
 

私の子供達へ（父さんの子守唄） 
 

作詞･作曲 笠木 透 

オカリナ：ⅣＣ管 

ギター：Ｆ（5capo C）  

 

１ 生きている鳥たちが  生きて飛びまわる空を 

あなたに残しておいて やれるだろうか父さんは 

 

＊ 目をとじてごらんなさい 山が見えるでしょう 

近づいてごらんなさい こぶしの花があるでしょう 

 

２ 生きている魚たちが   生きて泳ぎまわる川を 

あなたに残しておいて やれるだろうか父さんは 

 

 目をとじてごらんなさい 野原が見えるでしょう 

近づいてごらんなさい りんどうの花があるでしょう 

 

(間奏：オカリナ) 

 
３ 生きている君たちが  生きて走りまわる土を 

あなたに残しておいて やれるだろうか父さんは 

 

＊ 目をとじてごらんなさい 山が見えるでしょう 

近づいてごらんなさい こぶしの花があるでしょう 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日時 平成２２年５月４日（火）  １０：００～ 

 場所 佐野市白岩町 『高谷
たかがい

オカリナの里』 

 主催 高谷オカリナの里運営委員会 

 

 

高谷オカリナの里発 

ブログ http://satohatu.blog.ocn.ne.jp/blog/  

ＨＰ  http://www2.ocn.ne.jp/~satohatu/  

 

 

 

つとむファミリー 
 コンサート Vol.６ 



 

おかげさまで、今回でこのイベント６回目になりました。 

出演者はすべて、谷力さん（オカリナ奏者･製作者＆フォークシンガー）

を通して集まった仲間たちです。 

つとむさんが亡くなった今でも、新しい仲間が少しずつですが増えていま

す。今回は、新しい仲間が 3 組増えました。 

こんなにすばらしい仲間たちを作ってくれた、谷力さんに感謝をしながら、

リラックスしたコンサートになればと思います。 

また、コンサートの 中に「高谷オカリナの里」の周辺を散策することを

お薦めします。 

遠くから聴こえてくるオカリナの音色がどんなものか、新しい発見ができ

るかも知れませんよ！ 

それでは、「つとむファミリーコンサート Vol.６ 」楽しんでください！！ 

 

高谷オカリナの里運営委員会会長 

 ＆ 発起人  佐藤正道 

 

早いもので、もう 1 年が経ちました。 

こうして第 6 回ファミリーコンサートが出来る事、心より厚く御礼申し上げ

ます。 

今年も大勢のファミリーが集まってきました。 

また、新しいファミリーも加わり、ますます大家族になってきました。谷力

さんも、大変喜んでくれている事と思います。 

オカリナ発祥の里、これからもオカリナの交流の場として、活用してくだ

さい。 

4 月 17 日に、佐野田沼インターが開通し、インターから 15 分で来られる

ようになりました。 

里も少しずつですが、四季折々の花を咲かせ、皆様方の訪れる事、楽し

みにしています。 

 

高谷オカリナの里  

高顧問  亀山将司 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37. ＨＩＲＯ･石坂芳子･佐藤正道 

 今回、自分がどおしても実現させたいと思っていた、ユニットです。

昨年に引き続き、ほとんど、ぶっつけ本番的な演奏ですが、どんな演

奏になるのかドキドキワクワクです。温かい目で見守ってください！！ 

今回の選曲は、谷力さんが以前演奏していた曲からＨＩＲＯさんと石坂

さんがチョイスしました。 

 

38. ４Ｗａｙｓ   

 ご存知、学校の先生たちのバンド。毎年恒例の４Ｗａｙｓコンサートに

は、谷力さんも何度か友情出演していました。 

何と、今年からは、メンバー4 人全員が教頭先生になりました！（岩上

敏雄さん、高松博仁さん、寺内千明さん、村山哲也さん）足利市その

他からの参加です。 

 

39. おんざけ－１ 

 今年は、オリジナルおんざけ結成３０周年になります。バンジョー担

当のマサシ君が参加出来ないのが残念ですが、相変わらずの練習

不足の 3 人で、その頃の雰囲気を再現したいなぁ～なんて思っていま

す。栃木市・流山市からの参加です。 

 

