
 

 

 

  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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日時 平成１９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、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.３ 



谷力さんが亡くなってから早いもので２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。加えて、新しい仲

間も増えました。 

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。 

その仲間たちの発表の場として「高谷オカリナの里」を立ち上げました。 

今年は、仲間たちの力を合わせて「里の屋根」を完成させました。 

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  
矢沢直佑さん 安藤電気さん 安藤要一さん 高木正英さん   
横塚誠さん 蓬莱荘さん なかや商店さん 亀山家の皆さん  
 

 

 

36. 亀山将司さん（高谷オカリナの里代表）あいさつ 

谷力の、よき理解者であり、この「高谷オカリナの里」を作っちゃった人。「オカリナの

里」の広場に「大きな屋根を作ろう！！」って言い出したときにはこんなに立派な屋

根が出来るとは想像出来ませんでしたが・・・  自ら行動しみんなを引っ張っていっ

てくれる、われわれのリーダーです！！ 

 

37. 谷和子さん（谷力さんの奥さん）あいさつ 

最近、２０数年ぶりに、ペーパードライバーを返上したとか？ 

 

38. 高谷かげろう団（有志） 『千の風になって』、『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！ 

 

39. 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） 

 

 

千の風になって 
オカリナ：ⅡＧ ｋｙｅ:Ｄ (2capoC) 

 
私のお墓の前で 泣かないでください 

そこに私はいません 眠ってなんかいません 
* 千の風に 千の風になって 

  あの大きな空を 吹きわたっています 

 
秋には光になって 畑にふりそそぐ 

冬はダイヤのように きらめく雪になる 
 朝は鳥になって あなたを目覚めさせる 

 夜は星になって あなたを見守る 

 
私のお墓の前で 泣かないでください 

そこに私はいません 眠ってなんかいません 

* 千の風に 千の風になって 
  あの大きな空を 吹きわたっています 

 

 



28. 横田安弘さん   『風』、『想い出のグリーングラス』 

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。実は、ガソリンスタン

ドの店長さん。今回は、なつかしの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。 

 

29. 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。黒

沢さんの「なんなのコンサート」３０回を超えました。いろんなところで活動しています。  

 

30. 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！！！  

 

31. 手塚弘幸君  『プレゼント』 

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。 

 
32. ４Ｗａｙｓ  『春の山 春の恵』、『小さな花』、『恐怖の家庭訪問』 

   『あてのない旅』、『彦間川』  

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１６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） 

 

33. おんざけ    『陽のあたる道』、『埴生の宿』、『ホッチョセ節』 

   『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３年目！！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） 

 

34. 相田泰さん  『故郷』 

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！ 

  

35. オカリナデュオ響 『埴生の宿』、『大きな古時計』、『となりのトトロ』、『茶色の小瓶』 

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。（石坂芳子さん、高橋英子さん、佐藤正道 Gt） 

 

 

 

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  『とんび』 

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・・・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  『ふるさと』、『コンドルは飛んでゆく』 

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。でも、

５年もやっていれば初心者とはいわせませんよ！！今回は、なんと・・・・・ 

 
3. 松田哲雄さん  『酒よ』、『鳥の歌』 

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

屋根作りの大棟梁として活躍して頂きました。演奏のほうもヨロシクお願いしま

す！！！ 

 

4. 谷東二（とうじ）さん 『小さな日記』、『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。 

 

5. 斉藤一美さん  『砂山』、『こきりこ節』 

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。最近は、いろんなところからの演

奏依頼が増えてきました！ 

 

6. 石坂芳子さん  『めぐる季節』、『ｱﾒｰｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｰｽ』 

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。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。 

 

7. 高橋英子さん  『星に願いを』、『見上げてごらん夜の星を』 

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。気持ちのこもっ

た、身体全体で奏でる音色が持ち味です。 

 

8. 石原満子さん  『地上の星』、『ﾃｰﾙﾗｲﾄ･ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ』 

アンサンブル風所属。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！！ 

 

9. 篠崎翼子さん  『宵待草』、『ララルー』 

アンサンブル風所属。オカリナの里の映像担当？「里の柱作り」等、編集中？今年

も宜しくお願いします。 

 



