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知 縁 コ ミュニテ ィ
横 田 至 明
人は一人では生きられない。昔か ら「むれ」 を作 つて きた理 由はそ こにある。「むれ」が、生
物的な扱 いで不当だとい うなら 「む ら」 と言お う。 いや、いつそのこと、言 い慣 らされてきた、
「コ ミュニテ ィ」 と言い換 えて話を進めることに しよ う。
「コ ミュニテ ィ」は、当初、外敵の侵入や災書か ら身を守 るため、また、水利等にあたる共
同体 として形作 られたものであろ う。や がて 「コモン」 といわれ る入会地な ど共有財 をもつ よ
うにな り、構成員 には、その上が りを分配・ 利用 させ ることに もつ ながつて い く。そ うこ うす
る うち、 コ ミュニテ ィ内で通用す る明文化 されない 「コモンセンス」 といつた共通認識が形成
され、緩や かなが ら、これが掟 のよ うに機能 した ことだ ろ う。 また、そ こには 、たくまず して
コ ミュニゲーションのネ ッ トワー クが張 られ 、内外 の情報や外来者 は、それ となくチ ェ ックさ
れ、内部情報 として共有 されたに違 いない。
こ うして長い時間をかけてつ くられた コ ミュニテ ィに揺 さぶ りをかけたのは、1960年 代以降
顕著 となる、産業構造の変化 と都市化の波であつた。若年層 を都市へ送 り出す ことになつた コ
ミュニテ ィは、変革を余儀な くされる一方、限界集落など、存続を危ぶまれるもの も出始 めた。
さて、都市に流れ た若年層はその後 どうなつたであろ うか。高度成長 を続 ける (そ の後沈静
化 した)経 済下、そ れぞれ の所属す る企業を コ ミュニテ ィに仕 立て上げようと、ひたす ら努力
を重ねたのがこの層 である。 この強い共同体意識 と高 いモ ラールが 日本 を一 等国に押 し上げた
といえる。 しか し、その間、 この層 は、新 しい居住地での コ ミュニテ ィづ く りに加わる余裕 は
なかった。問題 はそ こに根 ざしてい たが、や がて表に出て くることとなつた。
定年制である。経済を基盤 とす る共同体は、所詮、 コ ミュニテ ィにはな りえなか つた。定年
によ り、行 き場を失 つたこの層 l■ 、増え続けている。茫然 自失す る前に、考えてみた らよい。
郷里は荒れてい るかもしれない、居住地域に コ ミュニテ ィはないかもしれないことを。な らば、
郷里に、居住地域に自分で作ろ う、自分 も参加 して コ ミュニテ ィを作 つていこ うと。
では、そんなモデルケースがない ものか とい う向きに、当市民塾の講座 をお勧め した い。
といつて、「コ ミュニテ ィの作 り方」などとい う安直な講座 があるわけではない。 とにか く自分
好み の講座 を受講すればよい。 いずれ も 20〜 30人 規模 で 半年 か 1年 ほど続 く講座だ。初 日に世
話人の よ うな幹事が選ばれ るが、みんなで協力 しあつて、机 の配置 を変え、資料印311を す るFHl
に親 しくな り、講座終了後 も自主グループを結成 し独立 して継続す るケースがほとん どである。
このグループを市民塾では 「知縁 コ ミュニテ イ」 と呼んでい る。 TAMA市 民塾で このノウハ
ウを学び、引つ提げて、帰 りなんい ざ・・・