40. 高谷かげろう団（有志） 

 本日限りの、いきあたりばったりバンド。今回は、谷力さんが好んで

歌っていた歌の中のひとつで、フィールドフォークから「私の子供達

へ」です、キーは F、オカリナはⅣC 管で、ラから。これから反省会の

始まりです！ 

 

41. 虹会（反省会・BBQ） 

 二次会ではありません！！虹会です！！好い名前でしょ？おんざ

け伝統のイベントです。バーベキューやりながら、今日一日の反省と

打ち上げをやりましょう！！ 

参加希望者は受付にて予約をしてください（ＢＢＱは有料になります） 

 

 

 

土の音オカリナを愛した谷力、たくさんの仲間の方々に恵まれ、今年も

皆様の音色がオカリナの里に響き渡る幸せ、こんな事を言っていたねと

想い出していただけたら・・・と、思っています。 

「風工房 土音夢」も、すこ～しずつではありますが、動き出しています。 

気軽に立ち寄って頂ける場にしたいと考えています。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

高谷オカリナの里  

顧問 谷 和子   

 
 

 

 

イベント開催･ご協力に感謝です(順不同) 
矢沢直祐さん 安藤要一さん 高木正英さん  

横塚誠さん 亀山祐市さんご夫妻 亀山ハルミさん 

小松原さんご夫妻 八下田さんご夫妻 なかや商店さん 

亀山家の皆さん 蓬莱荘さん 蓬山ログビレッジさん  

南山焼さん 安藤勇寿「少年の日」美術館さん 
 

 

 

  

高谷オカリナの里活動内容 

谷東二さんの「オカリナ作り教室」(要予約) 

その他 イベント「定期演奏会」(毎月第２日曜日１３：００～) 

「館林夜市」（毎月第３土曜日１８：００～） 

要予約 

「オカリナ製作体験」、「オカリナ型製作体験」、 

「バーベキュー大会」、「流しそうめん大会」等、随時受付中 

問い合わせ  090-3135-1702（佐藤正道）  090-4965-4061（亀山将司） 

090-3479-8524（谷東二）    090-4738-0753（斉藤一美）  



 

プログラム（当日変更の場合あります。） ＆ 発起人のコメント 

 

1. 佐藤正道   

オカリナ下手くそなくせに、ほかの人の演奏には辛口コメントばか

り・・・ 近ギター伴奏の依頼が少なくなって少々凹み気味？栃木市

から参加です。 

 

2. 谷東二（とうじ）さん  

 ピッコロを作らせたら日本一の製作者？谷力さんと知り合ってから、

人生が変わってしまった人。趣味多彩！！今年は、ニジマス釣り堀＆

ニジマス塩焼き担当主任。群馬県館林市から参加です。  

 

3. 尾花陽子さん 

 田沼のサークルの会長さん。サークルだけではなく「高谷オカリナの

里」の PR のほうも、よろしくお願いします！！ 

 

4. オカリナ愛好会たぬま  

 以前は「アンサンブル風」と言う名前で活動していた、谷力さんが

も力を入れて指導していたサークルです。 

石坂芳子さん、石原満子さん、岡田玲子さん、尾花陽子さん、小玉鐵

太郎さん、斉藤加代子さん、篠崎翼子さん、高橋英子さん、松本栄伸

さん、三柴江子さん、峰崎英子さん、稲垣秀男さん、内田英夫さん、

亀田春男さん、亀山智子さん 

 

5. 山脇一巳君 

 谷力さんに指導を受けた 後の生徒。仕事の関係で 近少しばか

りご無沙汰ですが、3 年ぶりに登場です！ 

どんな、演奏をするのか楽しみです。 

 

6. 唐見一好さん 

 三重県四日市支部代表。このイベントのためにはるばる来ていただ

いたと思うと、感謝！感謝！！です。もしかして、今回も車の運転は、

奥さんですか？？ 

32. 飯田さんちのおぉけすとら  

 つくばのふもとのブルースマン象さんが、今年はファミリーバンドで

登場！飯田忠(象)さん、飯田健二さん、飯田友樹さん、飯田温子さん。 

ガタンゴトン・眠れ眠れ。どんな演奏になるのか楽しみです。 

乞うご期待！！茨城県桜川市から参加です。 

 

