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葉風会等曲演奏会

和
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する曲想を十分表現することができ

の受賞曲﹁和光﹂は︑作曲者の意図

進を重ねてまいりました︒このたび

に満ちた新しい等曲の開拓に日夜滞

す︒私どもは︑これまで現代的感覚

−受賞者のよろこび−
光
田

かえりみますと︑これまでにも四

るか︑一決の危惧がありましたが︑

会員一同の努力と︑みなさま方のご

支援のおかげで実を結んだものと存

この栄誉を機としまして︑郷土三

じます︒

力いたしてまいりたいと思っており

曲界発展のため︑初心にかえって努
ます︒＝写真は﹁和光﹂の演奏
郡山流尺八演奏会

うるわしき青春

昨年暮れ︑思いがけなく受賞の知
らせをいただき︑忙しさにとりまざ

れて︑脳裡から薄れかけていたもの
の︑一瞬ああ﹁うるわしき青春﹂だ
ったんだなあと︑われにかえり振り

返って私たちの芸の未熟さに内心伍

ないよう︑これからも地道な努力を

演者一同︑切磋琢磨し︑受賞に恥じ

続けて郷土文化の向上に微力を尽し
るわしき青春﹂の演奏

佐

篠

たいと思っています︒＝写真は﹁う

徳島佳苗会長唄演奏会

屋

みぞれ降る夜
杵

は︑くやしさ︑未熟さ︑満足感が交

体中を駆けめぐる︒幕の下りたあと

緊張︑静寂⁝自分の心臓音だけが

毎日の練習が今もって大きな壁の

錯する︒舞台に上り演奏するたびに

連続であり︑自分との闘いです︒苦

佗たる思いにかられました︒

．∴

味わってきた気持ちです︒好きで入

くり返しで過ごしてまいりましたが

りましたこの道十八年︒毎年︑その

初めて賞をいただき︑喜びとともに

受賞作品は︑テクニックとしては

大きな責任を感じております︒

非常にむつかしく︑私一人ではとう

てい表現できなかった曲︒それを東

京から家元様のど助演を賜わり︑何

受賞を一つの節として︑いっそう精

とかこなすことができました︒この

ております︒＝写真は﹁みぞれ降る

進してまいりたい︑と心を新たにし

夜﹂の演奏
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しさの反面また自分を支える大きな
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賞は感激もひとしおで︑葉風会一同
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みやび・編集者座談会

