つとむファミリー
高谷オカリナの里活動内容

コンサート Vol.１３
日時

「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～）
「つとむファミリーコンサート」(毎年 5 月 4 日 10:00～)
「オカリナ製作体験」、「オカリナ型製作体験」 要予約
「バーベキュー大会」、「流しそうめん大会」、「ピザ窯で手作りピザ」等、随時受付中
問い合わせ

090-3135-1702（佐藤正道） 定期演奏会、
090-4965-4061（亀山将司） BBQ、流しソーメン、ピザ作り
090-3479-8524（谷 東二） 館林夜市、オカリナ制作体験

場所
主催

平成２９年５月４日（水）
たかがい

１０：００～

佐野市白岩町 『高谷オカリナの里』
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://blog.goo.ne.jp/masa3100
ＨＰ
http://satohatu.sakura.ne.jp/

おかげさまで、「つとむファミリーコンサート」は、今年で１３回目を迎
える事が出来ました。

ふるさと

たにつとむ

このコンサートの出演者やスタッフは全て、故･谷 力 さん（オカリナ奏
者･製作者＆フォークシンガー・享年 50 歳）を通して集まった仲間たち
と、その後、我々の活動に賛同していただいた仲間たち、それに地元
で活動している方たちです。
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、コンサートの最中にオカリナの里の周辺を散策することをお薦
めします。新緑がまぶしいい空の下で、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.１３ 」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
高谷オカリナの里、１年に１度の 「つとむファミリーコンサート」も
１３回になりました。こうして続けることができるのも、会員の皆様方
のおかげです。心より感謝しております。
私も今年で７２歳になりました。としを重ねることで、里に来るのも
大変にんなって来た人もいるのではないかと思います。でも、こうし
て１年ぶりに顔を合わせ、語りあってお互いに元気をもらいあえたら
幸せです。
この野上地区は、唯一変わらない自然が残されたところです。ぜひ
遊びに来てください。今年はゲストハウスにお風呂が出来ました。宿
泊ご希望の方はご予約頂ければ受付けいたしますのでご利用くださ
い。
またいつもお手伝いいただく皆様方には、心より御礼申し上げます。
では１年に１度の「つとむファミリーコンサート」充分にお楽しみくだ
さい。
高谷オカリナの里
顧問 亀山将司

文部省唱歌

作詞／高野辰之

作曲／岡野貞一

1. 兎(うさぎ)追いし かの山
小鮒(こぶな)釣りし かの川
夢は今も めぐりて
忘れがたき 故郷（ふるさと）
（間奏 8 小節）
2. 如何(いか)に在（い）ます 父母
恙(つつが)なしや 友がき
雨に風に つけても
思い出（い）ずる 故郷
3.

志(こころざし)を はたして
いつの日にか 帰らん
山は青き 故郷
水は清き 故郷
谷力オリジナル CD「オカリナの里」バージョン
オカリナ ４Ｃ管
1. ファから演奏
間奏 8 小節
2. ファから演奏
3. ソから演奏

ちなみに「ふるさと」の演奏ですが、
１番目と２番目の間に間奏が入ります。
３番目は、転調してソから始まります
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
35. 虹会（反省会・BBQ）
二次会ではありません！虹会です！！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）

イベント開催･ご協力に感謝します(順不同)
矢沢直祐さん御夫妻
横塚誠さん
亀山祐市さんご夫妻
川田憲一さん
八下田さんご夫妻
亀山家の皆さん
蓬莱荘さん
飯田忠さん(PA)
大崎さん(駐在さん)