講座 :口 笛 はわた しの楽器
機

進にも役立つ〜
講師

1高 橋 一 員

同笛 に 夢 のせ て
青い空、歯い雲、広々 とした草原、団

媚な大 自然の中で「想い出の曲を気ままに 日笛」

を吹 いていると何 となく心が和み、癒され、安 らぎを感 じる至福のひと時でもある。
24年 前ある音楽家の勧 めで日笛を吹奏音楽 として普及 させないか と日本で初めてカルチャ
ー教室で講座を開くことになつた。
々
ひと昔までは、[人 前で日笛を吹 くなどタブー」とされてきた風習のある中でどんな方 が
7割 が女性
集まるかな? と半信半疑でス ター ト、まさか女性は来ないだろ うと思つていたら
しか も十代〜八十代、嬉 しい想定外、世の中の変化を感 じた。
のアナ ログ的音楽の
最近の音楽業界ではコンピュータ音楽が主流になつている中で、従来
良さに心に響 く音色 とい う感覚で回笛が、テ レビ・ ラジ
オ等で流れた リコマーシャル ソングとして使われること
が多くなつてきた。やつ と口笛 が一般大衆に認知されて
きたよ うである。
若い人達のFH3で も興味 を持つ方が多くなつてきた。音

WKさ
ん、昨年亜細亜大学に 日笛推薦入学の女性 KMさ ん、同

楽大学を出て日笛奏者 として活躍 している女性

じく東京藝大に 日笛推薦入学 の AL君 、時代 の変化 に
驚嘆 している。 もちろん世界大会で も優秀な成績の持ち
主でもある。 ―

・ 気 軽 に吹 い て 見 よ う
のではないで
最もシンプルな 「身体が楽器」の日笛、大方の人が何 となく吹いた事がある
の
の
しょう力f ただ単に 「吹くだけ」な ら誰 でも吹ける。 しか し音楽的 な表現、他 吹奏楽器
よ に奏
ように奏でるには 「たかが日笛、 されど口笛」である。小鳥 たちが共感 してくれる う
でるには、身を入れた練習 が必要です。
・ 卜織 の 秘 訣
「習 うより慣れろ」難 しく考えず 自転車や車の運転 のように身体で覚えてい くことが大切、
ベ
りの楽 しみ
音が出てメロデ イーが吹けるようになると楽 しいです よ。 レ ルは無限、 自分な
方を見つ けて ください。
周 りの迷惑にならない よう「マナーを守 り品よく」音楽性を高め楽 しみましよう。

講座 :絵 と ビア ノで楽 しむ クラシ ック音楽 史
講師 :佐 藤

恵美

の
音楽 の歴史は、実に紀元前 のギ リシャ神話 の ミューズの神様に始ま り、 音符 ができ、音楽
い
形が現在 のクラシック音楽になつてか ら約 300年 の歴史を楽 しく、わか りやす く学んで く講
座をこの度、開講 いた します。
ついて ど
私の本職は、 ピアニス ト&ピ アノ教師です が、演奏 をす るために1ま 、そ の作 曲家に
べ
の様な時代 ?生 活 ?人 物像 ?と 様 々な事を知 らなけれ ば演奏はできず、そのために色 々 と調
る うちに、す つか り音楽史の面 白さに引き込 まれま した。
音楽 は 、その時代 と共に生 まれてきた文化 の一つ。 めまぐる しい時代 の変化 と共に産業、文
に人
化か ら生 まれる芸術 の一部 として、美術、文学 とともに大き く変化を遂げてい く音楽。特
間関係 は ドラマ を見てい るよ うにわくわ く ドキ ドキ世界です。
作曲家 の裏話や、作曲す る経緯な どを知ることで、 より曲を身近 に感 じとり、聴 き方 も変わ
つてきます。
私は、 ドイツの留学 か ら帰国 して以来、いつ もコンサー トで 、曲についてのお話 しを必ず入
2000
れるのです が、それ がある時、 もつ と作曲家について知 りたい !と い うお声 をいただき、
の一
一 の
年か ら毎年 『作畿家 の一生をお話 しとピアノで聴 くコンサー ト」 を開催 し、 人 作曲家
生を 2時 間 でた どる コンサー トを してい ます。
これが縁 で、今 では、学校 で もピアノ指導 だけでなく、演奏家 としての観点 か ら見た音楽史
の授業を担当 させて いただいていますが、 日々発見の連続 です。
それ とは別に、子供 の頃か ら大好 きだ つた絵本の世界。今 では、家に 1000冊 以上もある絵本
ニス ト
の蔵書、それが生 じて、今は、絵本セ ラ ピス トとい う別 の顔 も持 ち、更に、絵本 +ピ ア