者
施しましたが︑この時間短縮︑薄選

たら公演から︑午後の半日公演を実

﹁邦楽大会﹂に思う
席
る気がしますね︒

方針も部門によれば作品が小さくな

出
▽吉田鸞風▽桝本居風▽天野義
問題はありましょうが︑お

はぶけたのもいい︒

当を準煽せずにすみ︑経費と手間が

れたし︑大成功でしたよ︒それに弁

客さんが最後までたくさん残ってく

柳本

雄＝司会 井村幸男︵徳島新聞
社文化部長︶
I四十九年度の邦楽大会は︑時間
短縮というはじめての試みのもとに

催されましたが︑その結果について︒

る人の中に大声を出す人が時々ある
それと制限時間といいますか︑それ

ぞれの持ち時間は大体忠実に守られ
ているようですが︑超過するのかわ
かっていて︑平気でやっていると思
われるものもあるようですね︒

天野一つの出演の時間より幕合
が長いというのも︑観賞する側から
る程度同じ部門でまとまって出演し

は感心しません︒作品の都合上︑あ
た方がよいのではないかと思います

吉田 毎年舞台裏で進行係をつと
めておりますが︑役員名薄には各部

が出ているのに︑相変わらず姿が見

門から選ばれた大勢の先生方の名前
えませんね︒もう一つ気になるのは

喜多流秋季大会

野

仕舞玉之段
天

義

雄

受賞した仕舞﹁玉之段﹂は︑シテ

県吟詠大会驚風流

松

藤

本

昇

錦

鴬

鴬

満洲の月

後

なければならないもので︑十分なケ

て︑聞く人に感銘をあたえるもので

に宗家の言われる﹁話中の人になっ

思うような練習もできませんが︑常

未熟な私たち三人は︑職場も異り

後藤田 紳 鴬

イコを重ね演じたものです︒私たち
の芸道の心得に﹁智外の用心﹂とい

方︵仕舞︶が地謡によくのって舞わ

う言葉がありますが︑十分に計算さ

一杯の努力をいたしました︒今回の

なければならない﹂をモットーに精

から感謝いたしております︒

受賞も︑諸先生のご指導の賜と︑心

ぬ失敗があります︒そのためにも芸

の道をさびしくつまなければなりま

れ︑これならばという舞台でも思わ

せんが︑今回の受賞が︑私たちの一

層のはげみになるものと︑うれしく

の舞台

思っています︒＝写真は﹁玉之段﹂
∴

吉田 歓客側の声もなかなかよか
ったようですね︒

−プログラムについてのこ愚見を

れぞれ出演者が真剣に考えていただ

舞台の小道具などの段取りです︒そ

また一つの節として︑さらにさらに

てい達していません︒今回の受賞を

吟道の何たるかを極める域にはとう

すが︑私たちはまだまだ若輩であり

て表現すべきものと思考しておりま

の詩の奥に流れる〝心〃を声によっ

美声をもてあそぶものではなく︑そ

およそ吟道は〝口先の音〃による

i

吟詠道に精進する覚悟です︒

左から後藤，松本，後藤田の各氏
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吉田 毎回のことながら原稿が統
一されていないし︑提出の遅い方が

いものです︒それと各だし物に綾帳

いて︑事前に打ち合わせを済ませた
の合図役といいますか ︵舞台監督︶
を定めて︑ちょっとした舞台の空間
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多くて因るようです︒内容にしても
スタイルがパラバラですね︒

をも作らないように︑舞台効果を一

天野 現在は大会申込書を二部提
出して︑一部が番組の原稿になって

いろいろと困難なこともあ

るわけですが︑独自の団体の発表会

天野

段とよくしたいものですね︒

いますが︑プログラム係では従来の
ものを参考にやれないことはないで

の書き方︑役柄の配列や名前の配列

は十分意義のあることと思っていま

も大切な一面︑年に一度の邦楽大会

しょうが︑すっきりしません︒番組

など︑各部門︑各流で特別な形式も

−邦楽大会も今年で第八回芸術祭

すので︑ぜひとも発展的な方向で︑

ありますので︑本当のプログラムの

主催公演となったわけですが︑邦楽

紙面に正しく活字が組まれる通りの

−舞台の進行ぶりはいかがですか

団体の大同団結︑八部門六十余団体

じっくりと知恵をしぼり合って︑よ

桝本 武田先生はじめ︑裏方の人

がよくまとまって続いていることは

原稿を︑大会申込書とは別に出して

びとが非常によくやってくれて進行

嬉しいことです︒ではこのへんで︒

りよいものに育ててゆきましょう︒

しやすくなりましたね︒気になるの

もらった方がよいと思います︒

は︑演奏中に︑舞台横で待機してい
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天野 従来の午前十時開幕のだら

