
 

  風の音 
      ｋｙｅ:C 

     
    作詞 須藤 聖志 

    作曲 佐藤 正道 

  
    ＊ 風のような響が 野山を駆けめぐる 

 風のような響が 夜空を突き抜ける 

それを奏でた男はやがて 風になった 
 

１ 春の朝日を浴びながら 山の光と影 

昨夜（ゆうべ）の宴に思いをはせ 山に語りかける 
そんなあなたにみんな惹かれた そんな男がいた 

 
２ 夏の陽射しが川面を照らし 水の光と影 

汗をぬぐい仕事を休め 風をながめてる 

そんなあなたをみんな訪ねた そんな男がいた 
 

＊ くり返し 
 

３ 秋の夕日に赤とんぼ 稲穂の光と影 

自然の実りに感謝をして 静かな夜を迎える 
そんなあなたをみんな慕った そんな男がいた 

 

４ 冬の夜空に満天の星 地平の光と影 
明日への思いを胸に秘めて 遠く見つめてる 

そんなあなたがみんな大好き そんな男がいた 
 

＊ くり返し 

 
 

イベント開催･ご協力に感謝です(順不同) 

矢沢直祐さん 蓬莱荘さん 安藤要一さん 高木正英さん 
横塚誠さん なかや商店さん 亀山家の皆さん  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日時 平成２０年５月４日（日）  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.4 



早いもので、今回でこのイベント 4 回目になります。 

今回から、「谷力追悼」から「つとむファミリー」と名前が変わりました。 

出演者はすべて、『風工房』に集まってきて、オカリナ奏者 谷力さん に指導

を受けた事のある仲間たちと、それ以前にフォークシンガー 谷力さん と一緒

に活動してきた仲間たちです。加えて、今回は、新しい仲間も何組か参加してい

ただける事になりました。 

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。どうか、最後まで楽しんでください。 

最後に、ちょっとしたサプライズとして「風工房」の中に入れることになりました。 

鍵を佐野市から白岩町会で借りることが出来ましたので、工房で谷力さんの前

で、練習した事なんか想い出してくださいね。 

 

高谷オカリナの里運営委員会会長 

 ＆ 発起人  佐藤正道 

 

昨年、第３回目の「谷力さん追悼コンサート」を行いました。 

そして、３回忌も済みました。 

今年から新たに「つとむファミリー」として、皆で、子・孫・ひ孫と、オカリナを広め

て、大家族を築いてください。 

毎年、新しい仲間が出来るので楽しみです。 

そして、「高谷オカリナの里」を、皆さんのふる里にしていただけたら幸いです。 

皆お互いを認め合い、オンリーワンの花を咲かせてください。 

 

高谷オカリナの里  

最高顧問亀山将司 

 

 

「俺は、地元で頑張る！」と、５０年の人生の中の３０年間、たくさんの方々との

出会いがあり、旅立ってしまった今でも、皆様に集まっていただき演奏会が聴か

れる事を心から感謝しております。 

亀山さんの多大なお力添えと、佐藤さんはじめ皆々様のオカリナに対する熱い

想いにより「高谷オカリナの里」が守られています。 

これからも、気軽にこられる場所であり心が癒される里であり続けるよう、今後

ともよろしくお願いいたします。 

 

高谷オカリナの里  

顧問 谷 和子   

 

私の子供達へ（父さんの子守唄） 
作詞･作曲 笠木 透 

 

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 
 
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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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）  



27. FULL FULL WIND’S  『サモア島』、『アロハオエ』、『月の夜はメドレー』 

川口のケーコさん、マリマリネが率いる、オカリナサークル。今年で４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！！  

カリブ、そよちゃん、のんのん、ポピー、マーガレット、マダム、みょんみょん、りんち

ゃん、サポートとして、けいこさん、まりちゃん、林章一さんで～す！  

 

28. おんざけ    『陽のあたる道』、『おいで一緒に』、  

   『ﾌｫｷﾞｰﾏｳﾝﾃﾝﾌﾞﾚｰｸﾀﾞｳﾝ』 

新メンバーで再結成してから４年目！！蕎麦屋開業、フルマラソンの練習、ゴルフ、

等々、なかなかスケジュール調整が・・・ 

練習不足も味のうち、当時の雰囲気が出せればいいなー。 

無謀にも、今回はアカペラに挑戦します！！ 

（須藤聖志 Bj、今井修司 Gt、林博行 Ma、佐藤正道 Wb） 

 

