
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１８年５月５日（金）  １０：３０～ 

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 
 コンサート Vol.2 



 

谷力さんが亡くなってから早いもので一年半年近くになります。 

今年も谷さんを慕い『風工房』に集まった仲間たちを中心に、追悼イベントを

開催することになりました。 

昨年同様、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、今回は特別ゲストとして、谷さんが生前指導していたオカリナサーク

ル『アンサンブル風』の皆さんに出ていただけることになりました。 

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、谷さんのオカリナのすばらし

さにひかれ、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。 

これからも、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。 

７月初旬には、『オカリナとホタルの夕べ』(仮名)も企画しています。 

 

高谷オカリナの里 代表 

亀山将司 

 

 

感謝 
松田哲雄さん  林章一さん   矢沢直佑さん    安藤要一さん 
高木正英さん  横塚誠さん  石田準一郎さん   岩井浩さん 
なかや商店さん  亀山家の皆さん 

愛の絆 (アメージンググレース) 

 

身体がいつか風に果てて 

人の胸から消えて 

空の果てに小さく浮かぶ 

雲になれたとしても 

* 心の中に愛があれば 

愛する気持ち持てば 

君との絆とけはしない 

そういつまでも 

 

遠くいつか風になれて 

空に弱くひかり 

見わけることも出来ぬ星に 

星になれたとしても 

* くり返し 

 

皆も消えて空のはてに 

ひとりぼっちになって 

はなればなれになったとしても 

愛の絆があれば 

* くり返し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３日曜日) 

「館林夜市」（毎月第３土曜日） 

「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）  



 

23. 増田邦雄さん  『三床山ブルース』『毛バリをまいて』 

旧田沼町のブルースマン。谷力さんの先輩です。昨年作った CD の『毛バ

リをまいて』が、仲間内では大好評です！！！うなれ増田節！！！  

 

24. 手塚弘幸君  『アランフェス』 

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、今回も

昨年に引き続きＤＶＤにて参加します。 

 

25. ４Ｗａｙｓ  『』 お楽しみ 

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１５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） 

 

26. 相田泰さん  『』 お楽しみ 

谷力さんの幼なじみ、旧田沼町の「オカリナの里」作りの実行委員長です。

田沼にオカリナが定着したのは相田さんのおかげです。いつもポケット

にオカリナが入っていると言う元商工会青年部オカリナ部長！ 

 

27. 館林夜市  お楽しみ 

高谷オカリナの里のメンバーが毎月第３土曜日に参加しているイベント

「館林夜市」の雰囲気を味わってください。(進行役 岡田さん、東二さん) 

 

28. おんざけ  『陽のあたる道』『風にのって』『道』『ﾌｫｷ゙ｰﾏｳﾝﾃﾝﾌ゙ ﾚー ｸﾀﾞｳﾝ』 

新メンバー林博行さんが加わりさらにパワーアップ？練習不足も味のう

ち、当時の雰囲気が出せればいいなー。（須藤聖志君 Bj、今井修司さん

Gt、林博行さん Ma、佐藤正道 Wb） 

 

29. 亀山将司さん（高谷オカリナの里代表）あいさつ 

 

30. 谷和子さん（谷力さんの奥さん）あいさつ 

 

31. 高谷かげろう団（有志） 『愛の絆』、『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！ 

 

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  『馬子唄』 

いつもギターばかり弾いていますが、今回はオカリナに挑戦します！！ 

 

2. 山脇一巳君  『コンドルは飛んで行く』 

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。今回は、なんと・・・・・ 

 

3. 松田哲雄さん  『故郷』 

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？今回はビデオ担当です。ヨロシク！！！ 

 

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。 

 

5. 斉藤一美さん  『こもりうた』 

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で、辛口ご意見番。 

 

6. 石原満子さん  『アニーローリー』 

アンサンブル風所属。高谷オカリナの里の会計担当。今回はこの曲で勝

負します！！！ 

 

7. 三柴江子さん  『アメージンググレース』 

アンサンブル風所属。いつもニコニコ、岩船町から参加。これまでのオカ

リナ人生の集大成ってか？ 

 

8. 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あり、尺八奏者でもあます。 



 

9. 尾花陽子さん  『小鳥のワルツ』 

アンサンブル風所属。現在のアンサンブル風の指導者をしています。高

谷オカリナの里発登場。 

 

10. 松本英信さん  『糸紡ぎのうた』、『ルーマニア舞曲から』 

アンサンブル風所属。サークル一番の成長株？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。 

 

11. 岡田玲子さん、横尾亨子さん 『サリーガーデン』、『ビリーブ』 

アンサンブル風所属。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。今回は、岡田さんの職場の仲間 横尾亨子さんのデビュ

ー戦です！！ 

 

12. 石坂芳子さん 『アンデスの祭り』、『太陽がいっぱい』、『風の丘』 

アンサンブル風所属。って言うか「オカリナデュオ響」のメンバー。今回は

高橋英子さんが参加できない分、気持ちのこもった演奏をお願いします。 

 

13. 内田種臣さん  『荒城の月』 

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！最近では地元で仲間と演奏を楽しんでいるそうですね！次回は仲間

も連れてきてデビュー戦しましょうね！！！ 

 

14. 阿部正彦さん  『馬車屋の別れ』 、『シルクロード』 

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一級建築士。 

 

15. ペペローネ 『ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ』、『みかんの花咲く丘』、『小さなグミの木』 

阿部正彦さん(指揮)の指導しているサークルです。諏訪美枝子さん、秋山

キヨ子さん、矢口節子さん、阿部よし江さん、飯田甚次さん 

 

16. 竹村侑子さん  『この広い野原いっぱい』、『いい日旅立ち』 

ツトムファミリー長野支部代表。ロングトーンの出し方はおりがみつきで

す。直球勝負で素敵な音色聴かせてください！ 

 

17. FULL FULL WIND’S （地中海の風） 

  『茶色の小瓶』、『レッドリバーバレー』、『ムーンリバー』、他 

ツトムファミリー川口支部代表。金子啓子さん率いる、オカリナサークル。 

「オカリナの里」に地中海の風が届きます・・・か？うたあり踊りありの楽し

いステージに期待してください！！（のんのん、ぽぴー、そよ風、りん、メ

ロウ、みょん、まりまりね、けいこ、以上８名） ドラム担当：林章一さん 

 

18. アンサンブル風 『線路は続くよどこまでも』、『ごらんよ空の鳥よ』、

『夕焼けこやけ』、『子守歌メドレー』、『家路』 

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、尾花

陽子先生の指導のもとに活動しています。くせのない素直なアンサンブ

ルは全国のオカリナサークルの中でもトップレベルだと思います。（高橋

玲子さん、亀田春男さん、斉藤ミチ子さん、川上登志子さん、手塚キヨ子さ

ん、峰崎英子さん、岩下和江さん、渡辺典子さん） 

 

19. 初山和男さん  『』 お楽しみ 

去年からツトムファミリーのメンバーに加わりました。オカリナの里のボ

ーカル担当責任者。ソフト整体の先生でもあります！！ 

 

20. 横田安弘さん  『今日の日はさよなら』、『チューリップのアップリケ』、

『あなたのすべてを』  

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、

フォークソングで勝負します！！よみがえれ青春ぼっこれ３兄弟の最後

の生き残り。 

 

21. 黒沢常道さん  『』 お楽しみ 

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。えっ！うたまでうたってくれるんですか？  

 

22. 象さん（飯田忠さん） 『』 お楽しみ 

筑波山のふもとからやってきたブルースマン兼、墓石屋の社長さん。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！ 