邦楽大会を反省し合う︵右
から︶天野︑吉田︑槻木の

各氏︵徳島新聞社で︶
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び
第2号

ると︑二階から三味線の音がして

うでもよいようなテレビを見てい

つい先日のこと︑怠惰な私がど
を指摘してやり︑逆に叱られた記

い︑おぼえの悪い姉たちの間違い

口三味線は自然と耳に残ってしま
芸の見所の方が主体となってしま
って︑本当に邦楽を聞く賞︵め︶

黄葉のくどさの所作など︑役者の

の内へは叶わぬとな﹂から始まる

でるということとは︑やや離れて

伝統芸能の粋競う

邦楽大会ひろく

の芝居との結びつきは早かった︒

日午後︑県郷土文化会館で約八百人

新聞社など主催︶は︑昨年十月二十

曲︑長唄︑三田︑鳴り物︑吟詠など

クラスの代表ら約三百人が出演︒謡

そんな素地があったためか︑私

憶がある︒

忘れもしない昭和十六年の正月︑
そんな私が邦楽本来のよさ美し

のおさらいをしているのである︒

くる︒私のおふくろが一人で長唄

曲は﹁花の友﹂聞くともなしに聞

芝居の外題の一つ﹁茨木﹂である︒

きを再認識させてくれたのは荻江

蒲

︶
供

日︑県郷土文化会館

定期演奏会＝十二月八

◇第三回村瀬等曲教室

一日︑県郷土文化会館

曲・仕舞大会＝十二月

化会館◇喜多流秋季謡

月二十四日︑県郷土文

回徳島県吟詠大会＝十

郷土文化会館◇第十七

奏会−十一月十日︑県

支部第二十二回等曲演

筆頭会館◇葉風会徳島

大会＝十月二十七日︑

会館◇観世流秋季謡曲

十月十日︑県郷土文化

◇都山流尺八演奏会＝

九日︑県郷土文化会館

長唄演奏会＝九月二十

◇第一回徳島佳苗会

行事メモ

︵写真は徳島新聞社提

ンを競った邦楽大会

＝写真は伝統芸術のケ

ぶりを披露しました︒

八部門で︑日頃の練習

邦楽協会所属の六十団体から師範

いていると︑何ともさえない音色

配役は先代幸四郎の渡辺の綱︑真

流の家元の会に招かれ︑荻江の大

の聴衆が集まって開かれました︒

で同じ箇所を何ども弾き直しては

柴は先代梅幸であった︒食い入る

地味な三味線の節まわしと︑えも

曲﹁鐘が岬﹂を聞いた時である︒

第八回県芸術祭の主催公演﹁邦楽

いるが一向に上達の気配がない︒

ように見入ったという形容は︑こ

しまっていた時期が長かったよう

しばらくしてお茶を飲みに二階か

ういう時に使われるのかと思うく

に満ちあふれ︑まさしく絶品であ

言えぬうたのつややかさは︑気品

らはとはといや気がさしている︒

1誓i／二

大会﹂ ︵県邦楽協会︑県教委︑徳島

らおりて来たおふくろに︑言わず

らいい私は身じろぎもせず恍惚と

間は魔に通じ︑魔は呼吸︵いき︶

賀

に思われる︒

もがなの憎まれ口をきいた ︒ ﹁ 聞
して︑その動きを見つめていた︒

たが︑こんなに

これを聞いてい

の曲を使うので

成寺の踊りにこ

も歌右衛門が道

った︒それまで

しまってから気の毒なことをした

﹁﹂招待席

くに堪えない音だネ﹂と︒言って
と思ったが︑そ

こは親子のこと

私の邦楽遍歴
藤 一

しかし︑このことは邦楽を邦楽

に通ずる︒呼吸は粋でもある︒間
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遠慮がない︒満
ふくろにとって

八十歳になるお

水

たとは︑意外な発見というより外

清

すぼらしかった︒芝居がはねて歌

はない︒やはりよい曲は踊りなし

そのもののよさとしてみていたか
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三味線のうまい
はなく︑一つの健康法として三味