29. オカリナアミークス 『チキチキバンバン』、『ブルレスカ』、『アンダンティーノ』 

「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た。最近では「高
谷オカリナの里」でも意欲的に練習している。我々の中では、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。 

 

30. オカリナデュオ響 『埴生の宿』、『もののけ姫』 、『浜辺の歌』 、『太陽がいっぱい』

   『となりのトトロ』 

ご存知、谷力さんが名付け親のオカリナデュオ。最近は、地元以外での演奏依頼

が多くなり、いろいろな人との出会いが増えてきました。「高谷オカリナの里」を代表

する、オカリナ・ユニットです。（石坂芳子、高橋英子、佐藤正道 Gt） 

 

31. ４Ｗａｙｓ  『思い川』、『旅立つ君へ』、『安蘇の山唄』、 

   『虹の橋を架けよう』、『恐怖の家庭訪問』、 

   『ふるさとの山にむかいて』  

ご存知、学校の先生たちのバンド。毎年恒例のコンサートも今年で１７回になります。

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） 

 

32. 高谷かげろう団（有志） 『私の子供たちへ』、『風の音』 

本日限りの、いきあたりばったりバンド。これから反省会の始まりです！ 

 

33. 虹会（反省会） 

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） 

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. 阿部正彦さん  『アベマリア』、『明日』 

風に負けないオカリナを求めて、野木町から風工房にやってきた。 

 

2. 石坂芳子さん  『風の丘』、『作原』 

「オカリナデュオ 響」のメンバー。ロングトーンの後半にかかるナチュラルなビブラ

ートが持ち味です。 

 

3. 石原満子さん  『埴生の宿』、『琵琶湖周航の歌』 
高谷オカリナの里の会計担当。最近は、「館林夜市」のライブで度胸と実力アップし

ました！！ 

 

4. 内田種臣さん  『遠くへ行きたい』、『夜明けの大地』 

埼玉県入間市から参加。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。 

 

5. すだち  『ビリーブ』、『エーデルワイス』 

「高谷オカリナの里」広報担当兼、「館林夜市」演奏責任者でオカリナ吹くのが楽しく

てたまらない。デイサービスの所長さんの岡田玲子さんと、職場の仲間でオカリナ

演奏若葉マークの岩渕真理子さんのデュエットです。 

 

6. 唐見一好さん  『アメージンググレース』、『ふるさと』 

現在、三重県四日市に出向中！あっちでもオカリナ練習しているのだろうか？「高

谷オカリナの里」デビュー戦です！！ 

 

7. 黒沢常道さん  『砂漠よみがえり』 、『いのちの遍路』 

黒沢ワールドにようこそ！！なんとも味のあるオカリナの音色と話が楽しみです。 

 

8. 小玉鐵太郎さん 『イエスタデーワンスモア』、『童神』 

アンサンブル風所属。田沼と野木のサークルかけもちおじさん。「野木土笛の会」の

指導者であり、尺八奏者でもあます。 

 

9. 佐藤正道  『馬子唄』、『ぼくの古いギター』 

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？ 

 

10. 尾花陽子さん、岡田玲子さん 『タウベルトの子守唄』、『こんぴら舟々』 

田沼のサークルの会長・尾花さんと、サークルの成長株・岡田さんのデュエットです。 

 



11. 篠崎翼子さん  『アニーローリー』、『花かげ・花嫁人形メドレー』 

ビデオの腕はプロ級です！高谷オカリナの里の映像担当？今年も宜しくお願いしま

す。 

 

12. 象さん  『』、『』 

つくばのふもとからやって来た、ブルースマン。ハートフルな演奏、乞うご期待！！ 

でも本当は「象さん」ではなくて、「ぞをさん」らしいのですが・・・ 

 

13. 竹村侑子さん  『アベマリア』、『大きな古時計』 

長野県茅野市から参加の予定でしたが、イベントがかぶってしまって今回は音だけ

の出演になります。来年は是非顔を見せてください！ 

 