10. 三柴江子さん  『川はよんでいる』、『太陽がいっぱい』 

アンサンブル風所属。いつもニコニコ、岩船町から参加。オカリナ変えてから、かな

り上達したみたいです！！「館林夜市」でも活躍中！！ 

 

11. 岡田玲子さん  『花祭り』、『夜明けの大地』 

アンサンブル風所属。「高谷オカリナの里」広報担当兼、「館林夜市」演奏責任者。

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。 

 

12. 小玉鐵太郎さん 『イエスタデーワンスモア』、『ブンガワンソロ』 

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。 

 

13. 南山焼（浦東九安さん、直美さん） 

新しい仲間その１。野上小の隣の南山焼のご主人。去年の夏、作原でオカリナ作り

教室がきっかけで仲間になりました！！ 

 

14. 岩崎貴広君  『ｱﾒｰｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｰｽ』 
新しい仲間その２。蓬莱荘の職員で、今年２月にオカリナを始めたばかりの超初心

者でーす！ヨロシク！！ 

 

15. 垣谷隆幸さん  『ｱｲﾈｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ』 

新しい仲間その３。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。オカリナの演奏は、「オカリナの里」初公開！！！ 

 

16. 松下康童さん  『尺八本曲』 

新しい仲間その４。時々風工房に来ては、ツトムちゃんのオカリナとセッションしてい

たとか・・・ 

 

17. 篠崎清次さん  『翼をください』、『千の風になって』 

新しい仲間その５。ツトムバンドを八丈島に連れて行ったり、いろいろ応援していた

人で、最近は「響」がお世話になっています。去年は、会場で成井さんの益子焼を

販売してました！小山で歌声喫茶やったり超多忙な人です。 

 

18. 戸室正夫さん（アスター） 『里の秋』、『もみじ』 

田沼の中華料理店、銀座アスターのマスター。仕事サボって出場か？ 

 

19. 三村直美さん  『こいのぼり』、『いつも何度でも』 

千葉県銚子市から参加。いつの間にか、二児の母親になりました。 

今でも、銚子のキャベツ畑で練習しているみたいです。オカリナの里での演奏は２

年ぶりです！！ 

 

20. 内田種臣さん  『与作』、『古城』 

埼玉県入間市から参加。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ほか、オカリナ作成も始めたそうです 

 

21. 阿部正彦さん  『千の風になって』 

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。 

 

22. ペペローネ 『ふる里』、『見上げてごらん夜の星を』、『若者たち』 

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、矢口節子さん、

阿部よし江さん、飯田甚次さん。昨年に引き続きの出場です。 

 

23. 月夢  『風笛』、『ジュピター』 

埼玉県川口から参加。『月夢』の名付け親はツトムちゃん。オカリナ歴３年の金子啓

子さん（ケーコさん）、小山万里さん（マリマリネ）の演奏をお楽しみください！！ 

 

24. 竹村侑子さん  『初恋』、『水色のワルツ』、『中国地方の子守歌』 
長野県茅野市から参加。昨年暮れに CD「風に抱かれて」を作りました。今回は都合

によりＭＤでの参加になります。 

 

25. FULL FULL WIND’S  『春夏秋冬メドレー』、『ララルー』 

「月夢」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！！ 

「オカリナの里」に地中海の風が届きます・・・か？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！！  

そよちゃん、ノンノンちゃん、メロウちゃん、ポピーちゃん、りんちゃん、マダ～ム、メ

ロウ、みょんみょん、で～す！可愛く ♡♪♡♫♡❀してあげてくださ～い！ ヨロシク

お願いします！ 

 

26. アンサンブル風 『作原』、『オカリナの里』、『北の国から』 

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。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。 

石坂芳子さん、石原満子さん、岡田玲子さん、尾花陽子さん、亀田春男さん、小玉

鐵太郎さん、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、三柴江

子さん。 

 

27. 初山和男さん、林章一さん 『亜麻色の髪の乙女』、『白いサンゴ礁』 

オカリナの里のボーカル担当責任者初山さんと、オカリナの里リズム担当責任者林

さんのユニットです！実力は館林夜市で、証明済です！！ 

 