舞伎座を出たらひっそりと雪が降

つくづくさとった次第である︒

で聞くものである︑ということを

もよい曲であっ

線を弾いているのであることを︑

やかによみがえって来る︒それか

り始めていた︒そのことまで︑鮮

まづいは問題で

ている︒

私は大変結構なことと心では思っ

最近は必要にせまられて小唄を

ろから︑家には三味線の音がして

どうかという点になると︑疑問が

習っているが︑自分の声の悪さ︑

らの私は歌舞伎に心酔し︑機会を

いた︒二人の姉も長唄を習ってい

が狂うと間抜けになる︒何ともう

逃さず見に出かけたものである︒

さて︑このように五十の手なら

た︒私はお師匠さんのところによ

あるように思われる︒私は踊りー

まくいかないものである︒

いならぬ八十の手ならないのおふ

く遊びに行ったものである︒これ

所作を主としてみるために︑長唄

節まわしのつたなさに︑われなが

は決して長唄が好きだったからで

なり清元常盤津は伴奏音楽として

ことに所作事を好んだ︒

はなく︑私が行けば必ずお師匠さ

る︒前述の綿飴にしても﹁何︑門

従としてみて来たということであ

くろのおかげか︑私が物心つくこ

んがおやつをくれたから︒しかし

︵第一勧業銀行徳島支店長︶

ケイコを待つ時間︑お師匠さんの

然選霞謹態
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心

＝第二号の発刊に寄せて＝

日
親

仁

土でつちかわれたものといえましょ

す︒それは四季の変化に恵まれた風

多くの人びとが日本の心をよびさま

とばであります︒邦楽の道を通して

練を示す日本独特の意味をもったこ

芸の道という﹁道﹂は精神的な修

心

会頭亀縫
宗

∧新会員紹介∨
①氏名②生年月日③住
所④電話番号⑤流派・
会派⑥役職⑦会員数＝
掲載順位は不同

松 永 和四梅

松永和四末︑松永和三寿︑望月太三

江︑大櫛亜童︑桝本眉風︑川口静以

扇︑堀中勇吉︑掘小勇勝︑内田飲水

山︑沢田青葉︑原田患津子︑田村梅

崎宏泉︑尾田旭鳴︑折目忠治︑湯村

吉田景灘︑野崎瑞鳳︑吉田驚風︑吉

山◇監事＝秋野鳩山︑佐藤州泉

淳司︑武田重文◇会計理事＝佐藤勝

林

・29③徳島市職町三④

①佐藤政子②大12・10

旗

章雨山

男

山

日の総会で決定されました︒この参

︵事務局︶

て︑質の向上をめざして設けられた

与設置は邦楽協会の人的拡大に加え
ものです︒

∧邦楽協会新役員＞

◇顧問＝志摩誠一︑名賀石操︑森

◇後藤鹿三氏＝勲玉等瑞宝章︒多

されたことにより︑四十七年十一月

年にわたって︑地方自治の振興に尽

◇寺内久視子氏＝藍綬褒章︒多年

三日付けで受けられた︒

大きな功績をおさめ︑四十八年九月

家庭裁判所調停員として各種事件に

◇三谷ジグ氏＝藍綬褒章︒貯蓄思

二十五日付けで受けられた︒

の功績顕著により︑四十九年四月二

想の普及につとめ︑更生保護婦人会

◇四十九年度県芸術祭で優秀賞を

十日付けで受けられた．

屋佐吉︑松永和三千︑吉住小隆司︑

受けられた万たちの︑言葉を収録し

市

田茂︑藤村一夫︑松村益二︑向島安

望月太意蔵︑中村双葉︑星田一山︑

の今後の一指針になれば⁝委員のみ

◇編集委員の座談︒邦楽大会開催

ました︒いっそうのご滞進を−︒

◇会長＝春名完二

ました︒ぜひと二読ください︵湯︶

の清水徳島支店長さんにご登場願い

◇今回の﹁ご招待席﹂は第一勧銀

なさん︑ご苦労さんでした︒

寺内久規子︑三谷シゲ︑杵屋弥ふじ

◇常任理事＝郡フクエ︑天野義雄

村山宗雄︑後藤鹿三

◇副会長＝藤野井親仁︑西岡黎山

孝彦

森岡章︑矢木敬二︑井村幸男︑村崎

◇参与＝田村勇︑今藤佐知邸︑杵

＜およるこび＞

①林徳②大6・6・21

⑥なし⑦三十名

25−1029⑤梅宝会

③徳島市二軒屋町2の

岳

本年度第一回常任理事会で︑参与

瑞

制が提案されました︒各部門より選

会則変更について
①鎌田正男②大2・5
・5③麻植郡鴨島町西

考された十二人の方がたが八月の常

村

任理事会において審議︑十二月十三

−0211⑤揚心会瑞

村

校

郡山流常任理事⑦十二名

3⑤郡山流剣山会⑥剣

筋④小松島2−045

・21③小松島市千歳橋

①中村五一②大14・7

中

岳会⑥瑞岳会会長⑦二七〇名

山会会長︑

山

松茂3263⑤郡山流

①山松義幸②昭5・8
・4⑧板野郡松茂町広
島字詰川向三の二三④

田

①田村明②明43・10・
④石井4﹁12014⑤

26③名西郡石井町石井

郡山流尺八勇山会⑥大

師範︑徳島県副支部長︑県三田協会
常任理事︑真琳会相談役︑勇山会名
誉会長⑰四十玉名

尺八

徳島都之雨社⑥徳島都之雨社会長⑦
二〇名

尺八

山

麻植字麻植市④鴨島4

田

9④53141−2⑥岳

う︒邦楽協会の看板であります﹁み

してほしいと念願するものでありま

鎌

現今︑日本文化のあらゆる領域に

な影響を与えているなかで︑伝統芸

おいて︑欧米の合理的な文明が大き

︒
つ
ー

さを言葉で示したものといえましょ

藤野井
徳島県邦楽協会が成功裡のうちに
第七回の大会を終了しましたこ と に
対して︑心からお慶びを申し上げま

術としての邦楽が隆盛になってきて

芯流徳島吟詠会⑥岳芯
流徳島吟詠会宗家⑦百八〇名

邦楽協会は本県芸術祭の主催行事

心をよびさますことでもあります︒

いますことは日本人が改めて日本の
風雅︑幽玄︑さび︑わびといったこ

に大きな役割と貢献をなされてまい

通して磨かれてきました伝統芸術の

やび﹂は緑豊かな自然の美しきと︑

す︒

︵県教育委員会文化課長︶

心の美しさを最も適確に表現したも

すことをど期待いたします︒

会が邦楽愛好者を蝉やしていかれま

多くの県民によまれ︑ますます︑協

︒
す

とばで表現される日本の心でありま

つにして︑運営されてきたことであ

り︑深甚の敬意を表さずにはおれま

せ
ん
︒
よく日本人ほど美的感情と︑その

藤野井親仁氏
のでございます︒日本的音楽のひび

表現に優れた民族はないと言われま

今回発行されます第二号の会報も

重みに加えて︑各位が常に心をひと

りました︒このことは幾多の時代を

の柱として︑県民の芸術文化の振興

︒
す
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