
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日時 平成２４年５月４日（金）  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.８ 



 

今年で 8 回目の「つとむファミリーコンサート」を開催出来る事になり

ました。 

出演者はすべて、谷力
たにつとむ

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「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。 

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.８ 」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 

 

 

早いもので昨年の東日本大震災より 1 年が経ちました。 

今だに復興の兆しが見えず、明るい話題の無いこの頃ですが、 

今年も「つとむファミリーコンサート Vol.8」開催する事が出来ました。 

これも、皆様方の御協力のおかげです。 

厚く御礼申し上げます。 

今年は、オカリナの曲に振付された「よさこい」が発表されます。 

昨年「まちの駅」に認定され地域の皆様と共に、おもてなしの心で、

にぎわいのある里にしていきたいと思います。 

これからも、よろしくお願い致します。 

 

高谷オカリナの里  

顧問  亀山将司 

 

 

ふるさと 
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 ふるさと 

 

（間奏 8 小節） 

 

2. 如何(いか)にいます 父母 

恙(つつが) 無しや友垣(ともがき) 

雨に風につけても 

思い出ずる ふるさと 
 

3. 志(こころざし)を 果たして 

いつの日にか 帰(かえ)らん 

山はあおきふるさと 

水は清き ふるさと 
 

谷力オリジナル CD「オカリナの里」バージョン 

 

 オカリナ ⅡG 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 



 

私の子供達へ（父さんの子守唄） 
 

作詞･作曲 笠木 透 

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) 

 
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 
 

 

 

 

 

 

新緑の中を春の風が吹きわたり、花が咲き小鳥のさえずりが心地よ

く空気の流れとなり、今年も「つとむファミリーコンサート」が開かれる

事を幸せに思います。 

火山先生のオカリナの音色に魅了され、即弟子入りし、修業後地元

にこの音を響かせたいとの熱い思いで野上高谷に風工房を構え多く

の方々と交流をもち各小中学校をまわりオカリナクラブが誕生し、小

学生から幅広く演奏する方が増え地元だけでなく他県からも集まり土

の音を楽しみ心を癒やすオカリナ この高谷オカリナの里が原点で

す。 

つとむファミリーコンサートでは、在りし日の谷力の音・言葉を想い出

したり御自身がオカリナを始めた頃の気持ちを振り返ってみたりしな

がら、皆で音を楽しみましょう。 

企画・準備の方々、御参加される皆々様、心より御礼申し上げます。 

 

高谷オカリナの里  

顧問 谷 和子 
 

 

イベント開催･ご協力に感謝します(順不同) 

矢沢直祐さん 安藤要一さん  横塚誠さん 

高木正英さん 亀山祐市さんご夫妻 亀山ハルミさん 

川田憲一さん 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 
「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～） 

「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」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 

    090-3479-8524（谷 東二）  館林夜市、オカリナ制作体験 



 

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・・・ 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。 

 

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タケノコ焼き兼務。群馬県館

林市から参加です。  

 

3. 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。今日は産地直送の岡田農園のイチゴ販売やってます！

ご利用ください！！ 

 

4. 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。仕事の関係で最近少しばかりご無

沙汰ですが、久々の登場です！ 

 

5. 西田深雪さん   

 オカリナを始めて、ちょうど 2 年目にまります。 

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。 

 

6. 石原満子さん  

 高谷オカリナの里の会計担当。 

最近は、「」のライブその他で度胸と実力アップしました！！ 

32. 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、石原満子さん、内田英夫さん、岡田玲子さん、尾

花陽子さん、亀田春男さん、亀山智子さん、毛塚キヨ子さん、小

玉鉄太郎さん、斉藤加代子さん、斉藤ミチ子さん、篠崎翼子さん、

高橋英子さん、三柴江子さん、峯崎英子さん、横川和子さん、渡

辺宏さん。 

 

33. ４Ｗａｙｓ   

 ご存知、結成 22 年、小学校の先生たちのフォークバンド。 

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。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。 

 

34. おんざけ－２＋１ 

 今年は、今井修司さんと、佐藤正道、＋助っ人西田深雪さんの

３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。 

 

35. 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。キー

は C→D、オカリナはⅡG 管で、ファから。オカリナⅡG 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！！ 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 

