
風の音 

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 

 

＊ 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 

 

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 

 

＊ 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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時 平成１７年５月３日（火）  １１：００～ 

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、元風工房（ツトムファミリー）

おんざけ 

谷力さん追悼 

＆ 

おんざけ再結成記念 

コンサート 



昨年１２月に、谷力さんが亡くなってから早いもので半年近くになります。 

谷さんを慕い『風工房』に集まった仲間たちから「ぜひ追悼のイベントをやりた

い」という強い要望があったことと、谷さんが常 「々おんざけのコンサートは９回や

って止まってしまったんだけど、近いうちに何とかして第１０回目ってのをやりたい

ね。」って熱く語ってくれたのが、自分にとっては、谷さんの遺言と強く感じたことか

ら、それを実現するために、今回のコンサートを企画しました。 

というわけで、今回の出演者はすべて、今は鍵がかかっていて入れない『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

（自分は勝手に「ツトムファミリー」って名前を付けちゃいました。）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。 

また、この会場『高谷オカリナの里』は、「『オカリナの里』って看板があるのに、

実際には里がないじゃないか」って言って亀山さんが自分の家のそば畑を半分つ

ぶして、作ってくれた場所です。 

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いいなと思います。 

どうか、最後まで楽しんでいってください。 

 

高谷オカリナの里 専属ギタリスト 

 ＆ 発起人  佐藤正道 

 

 

谷力さんが、ここに『風工房』を開かれてから１３年になります。 

その間に、谷さんのオカリナのすばらしさに引かれ、たくさんの人たちが訪れ、

すばらしい仲間たちが出来ました。そして、音楽とかあまり得意でなかった私も、

いつの間にかその仲間の一員になっていました。 

そのなかで、「もっとオカリナの発表の場があればいいな」という仲間の声を耳

にしたことが、この里を造るきっかけとなりました。 

これからは、『高谷
たかがい

オカリナの里』として、谷力さんの想いを引き継ぎ、イベントや、

オカリナ作りなど企画していきたいと思っています。 

皆さんの手で、この里を有効に活用していただければ幸いです。 

  

高谷オカリナの里 代表 

亀山将司 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの高谷オカリナの里活動予定 

谷東二さんの「オカリナ作り教室」 

その他 イベント「定期演奏会」「バーベキュー大会」等、企画中 

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）  



 

25. 岩上敏雄さん  『根本山』『彦間川』 

ご存知、学校の先生たちのバンド ４Ｗａｙｓ のメンバー。味のあるギターと

歌声、ぜひとも彦間川おねがいします！ 

 

26. 増田邦雄さん  『三床山ブルース』『風がかわって』 

田沼町のブルースマン。谷さんが高校生のころ一緒にバンド「三等列車」を組

んで歌っていた人。うなれ増田節！！！今回は、幻のグループ「美除美女

（びじょびじょ）」のメンバーだった、奥さんとの共演が実現するかも？ 

 

27. おんざけ  『陽のあたる道』『風にのって』その他お楽しみ 

十数年ぶりに新メンバー（須藤聖志君、今井修司さん、佐藤正道）で結成しま

した。練習不足も味のうち、当時の雰囲気が出せればいいなー。 

 

28. 手塚弘幸君  『鳥の歌』 

谷力さん唯一の弟子。現在は、スペインのバルセロナ在住の為、今回はＤＶ

Ｄにて参加します。手塚君の演奏する『鳥の歌』を聴いてスペイン人が涙した

とか・・・ 

 

29. オカリナデュオ 響 『きつつきポルカ』『海原』 

                『サリーガーデン』『大きな古時計』 

名付け親は谷力さん！風工房の秘蔵っ子？です！ 

石坂芳子さん、高橋英子さんのオカリナデュエット。谷さん曰く「日本中で５本

の指に入るデュエット」だそうです。  ギター伴奏 佐藤正道 

 

30. 挨拶  蓼沼均さん、亀山将司さん、谷和子さん 

 

31. エンディング おんざけ＋響 『私の子供達へ』、『風の音』 

 

感謝 
蓼沼均さん 矢沢直佑さん 篠崎翼子さん 林章一さん 
高木正英さん 横塚誠さん 安藤要一さん  
なかや商店さん 亀山家の皆さん 
 

 

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. 山脇一巳君  『ふるさと』 

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。 

 

2. 松田哲雄さん  『新世界』 

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る？ 

 

3. 荒居幸夫さん  『鳥の歌』 

オカリナを吹き出したら止まらなくなっちゃう。風工房の記念すべきお客様第

一号になった人！！！ 

 

