジナルの初演。彼のオリジ
ナルとしては、他のミュージシャンに一番取り上げら
れたのではないか。ドーハムも印税で多少は潤ったか

う。彼の参加を望んだのは誰だったのだろうか。プロ
デューサーのアルフレッド・ライオンか、リーダーの
ヒルか？ 案外ジョーヘンが無理に引っ張ってきたの
か？

も。

13．Short Story

From 'Short Story'(SteepleChase)
Allan Botschinsky(flh), Kenny Dorh
am(tp), Tete Montoliu(p), Niels-Henni
ng Orsted Pedersen(b), Alex Riel(ds).
1963.12.19. Copenhagen
後輩アラン・ボッチンスキーとの共演。当時ドーハ
ム39歳、ボッチンスキー23歳。私のライブ経験ではベ
テランと若手を組ませると、ベテランの側が
「若い者
に負けるか」
とばかりにエキサイトするケースがまま

16．Blue Bossa
From 'Joe Henderson / Page One'

17. Una Mas

From 'Una Mas' (Blue Note)
Kenny Dorham(tp), Joe Henderson
(ts), Herbie Hancock(p), Butch Warre
n(b), Tony Williams(ds). 1963.4.1
これも超有名曲。ハンコックは
バックに回っても大活躍で、彼がいなかったらここま
でヒットしなかったろう。個人的には少し演奏時間が
長過ぎのように思っているが。
18. Smile

From 'Matador' (United Artists)
Kenny Dorham(tp), Jackie McLean

あった。ここでのドーハムが正にそれで、大いに張り
切った演奏を聴かせる。これも後藤雅洋氏の推薦盤
で、実は最近になって知った。
ここからは
「誰でも知っているドーハム・ヒット曲

(as), Bobby Timmons(p), Teddy Smith
(b), J.C. Moses(ds). 1962.4.15, NYC
最後は我蘭堂さんのリクエストで
閉めたい。そう言えば今年2006年の

集」
とします。
（紹介なし、でもよい？）

お題は
「笑」
（えみ）
でしたなあ(笑)。
以上、お付き合いありがとうございました。

14．Lotus Blossom

From 'Quiet Kenny'(New Jazz)
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２００６年２月１７日「映画館」
１．ＪＡＺＺＣＲＡＦＴ

デンマークのレコード会社。1977年の創立？ 活動
わずか2年で8枚のレコードを残している。
ラース・ヨハンセン
（Lars Johansen）
という人がプロ
デュースしている。デンマークのレコード会社なの
に、大部分のレコードがアメリカのマイナーなミュー
ジシャンを録音している。
JAZZCRAFT １ THE UNDERDOG／TURK MA
URO 1977年10月17、18日録音
JAZZCRAFT ２ JAZZ BROTHERS／HOWARD
McGHEE 1977年10月19日録音
JAZZCRAFT ３ PRIME TIME／HUGH LAWSO
N 1977年10月20日録音
JAZZCRAFT ４ MOMENT S NOTICE／CHARLIE
ROUSE 1978年10月20日録音
JAZZCRAFT ５ HOME RUN／HOWARD McGH
EE 1978年10月11日録音
JAZZCRAFT ６ THEN，HERE AND NOW／RIC
HARD WYANDS 1978年10月12日録音
JAZZCRAFT ７ BASS CONTRA BASS／LISLE
ATKINSON 1978年10月13日録音
JAZZCRAFT ８ GRAND SLAM／BENNY BAILE
Y 1978年10月14日録音

特集：デンマークの他のレコード会社
録音日からもお
分かりのように、
77年と78年の10月
に集中的に録音さ
れている。現在、
これらのレコード
はSTORYVILLE
レーベルからLPや
CDで再発されて
いる。
２．その他のレーベル

スタント
（ＳＴＵＮＴ）
・レコード
（1983年設立）
やス
トーリーヴィル
（STORYVILLE）
レーベル
（1950年設立）
などがある。前者はテナーサックスのＬＡＲＳ ＭＥ
ＬＬＥＲ
（ラーシュ・メラー）
やドラマーのＡＬＥＸ
ＲＩＥＬ
（アレックス・リール）
などが有名。広くヨー
ロッパのミュージシャンの紹介に力を入れているよう
だ。
ストーリーヴィルについては、老舗だけに膨大なリ
リース量があり、正直にいって特徴をつかみきれてい
ない。