14. 高橋英子さん  『愛燦々』、『オカリナの里』 

「オカリナデュオ 響」のメンバー。気持ちのこもった、身体全体で奏でる音色が持ち

味です。 

 

15. 谷東二（とうじ）さん 『月の沙漠』、『四季の歌』 
ピッコロを作らせたら日本一の製作者？最近は G 管も良い音が出るようになりまし

た。谷力と知り合い、人生が変わってしまった人。趣味多彩！！ちなみに、本日の

ニジマスは東二さんが、「発光路の森」で釣ってきたものです！ 

 

16. 松田哲雄さん  『アメージンググレース』、『故郷』 

小山市から参加の、風工房の改修をした大工さん、最近はオカリナ造りの工房もや

っています？演奏のほうもヨロシクお願いします！！！ 

 

17. 荒居幸夫さん  『』、『』 

谷力さんの「風工房」に一番最初に訪れた人です。最近練習不足だと言ってますが、

オカリナ吹き出したら止まらなくなっちゃう、でも、今回は２曲でまででお願いします。 

 

18. 松本栄伸さん  『慕情』・『出船』 

邑楽町から参加です。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。 

 

19. 三柴江子さん  『川はよんでいる』、『太陽がいっぱい』 

岩舟町から参加です。オカリナをソルジェンテに変えてから、かなりレベルアップし

ましたよ！！「館林下町夜市」でも活躍中！！ 

 

20. 山脇一巳君  『ふるさと』、『エルコンドルパサ』 

谷力、最後の生徒？どんな曲にも挑戦する怖いものしらずのチャレンジャー。 

ん？でも、この選曲は去年といっしょでは？？ 

21. 矢野剛敏さん  『さとうきび畑』、『涙そうそう』 

イベント初参加、幸手市からインターネットで「館林下町夜市」に参加してくれた人。

オカリナはじめて３年、ここ「高谷オカリナの里」で練習するようになって、音色にみ

がきがかかりましたよ！ 

 

22. ペペローネ  『若者たち』、『峠の我が家』、『ふるさと』、 

   『おぼろ月夜』、『浜千鳥』 

阿部正彦さん(指揮)の指導しているサークルです。渡辺克之さん、猪瀬閲男さん、

田村耕一さん、飯田甚次さん、阿部よし江さん、矢口節子さん、大町道代さん、宇

佐美貴美子さん。メンバーがだいぶ入れ替わっていますが、今回で３度目の出場で

す。 

 

23. 幸手かっぽ連  『遠くへ行きたい』、『かっぽれ』 

垣谷隆幸さんは、埼玉県川口からやって来たオカリナ職人。なかなか良いＣ管作り

ます。今回は、幸手市のかっぽれの仲間との参加です。枡甚光子さん、松本知子さ

ん、高橋米子さん、野崎敏子さん。「高谷オカリナの里」初登場！！ 

なんだか、楽しみです・・・ 
 

24. オカリナ愛好会田沼 『オカリナの里』、『作原』、『チロル』、『埴生の宿』、 

   『野に咲く花のように』 

以前は「アンサンブル風」と言う名前で活動していた、谷力さんがもっとも力を入れ

て指導していたサークルです。現在は、会長の尾花陽子さんの指導のもとに活動し

ています。 

石坂芳子さん、石原満子さん、稲垣秀男さん、岡田玲子さん、尾花陽子さん、亀田

春男さん、川上登志子さん、小玉鐵太郎さん、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、高橋玲子さん、松本栄伸さん、三柴江子さん、峰崎

英子さん。 

 

25. 野上山吹会  『日本列島どまんなか』、『シャミセンブギウギ』、 

   『八木節花笠』 

「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 

 

26. 野木土笛の会  『竹田の子守唄』、『砂山』、『上を向いて歩こう』、 

   『こきりこ節』 

シンプルで親しみやすい演奏が持ち味の、サークルです。こちらも「高谷オカリナの

里」初登場！小玉鉄太郎さん、内田好子さん、栗原茂さん、広川恵美子さん。 

 

 

 