 

36. 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） 

 

 



26. 野木土笛の会   

 小玉さんが指導している、野木町のオカリナサークルです。 

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、都外川明雄さん、河内従子さん、高木眞由美さ

ん、牛島祥子さん、工藤育代さん、栗原茂さん、松澤みち子さん、

斉藤照子さん、舘野和子さん、平岡ゆき子さん、鈴木裕子さん、 

宇塚正子さん、渡辺千恵子さん 

計 14 名 

 

27. 黒沢常道さん  

 最近は、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！ 

 

28. 野上山吹会  Part.2 

 本日 2 度目の登場です！！「高谷オカリナの里」のオーナーの

奥様も踊っています！野上の元気印！届けてください！！！ 

 

29. 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。最近はオ

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。 

 

30. 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、阿部よし江さん、大町道代さん、関口あきさん、宇佐美貴美

子さん。今回で７度目の出場です。野木町その他からの参加です。 

 

31. 嶋田千秋さん(篠笛) 

 一昨年、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～ 

 

 

 

7. 三柴江子さん 

 田沼のサークルの会員さんです。 

岩舟町から参加です。 

 

8. 篠崎翼子さん  

 田沼のサークルの会員さんです。！ 

オカリナの里推進委員会の委員も勤めています。 

昨年は、「高谷オカリナの里」の紹介ビデオを作って頂きました。 

 

9. 峰崎英子さん 

 田沼のサークルの会員さんです。 

「高谷オカリナの里」での個人演奏は今回で２度目です！ 

 

10. 横川和子さん 

 田沼のサークルの会員さんです。 

「高谷オカリナの里」での個人演奏は今回が初めてです！ 

 

11. 斉藤加代子さん 

 田沼のサークルの会員さんです。 

「高谷オカリナの里」での個人演奏は今回が初めてです！ 

 

12. 野上小学校オカリナクラブ  

 各年に引き続き、高谷オカリナの里の地元の小学校のオカリナ

クラブが、参加していただける事になりました！ 

5 月の新緑の中で、楽しく元気にオカリナを吹いて下さい！ 

 

13. 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。

これからは、こういった地元のグループの方達にも声をかけて、

地域一体となった活動が出来れば良いなと思っています。 

矢沢ミツさん・他多数 

 

 



14. 尾花陽子さん 

 田沼のサークルの演奏指導者です。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！！ 

 

15. 亀田春男さん  

 「オカリナ愛好会たぬま」の新しい会長さんです。 

昨年に引き続き、２度目の個人演奏です！！ 

 

16. 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、

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。 

 

17. 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。 

 

 

（休憩） 

 

 

18. ぼっけもん 

 つくばのふもとのブルースマン象さんが、昨年に引き続き、ファ

ミリーバンドで登場です！飯田忠(象)さん、飯田康平さん、飯田健

二さん、飯田友樹さん。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。 

 

19. 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。 

 

20. 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、谷力

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。自主

作成のオリジナルＣＤを作ってから 3 年が経ちました。 

宇都宮市からの参加です。 

 

21. 竹村侑子さん 

 谷力さんは、竹村さんが風工房にやって来るのを楽しみにして

いて、竹村さんが来る日は電話で仲間達を集めていた事を思い

出します。 長野県茅野市から、３年ぶりの参加です。 

 

22. 内田種臣さん  

 埼玉県入間市から参加です。 

地元で仲間と演奏を楽しんでいるほか、勢力的に活動しています。 

 

23. スプリング   あたらしい仲間その１ 

 阿部あけみさん、大島恵美子さん、田村いづみさんの３人組。 

阿部さんが入間の内田さんの知り合いと言う事がきっかけで、 

参加する事になりました。栃木市から参加です。 

 

24. 柏崎恒雄さん、玲子さん あたらしい仲間その２ 

 下野市からの参加です！ 

オカリナ演奏だけではなく、東二さんのオカリナ作り教室にも参加

して、マイオカリナ作りにも取り組んでいます。 

 

25. 安住一生さん  あたらしい仲間その３ 

 昨年 12 月 11 日の「東二さんのオカリナ作り教室」に参加したの

がきっかけで、オカリナを始めました。 

埼玉県行田市からの参加です。 

 

 

 

 

 