《本日聴いたレコード》
1．THE UNDERDOG／TURK MA
URO
（JAZZCRAFT-１） 2．PRIMET
IME／HUGH LAWSON
（JAZZCRA
FT-３）
3．MOMENT S NOTICE／CHARLI
E ROUSE
（JAZZCRAFT-４） 4．T
HEN，HERE AND NOW／RICHARDWYANDS
（JAZZCRAFT-６） 5．GOOD VIBES AT THE PAWNSHOP JA
ZZ CLUB(PROPRIUS PROP9558) 6．AMTRAK BLUES／ARBERTA HUNTER 7．ONE FLIGHT UP／DEX
TER GORDON
（BLUE NOTE）

２００６年２月２５日「ジャズ・カントリー」

特集：
『アナログプロダクション』

Ｔ．Ｎ．

I think you will find that this new series is going to be the most pure and dynamic re-creati
ons of the original master tapes we have ever heard.
Steve Hoffman
私は、この新しいシリーズが、私たちがかつて聞いたオリジナル・マスタ・テープの
最高で純粋な素晴らしい音にしたことをあなたは知るだろうと思います。
１．アナログブロダクションとの出合
もう十数年前に秋葉原の石丸電気でペッパーの｢SO IN LO
VE｣を手にしてからだ。ペッパーが好きだったので無条件
で買った。聞いてびっくりこんな凄いレコードがあるなん
ていままで体験できなかった音でまさに衝撃的な出合い
だった。
アメリカのアコースティックサウンド社のアナログシ
リーズで当時何種類か出ていることを知ったのだが、ほか

のレコードは手に入らな
かった。
２．アナログプロダク
ションの音
アナログプロダクショ
ンのレコードはマスター
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テープからレコードの原盤に落とすときに真空管式のイコ
ライザーを使っていてそれが絶大なる効果を出しているよ
うだ。勿論、技術者の耳もあり欧米人の音に対する感性は
日本人の技術者に比べ自然な音を創り出すとことにおいて
抜きん出ている。これに比べ日本人の技術者は音をいじり
すぎて最悪な状態にしている。
アコースティックサウンド社の技術者は４0年以上前に録
音したテープのクオリティを最大限引き出すことに成功し
ている。いかにオープンデッキでとったテープが凄い情報
を持っているかと感動した。今まで、再発されたレコード
でオリジナルを超えたレコードにはお目にかかったことが
なかったのがアナログプロダクションのレコ−ドは完ぺき
にオリジナルを超えてしまったのである。私が説明するよ
り実際にレコードを聞いてもらえば納得すると思う。
３．33回転ＬＰより45回転ＬＰへの移行
45回転ＬＰが市場にでたのはもう20年以上前のよう
な気がする。国内のメーカーが出していて、巷でも４５回
転ＬＰは良い音であると聞き及んでいた。最近、国内の
メーカーが作ったＬＰを聞いたが確かに33回転盤よりは何
となく良いかなと思ったがアナログプロダクションのもの
とは、比較にならないレベルであった。
アナログプロダクションの33回転盤でも聞いている人を
感動させるのだが45回転盤は33回転盤とはスケール、音
像の太さがちがい部屋全体から音が溢れでてくるようであ
りピアノの一音一音の太さ、ベースの底から突き上げてい
来るエネルギー、ドラムの響きなど33回転盤とは次元が違
う感じがする。
創り手もこれだけ違うと当然音への追求としてアコー
スティックサウンド社がアナログ盤を45回転盤を中心に移
行していくのは道理であると思う。
４. 良い条件でのリスニング
今までは、オリジナルを越えるレコードなど考えられな
いのでオリジナルだけを買い求めている人もいるが、純粋
に最高の音を聞きたいのなら傷ついてコンディションの悪
いオリジナルを買うのは愚の骨頂である。オリジナルと言
うことだけで満足しているコレクターたち、チリパチノイ
ズを我慢して聞いているのでは良い演奏でも集中して聞け
ないだろう。 静寂の中から素晴らしい音が聞えてくると
演奏がそこそこでも感動して聞けるものだ。
５．使用レコード
１．ＢENNI WALLACE MOODSVILLE
Bennie Wallace(ts),Mulgrew Miller( p), Peter Washi
gton(b), Lewis Nash(ds)
1.I ll never smile again(33RPM) 2. April in paris(33
RPM) 3. I ll never smile again (45RPM)
2．COOKIN MILES DAVIS(33RPM)
Miles Davis(tp), John Coltrane(ts), Red Garland
(p),
Paul Chambers(b), Philly Joe Jones(ds)
1 .Blues by five 2 .Tune up
3．ART PEPPER INTIMATE(45RPM)
Art Peppr(as), Charlie Haden(b), Bill Higgins(ds)
1. In a mellow tone
4．NEW YORK ALBUM(45RPM)
Art pepper(as), Ron Cater(b) 1. Duo blues