33. 野木土笛の会   

 小玉さん率いる、シンプルで親しみやすい演奏が持ち味の、サーク

ルです。小玉鉄太郎さん、栗原茂さん、広川恵美子さん、宇塚正子さ

ん、牛島祥子さん、渡辺千恵子さん、舘野和子さん、山崎政行さん、

松澤みち子さん、斉藤照子さん。野木町その他から参加です。 

 

34. ペペローネ   

 阿部正彦さん(指揮)の指導しているサークルです。矢口節子さん、

渡辺克之さん、、阿部よし江さん、大町道代さん、関口あきさん、飯田

甚次さん、宇佐美貴美子さん、内田洋子さん。メンバーがだいぶ入れ

替わっていますが、今回で５度目の出場です。野木町その他からの

参加です。 

 

35. フルフルウィンズ 

 ケーコさん、マリマリネが率いる、オカリナサークル。今年で６年目

の「オカリナの里イベント飾りつけ担当」サークルでもあります！！

（感謝！！） 

歌あり踊りありオカリナありの楽しいステージに期待してください！！  

りんちゃん、ポピーちゃん、メロウちゃん、のんのんちゃん、そのちゃ

ん、まり、けいこ、シン、ミック、セレで～す！埼玉県川口市その他か

らの参加です。 

 

36. オカリナアミークス  

 松本栄伸さん率いる「館林下町夜市」のレギュラーサークル。 

ステージ度胸もついてきました。 近では「高谷オカリナの里」でも意

欲的に練習しています。我々の仲間内では、一番練習熱心なサーク

ルだと思います。松本栄伸さん、松本光枝さん、中川恵美子さん、服

部路子さん、服部光男さん。群馬県邑楽町その他からの参加です。 



 

27. オカリナデュオパラム 

 小山市の篠崎清次さんの企画する、ＳＨＩＮＯ企画からの参加です。

「パラム」とは、韓国語で「風」のことだそうです。高橋英子さんと石坂

芳子さんのデュエットです。 

 

28. 嶋田千秋さん(篠笛) 

新しい仲間達その１   

 田沼の音楽会で知り合って、それから「館林下町夜市」や「定期演

奏会」に、参加していただいています。ゆくゆくは「篠笛」と「オカリナ」

のコラボも実現したいなぁ～ 

 

29. こもれ日 

新しい仲間達その２   

 昨年暮れのフルフルのコンサートで久々に青木さんに再会して、オ

カリナグループを作っているのを知って、今回のイベントにお誘いしま

した！青木啓子さん、佐南みのりさん、広沢恵子さん、藤岡敬三さん、

西田真弓さん、土田智子さん。千葉県流山市その他からの参加です。 

 

30. カンタービレ 

新しい仲間達その３   

昨年 10 月に「東二さんのオカリナ作り体験教室」に参加していただ

いた平間さん率いる、オカリナグループです。田沼の駅から「さぁのっ

て号」に乗ってやってきました！平間紀子さん、田中智恵さん、小坂

橋憲子さん、日高昇治さん、森秀文さん。埼玉県越谷市その他から

の参加です。 

 

31. 野上山吹会  

 「高谷オカリナの里」の地元、野上地区のよさこいグループです。こ

れからは、こういった地元のグループの方にも声をかけて、地域一体

となった活動が出来ればと思っています。矢沢ミツさん・他多数 

 

 

 

7. 松田哲雄さん 

 本業は大工さん。「高谷オカリナの里」の大屋根作りの棟梁として、

いろいろアドバイスをして頂きました。今年は 2 台の長テーブルのか

んながけでお世話になりました！オカリナを吹きだしたら止まらなくな

っちゃう松田さん、今回は 1 曲で我慢してくださいね！小山市からの

参加です。 

 

8. 石坂芳子さん   

 高谷オカリナの里の書記担当。ロングトーンの後半にかかるナチュ

ラルなビブラートと歌心のある演奏が、持ち味です。 

 

9. 服部光男さん 

 「館林下町夜市」の常連さん。オカリナ演奏も楽しみですが、いつで

も飛び出す、おやじギャグに乞うご期待です！！群馬県邑楽町から

参加です。 

 