安藤要一さん
高木正英さん
亀山ハルミさん
森下のぶさん
なかや商店さん
南山焼さん
野尻一さん

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. あいさつ＆諸注意
発起人・佐藤正道 オーナー・亀山将司さん 大崎さ
ん(駐在さん)
2. 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・・・ 最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。
3. 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
出会ってから、人生が 180 度変わってしまった人。趣
味多彩！！今年も、ニジマス塩焼き＆燻製担当主任。
群馬県館林市から参加です。
4. 岡田玲子さん・岡田知恵さん
高谷オカリナの里の広報担当。今年も後ろの方で、
産地直送・岡田農園のイチゴやキュウリの販売もやっ
てます！ぜひ、ご利用ください！！今日は孫の岡田
知恵さんとの共演です！！
5. PR タイム
今回のイベントの模擬店や、出店の PR タイムです。
皆さん御利用下さい！

6. 西田深雪さん
オカリナを始めて、今年で８年目になります。
今日は、定期演奏会や館林下町夜市でつけた度胸
で勝負！！！埼玉県加須市から参加です。
7. 荻原且年さん
館林下町夜市の常連さんです。最近は新しいレパ
ートリーに積極的に挑戦しています。今回で５度目の
参加です。群馬県邑楽町から参加です。
8. 山脇一巳さん
谷力さんに指導を受けた最後の人。力さんは山脇
君が来るのをいつも楽しみにしていました。最近は、
オカリナの里のロゴ入りのシャツを着てマラソン大会
に出場しているらしいのですが、今年は２月に東京マ
ラソンを完走したので、完走記念のメダルをお披露目
するそうです！！
9. 荒居幸夫さん
オカリナを吹き出したら止まらなくなっちゃう人です。
風工房の記念すべきお客様第一号になった人です！
久しぶりの登場です！！！
10. 安住一生さん・大野清さん
６年前、東二さんのオカリナ作り教室に参加してか
ら、現在は「Ｔｈｅ Ｕｎity ４」と言うフォークグループの
コーラスとベースを担当している安住さんと、「Ｔｈｅ Ｕ
ｎity ４」の大野清さんの２人で参加です。埼玉県行田
市からの参加です。

31. オカリナ・Ｇ・パラム
オカリナデュオ風（パラム）主催の、オカリナ講習会
に集まった人たちの発表会が、道の駅思川で行われ
ました。 その時のメンバーとパラムの２人の共演で
す。阿部あけみさん・安藤由美子さん・大島恵美子さ
ん・柏崎常雄さん・柏崎玲子さん・亀山智子さん・斉藤
加代子さん・須藤節子さん・三柴江子さん・横川和子
さん・石坂芳子さん・高橋英子さん。
32. 野上山吹会
Part.2
本日２度目の登場です！！オーナーの奥様も踊っ
ています！野上の元気印！届けてください！！！
33. オカリナ愛好会たぬま
谷力さんが最も力を入れて指導していたサークルで
す。
石坂芳子さん・高橋英子さん・峰崎英子さん・安藤由
美子さん・斉藤加代子さん・横川和子さん・石原満子
さん・三柴江子さん・岡田玲子さん・尾花陽子さん・須
藤節子さん・亀山智子さん。
34. 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
力さんの CD「オカリナの里」から、1 曲目の「ふるさと」
を演奏し歌います。オカリナは４Ｃ管で、ファから始ま
ります。オカリナ４Ｃ管持っている方は一緒に吹きまし
ょう！オカリナがない方は一緒に歌ってください！！
楽譜はもちろんステージの前のオブジェ、柏崎さん手
造りの鉄の楽譜を参照して下さい！

27. 洋介さん
洋介さんは、演奏以外にも、オカリナ制作も手掛け
ており、その活動が今年４月２７日に、「オカリーナ工
房 土音(ひじおと)」としてＮＰＯ法人に認証されました。
洋介さんの作品は益子町の「つかもと」や、銀座の山
の楽器にて、展示販売されています。本日は特別に
展示販売、予約受付も受け付けます。小山市からの
参加です。
28. 嶋田千秋さん(篠笛)
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. ペペローネ
オカリナ初めて 1９年、ケーナと浮気９年目の阿部正
彦さん率いるオカリナサークルです。阿部よしえさん、
飯田甚次さん、宇佐美喜美子さん、の４名、野木町か
ら参加です。
30. オカリナデュオ風(パラム)
身体全体で奏でるオカリナの音色が持ち味の高橋
英子さんと、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の石坂芳子さ
ん二人によるオカリナデュオです。
息のあった、２人の演奏をお楽しみください。
今回は、岩上さんがギター伴奏します。