5．SO IN LOVE(45RPM)
Art Pepper(as), Gerge Cable
s(p), Charlie Haden(b),
Billy Higgins(ds) 1 .Diane
6．MOONBEAMS BILL EVANS(4
5RPM)
Bill Evans(p), Chuck Israels
(b), Paul Motian(ds)
1 .Polka
dots and mo
onbeams
2. It might
as well be s
pring
7．ＫＮＯＷ
WHAT I MEA
N ? CANNO
NBALL
ADDE
RELEY WIT
H BILL EVA
NS(45RPM)
Cannon
ball Adderley
(as), Bill Evans(p), Percy
Heath(b), Connie Kay(ds)
1. Walt
z for Debby
2. who c
ares ? 3.
Good bye
8． WAL
TZ FOR D
EBBY(33R
PM)
Bill Ev
ans(p), Sc
oot LaFaro
(b), Paul M
otina(ds)
1. My
foolish hert
2.My romance 3. Milestones
9．SUNDAY AT THE VILLAGE VANGUARD(45RP
M)
Bill Evans(p),
Scot Lafaro(b),
Paul Motin
a(ds)
1. Gloria s
step 2 .Alice i
n Wonderland
3. All of you

39

２００６年３月１７日「映画館」
特集：
『映画館の愛猫オイ君追悼、ネコジャケ・ネコレーベル』
１．PRESENTING RED MITCHELL／RED MITCHELL(COMTEMPORA
RY C3538) ２．JENNIE／JENNIE SMITH(DOT DLP25586)
３．PLAY BACK／BACK CLAYTON(EPIC) ４．THE NEW TRADITIO
N Vol.1／JACKIE McLEAN
（ADLIB ADL−6601） ５．MINOR MO
VE／TINA BROOKS
（BLUE NOTE） ６．BERRA／ENRICO RAVA
７．THE CAT／TOMMY FLANAGAN
（PRESTIGR
《NEW JAZZ》
82
17）
８．THE CAT／JIMMY SMITH
（VERVE） ９．MUSIC MAKERS／HE
LEN MERRILL(OWL 044) 10．MORE SWINGING SOUNDS／SHELLY MANNE & HIS MEN(COMTEMPORA
RY)

去る2月に急死した
『映画館』
の愛猫オイ君を偲んで、ネコがデザインされているジャケットのレコード
（1枚だ
けはセンターレーベルにデザイン）
を集めて特集しました。KJFCの例会のよきオブザーバーとして会員からも
可愛がられたオイ君の冥福を祈るため、参加者も10名集まり、かなりにぎやかな 追善特集 でした。

今後の予定
ジャズスポット「映画館」 電話０３−３８１１−８９３２

２００６年６月１６日（金）７月１４日（金）８月１８日（金）９月１５日（金）
いずれも時間は午後７時〜午後１０時
「JAZZ COUNTRY」 電話０３−３５７２−７６８４

２００６年６月２４日
（土）
午後７時〜午後１０時 特集：ローランド・カーク 担当Ｙ．Ｓ．
７月２２日 (土) ８月２６日
（土）
９月２３日
（土）
いずれも特集は未定
※特集は変更になる場合があります。ホームページで確認してください。

編集後記
本当に多くの方に支えられて、KJFCは30周年を迎えることができました。この39号は感謝の意味を強く込めて
「30周年記
念号」
と題し、KJFCの年史のようにしてみました。長くやってきたからと偉そうに言う訳ではありません。むしろその間
には多くの紆余曲折がありました。
「全てさらけ出すのはいかがなものか」
という意見もあったのですが、KJFCとはどのよ
うなジャズ・ファンクラブであるか多少でもご理解いただけたら幸いです。渋谷秀夫さんが書かれているように30年は単
なる通過点でしかありません。大事なのは過去ではなく 今 であり、むしろこれから先、どんな素晴らしいジャズや人と
出会えるのかが楽しみです。今年一年は、記念パーティーやライブの予定がありますが、決して浮かれている訳ではあり
ませんので、どうか暖かく見守ってください。
（紅）