10. 斉藤加代子さん 

 昨年 10 月の定期演奏会では進行役で、篠笛とコラボするなど大活

躍でした！昨年に引き続き、2 回目の参加です。 

 

11. 中川恵美子さん 

 多分「高谷オカリナの里」でのソロ演奏は、今回が初めてかも？プレ

ッシャーに負けないで、リラックスして吹きましょう！！群馬県大泉町

から参加です。 

 

12. 小玉鐵太郎さん 

 高谷オカリナの里の副会長。「野木土笛の会」の指導者であり、尺

八奏者でもあます。オカリナ愛好会田沼のブログも担当している、超

多忙な、おじさんです。野木町から参加です。 

 

13. 松本光枝さん 

 ご主人の松本栄伸さんの厳しい指導に耐え、現在に至る？「館林下

町夜市」でもソロ演奏が少なくなってきているので、ここらでパァ～っと、

お願いします！群馬県邑楽町から参加です。 



 

14. 篠崎翼子さん  

 ビデオの腕はプロ級です！オカリナの里推進委員会の委員も勤め

ています。「高谷オカリナの里」の PR も、宜しくお願いします！！  

 

15. 垣谷隆幸さん 

 谷力さんに弟子入りを断られた人。でも、垣谷さんの作るⅣC 管は

なかなか良いですね。多分自作のオカリナ何本か持ってきていると思

うので、試奏希望の方は、声を掛けて下さい！今年はソロ演奏でお

願いします。埼玉県川口市から参加です。 

 

16. 服部路子さん 

 どんな状況でも、普段通りに演奏できるのは、「館林下町夜市」の路

上ライブで鍛えられたからなんでしょうかね？群馬県邑楽町から参加

です。 

 

17. 三柴江子さん  

 近音色が良くなってきましたね！田沼のサークル以外でも「館林

下町夜市」で活躍中です！！岩舟町から参加です。 

 

18. 内田種臣さん  

 地元で仲間と演奏を楽しんでいるほか、オカリナ作成も勢力的に始

めました。今回は、カラオケ無しでオカリナのソロ演奏になります。埼

玉県入間市から参加です。 

 

19. 石原満子さん  

 高谷オカリナの里の会計担当。 近は、「館林夜市」のライブで度

胸と実力アップしました！！ 

 

20. 岡田玲子さん 

 高谷オカリナの里の広報担当。歌うように奏でるオカリナが持ち味

です。本職は、デイサービスの所長さんですが、今日は産地直送のイ

チゴ販売やってます！ご利用ください！！ 

 

 

21. 高橋英子さん  

 高谷オカリナの里の会計担当。気持ちのこもった、身体全体で奏で

るオカリナの音色が持ち味です。 

 

22. 松本栄伸さん  

 腱鞘炎になるまでオカリナ練習しちゃう人。真剣にオカリナに取り組

む姿勢には頭が下がります。館林下町夜市のレギュラーメンバー「オ

カリナアミークス」の指導者でもあります。谷力さんに指導を受けた期

間は短いのですが、谷力さんの教えを忠実に実践している人です。

群馬県邑楽町から参加です。 

 

23. 阿部正彦さん  

 山歩きが好きで、山頂でオカリナを吹くのが楽しみの一つ。風に負

けないオカリナを求めて風工房にやってきた人です。 近はオカリナ

教室の指導者や、ケーナの演奏にも取り組んでいます！野木町から

参加です。 

 

24. 黒沢常道さん  

 近は、畑仕事に取り組んでいるとの事。なんとも味のあるオカリナ

の音色と話の黒沢ワールドをお楽しみください！ 

 

25. ＨＩＲＯさん 

 谷力さんが、唯一、自分の弟子だと認めた人です！多分、たにつと

むさんのオカリナの音色に一番近い音を出す人だと思います。 

近、自主作成のオリジナルＣＤを作りました。15 曲すべてオリジナ

ル曲です。「高谷オカリナの里」でのフィールドレコーディングやＨＩＲＯ

さんの遊び心(アイデア)たっぷりのＣＤです（必聴！！）。宇都宮市か

らの参加です。 

 

26. 風の子 

 「館林下町夜市」で時たま結成される、邑楽町の松本栄伸さんと、

岩舟町の三柴江子さんと、石原満子さんのユニットです。 

 