11. 峰崎英子さん、安藤由美子さん
田沼のサークルのメンバーです。田沼のサークルの
アンサンブルのパート１です。
12. 斉藤加代子さん・横川和子さん・亀山智子さん
田沼のサークルのメンバーです。田沼のサークルの
アンサンブルのパート２です。
13. 尾花陽子さん・三柴江子さん・石原満子さん・岡田玲
子さん
田沼のサークルのメンバーです。田沼のサークルの
アンサンブルのパート３です。
14. 柏崎常雄さん・柏崎玲子さん
いつもオカリナの里のイベントに協力して頂いてい
る御夫婦です。御主人はオカリナ以外にカホーンの
奏者でもあります。下野市からの参加です。
15. スプリング
阿部あけみさん・大島恵美子さんの２人組。最近で
は定期演奏会や館林下町夜市にも積極的に参加し
ていただいています。
栃木市から参加です。
16. 野上山吹会
Part.1
「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。こういった地元のグループの方達にも参
加をして頂いた事で、地域密着型のイベントになって
来たような気がします。矢沢ミツさん・他多数

17. 休憩(ランチ)タイム
ランチタイムです。高谷オカリナの里の模擬店ご利
用ください。お腹がいっぱいになったら、里の周辺の
散策で腹ごなしがお薦めです。
18. おんざけ
今年も、今井修司さんと、林博行さん、佐藤正道、
＋助っ人西田深雪さんの４人で出演です。相変わら
ずの練習不足ですが、おんざけ結成当時の頃の雰囲
気を再現したいなぁ～なんて思っています。千葉県流
山市・栃木市・埼玉県加須市からの参加です。
19. 象さん
つくばのふもとのブルースマン象さんは、以前酒豪
として君臨していた谷力さんとの一気呑み対決で勝
利したという伝説の人物です。今年もＰＡ担当してい
ただいています(感謝)。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。
20. 今井修司さん
今井さんは学生の頃、谷力さんの師匠にあたる火
山久さんにオカリナとコーラスと麻雀の指導を受けて
いました。多分「火山のオカリナ」で演奏をすると思い
ます。千葉県流山市からの参加です。
21. 岩上敏雄さん
御存じ、学校の先生のグループ ４Ｗａｙｓのメンバー
です。岩上さんの作る歌は味があります。その中でも
「彦間川」は、谷力さんのお気に入りの曲でした。

22. 黒沢常道さん
英語講師のかたわら、最近は、畑仕事に取り組んで
いるとの事。ライフワークは「なんなのコンサート」、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！
23. 広瀬さん・その他飛び入りタイム
昨年飛び入りでサックスを演奏した、東二さんの友
人の広瀬さんのお兄さんが今年も演奏します。他に
飛び入り演奏したい人は出て来て下さい！！
24. 篠崎翼子さん
田沼のオカリナサークルを卒業して、現在は、佐野
市のビデオクラブの会員で、オカリナの里推進委員会
の委員も勤めているそうです。
25. 内田種臣さん
谷力さんは、内田さんが風工房を訪ねてくる事を楽
しみにしていた事を思い出します。地元で仲間と演奏
を楽しんでいるほか、オカリナ造りなど、勢力的に活
動しています。埼玉県入間市から参加です。
26. 諏訪栄さん
オカリナの里でオカリナ演奏のほかに、ラジコンの
グライダーを飛ばしたり、グライダーにカメラを着けて
オカリナの里の空中撮影をしたりの里の仲間のなか
では異色のチャレンジャーです。久しぶりに高谷オカ
リナの里に復活です！！野木町から参加です。