=絵 本 ピアニス ト̲と して、絵本に音楽をつ けてのおはな しコンサー トや作曲家 の絵本 で音楽 を
知つていただき、誰でも音楽 を気軽 に楽 しみ、もつ と身近に感 じ、理解 してもらえた らと活動
しています。
今回の講座は、そ ういつた経緯 か ら発想 された もので、単に知識だけを身 につ けるだけでな
く、見て 自然 に頭 に入 つて くる絵本 と親 しみ のある曲を ピアノで聴 くことでマスターす る楽 し
い音楽史 !で 300年 の音楽 の歴 史旅 を していただ こ うと思いつ きま した。
時代 を 4期 =バ ロ ック、古典派、ロマ ン派、近現代 に分け、同時 にあ らゆる角度 =見 る (絵
へ
本や映像)、 聴 く (ピ アノの生演奏や CD演 奏 )、 触れ る (希 望者 に楽器資料館 の案内も可)か
ら学ぶ講座です。
の方 々の
講座では、私 の ドイ ツでの体験話や音楽 のクイ ズ、 ワー クな ども入れつつ 、受講者
い
い
交流 もはか りなが ら、2時 Felが 楽 しく充実 した時間になつていただけるよ う頑張 りた と思
ます。
どうぞよろ しくお願いいた します。

日曜講座 の報告
第

114回 日曜講座 を開催 しま した。参加 された方 々にお礼 申 し上 げます。
実施 日
演

題

講

師

平成

30年

7月

22日

(日

)午 後 2時 〜 4時

「 山歩 き でお き る虫刺 され を防 ぐ」
秦

和寿

氏

日本山岳会医療委員会委員

(衛 生動物部門)

日本は山の国です。 虫が い る ことは 自然であ り、本来の姿 なのです。 そ して多種 の害 虫等が発生 3存
在 します。 ブユ 、ツツガムシ、 スズ メバチ、 アプ、マ ダニ、ヤマ ビル 、マム シ他 です。
古来よ り防虫対策 として、「燻す、忌避す る、布などで物理的に防 ぐ」 ことが行 われ てきま した。
例えば、顔は 目だけを出 して他は布 で覆 う方法、藍 のボ ロ布 を藁で包
みそれを燻す方法、そ して蚊帳 も防虫対策のひ とつで した。
害虫の標本 も見せて頂 きま した。 また、江戸時代 の古文書 「和漢 三 才
図会」に載つている害虫の解説 もあ りま した。
そ して、山での着衣等の注意や虫除け剤・ 虫刺され用薬・ 応急処置
の講義 も頂きま した。
ハイキ ングな どで山間部に行 く時は、害虫等の被害に遭わない様 に
したい ものです。皆さん気をつ けま しょ う。
(文

駿河哲雄 )

日曜講座 の予定
31年

1月

20日

「や つ てみ ませ ん か
高橋 正樹 さん

31年 4月 21日

ス ポ ッ ト講座

(日

マ ジ ック (手 品)」
本奇術協会賛助会員)に 易 しいマ ジ ックを教え

ていただきます。
「 (仮)だ ヽ
野小 町 」
多摩交流セ ンター以外 の会場 で行 う初 めての試みです。

30年 11月 29日
会場

(木 曜 日)午 後

2時 〜4時

聖蹟桜 ヶ丘 多摩市関戸公民館

講師 織茂

―行 さん

「一 の谷合戦 の謎」

(詳 細 はチ ラシを ご覧 下 さい 。)