4. 谷東二（とうじ）さん 『小さな日記』 

ピッコロを作らせたら日本一？谷力のお墨付き！！！オカリナ工房『東』代表。

次期『風工房』代表予定？？？谷力と知り合い、人生が変わってしまった人。 

 

5. 斉藤一美さん  『アメージング グレース』 

作務衣とバンダナがトレードマーク、ちょいとおしゃれな足利の染物職人、高

谷オカリナの里のレギュラーメンバー。 

 

6. 近藤弘二君  『さくらさくら』 

野木町在住の納豆職人兼オカリナ奏者、ほのぼのとした演奏が楽しみ！ 

 

7. たまりすく（高際広之さん）『』 

藤岡町にある素敵な喫茶店「たまりすく」のマスター。趣味はオカリナと陶芸。 

東二さんがオカリナのライバルだとか？ 

 

8. 阿部正彦さん  『コンドルは飛んでゆく』  

山に登って風に負けないオカリナを吹くのが目標！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。 

 



9. アスター（戸室正夫さん） 『』 

道の駅のビデオでオカリナ吹いてるところが流れてましたね。田沼中華料理

店、銀座アスターのマスター。町のオカリナ発表会では常連さん。 

 

10. 三村直美さん  『さとうきび畑』 

ツトムファミリー千葉支部代表。ご主人は、地元野上出身。実は彼女！谷力 

ｓｐｅｃｉａｌの笛をもってます。 

 

11. 高橋玲子さん  『きみをのせて』 

アンサンブル風所属。ご存知オカリナデュオ響の高橋英子さんのお母さん。 

 

12. 篠崎翼子さん  『花嫁人形』 

アンサンブル風所属。ビデオの腕はプロ級！道の駅にも流れてました。 

 

13. 三柴江子さん  『もののけ姫』 

アンサンブル風所属。いつもニコニコ、岩船町から参加。この曲は、今回、初

挑戦！！ 

 

14. 一川己江子さん 『』 

アンサンブル風所属。サークルの宴会部長だとか？リズムキープはサーク

ルで一番！だと思う。今回は都合によりメッセージのみ(代読、岡田さん) 

 

15. 松本英信さん  『馬子唄』 

アンサンブル風所属。オカリナの練習のしすぎで腱鞘炎になっちゃった人。

邑楽町から参加。 

 

16. 小玉鐵太郎さん 『五番街のマリーへ』 

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。野木町のオ

カリナサークルの指導者でもあります。 

 

17. 岡田玲子さん  『花祭り』 

アンサンブル風所属。サークル一番の成長株？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。 

 

18. 菊池昭美さん  『風の街』 

工房に来るときは、いつもおいしいものを持ってきてくれた。オカリナ演奏の

ほうも一味ちがいます。今回は都合によりテープでの参加になります。 

 

19. 横田安弘さん  『遠い世界に』 

ひとつひとつの音に気持ちをこめて、演歌を爪弾くカウボーイ。今回は、ボー

カルで勝負します！！よみがえれ青春ぼっこれ３兄弟の最後の生き残り。 

 

20. 黒沢常道さん  『砂漠よみがえり』『わが大地のうた』 

なんとも味のあるオカリナの音色と話が楽しみです。えっ！うたまでうたって

くれるんですか？ 

 

21. 内田種臣さん  『夜明けの大地』 

ツトムファミリー入間支部代表。内田さんの作る握りずしは、プロ級ですネ！

みんなの前でのオカリナ演奏は本邦初公開？ 

 

22. 竹村侑子さん  『夜明けのうた』 

ツトムファミリー長野支部代表。風工房に来てからオカリナの演奏にさらにみ

がきがかかったみたいですね。素敵な音色聴かせてください！ 

 

23. FULL FULL WIND’S （地中海の風） 

    『作原』、『８０日間世界一周』 

ツトムファミリー川口支部代表。風工房に遊びに来ていたら、いつの間にか

オカリナ吹くようになっていて、いつの間にか地元でオカリナの指導まではじ

めてしまった金子啓子さん率いる、オカリナサークル。（のんのん、ぽぴー、

そよ風、りん、ひんきー、マダム、メロウ、みょん、まりまりね、けいこ、以上１

０名）「オカリナの里」に地中海の風が届きます・・・か？ 

 

24. 象さん（飯田忠さん） 『天国からの夢』『くじらのかさんは』 

筑波山のふもと、真壁町のブルースマン。おんざけ時代に谷力に一気呑み

で勝っちゃった伝説の人。ハートフルな、ボーカルとギター、それにブルース

ハープ、ぜひ聴いてください！ 

 

 


