
 

 
 

 

[ 書き込み ]  [ 一括表示 ]  [ タイトル表示 ]  

表示件数  100 変更

[02995]発表会続報  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/08/24 23:13:12 

あっつーい !!! 残暑お見舞いです。 
クニさん９月のライブ告知ありがとうさん。 
宮内家楽しみにしてます。いっぱい来てね。 
 
さて、発表会の日程と場所が決まりました． 
日時：１２月８日（土）１３：００ スタート 
場所：神田岩本町「Ｍ’ｓ ｓｐａｃｅ」（モリダイラ楽器本社地下） 
＊都営新宿線岩本町駅下車徒歩5分 
＊ＪＲ神田駅下車徒歩7分  
＊ＪＲ秋葉原駅徒歩10分 
 
前回は時間にゆとりがありませんでしたが、今回はたっぷりと楽しむことが 
出来るようになりました．（モリダイラ楽器さんのご好意で） 
飲食持ち込み自由、出前ＯＫ(笑)。 
そしてすぐ近くに打ち上げ会場もあるとのこと。 
 
詳細が決まればそのうちアップします。 
できるだけ参加して欲しいな。 

(PC等) 

[02994]残暑お見舞いと発表会とライブ告知。  

投稿者：kuni 
投稿日時：2012/08/17 10:47:52 

残暑お見舞い申しあげます。 
 
ari様 
 
発表会の件ですが、個人的には９月中旬までに決定いただければありがたいと思ってい
ます。 
９月中旬決定でしたら、１日でも８日でもどちらでも対応できますので。 
ご無理申しましてすいません。 
 
さて 後にライブ告知させて下さい！ 
みほかんが先に知らせてくれてますが、 
来る、９月８日（土）に南浦和に新装オープン（正確には再開）します、宮内家（みやうち
け）と言うライブハウスで、 
松田アリ幸一with古橋一晃ライブがあります！ 
 
新しいお店のこけら落とし的なライブです。 



 
 

 
 

 
 

お時間がある方は是非是非お越し下さい！ 
よろしくお願いします。 
 
９月８日（土） 
南浦和宮内家 ＪＲ南浦和駅西口徒歩３分 
０４８ー７８８ー６０３３ 
 
１８：３０ オープン 
１９：００ スタート 
 
￥３１５０（ドリンク別）予約お願いします。 
お店か私（０９０８１９６２４９１）にご連絡下さい。 
 
ライブ終了後、打ち上げあります（￥２１５０ 飲み放題 食事付き） 
 
http://www.geocities.jp/miyatin5963/miti.html 
 
何卒ご贔屓の程、よろしくお願い申し上げます！ 
 
 
 
 

(PC等) 

[02993]発表会  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/08/14 01:08:58 

オリンピックも終わりやっと寝不足から解放されましたが、 
やや寂しい感じもあり。 
さて、発表会の日をそろそろ決めたいのですが、当初の案として 
12月1日(土)を考えていましたが、私の仕事やサポートミュージシャンの 
との調整等で8日(土)に傾いています。 
如何ですか？ 

(PC等) 

[02992]夏休み～  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/08/12 23:13:22 

土曜日から待ちに待った夏休み～ 
 
先生、遅ればせですが、Yahooに音源＋楽譜をありがとうございました。 
トクさんにも渡しました。 
 
皆様～９月８日先生ライブ＠南浦和、１０月１５日チャーリーマッコイライブ＠吉祥寺、発売
中です！ 
お見逃しなく！ 

(J-SkyWeb) 

[02991]ニューバンドライブ！  

投稿者：kuni 
投稿日時：2012/07/06 09:43:07 

http://www.geocities.jp/miyatin5963/miti.html


 
 

 
 

行ってきましたバックインタウン！ 
 
とにかく１曲目のセントルイスブルーズで完全にやられました！ 
音圧が凄い！ 
同席したみほかん、とくちゃんも唖然としてました（笑 
いつもの曲もアレンジが変わるとまた違う魅力が出てました！ 
 
と言う事で、２８日は大森「風に吹かれて」にアリさん初登場です！ 
サポートは西海、古橋両氏のＷギターです。 
ここはけっこうええハコなんで、みんなで応援に行きましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 

(PC等) 

[02990]初  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/07/01 23:26:25 

ケータイからカキコミ出来るんだ←今更発見f^_^; 
 
そうでした。 
毎年発表会は大盛況で押せ押せですね。 
 
昨日は、Ｇが仕事から帰ってこずライブに行けず(泣) 
７月４日はＢＩＴに行きます。 
予約まだの人、早く早く～ 
 
秋のイベントって、なんでしょ。 
ワクワクo(^-^)o 

(J-SkyWeb) 

[02989]ライブの告知  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/06/29 23:28:13 

秋は何だか皆が参加出来そうなイベントの案内が数件来ています。 
次回教室の時に。 
 
ベリーダンスか。彼女おもしろいね！ 
でもね。皆の一年の成果でもあるハーモニカ発表会です。 
それにお分かりのように毎回時間はギリギリやしね。 
今年はちょっとビジュアルに頼らない発表会もシブいぞぉ。 
打ち上げなんかではどうかな。無理かぁ。 
 
ではライブの告知です。よろしくお願いします。 
あしたは初めてのお店ですが何だかオモロそうですよ。 
せまーいお店なので気楽な雰囲気で・・・おっと！いつもより 
うたを唄わしてもらいます。 
6/30 sat 松田幸一・うたとハーモニカ 
東中野 Cafe じみへん 
with 古橋一晃 Gt. 



 
 

６時 開場、スタート７時 
チャージ2500円＋１ドリンク 
東京都中野区東中野1-46-11 HIKOTA BLD 
ご予約は 090-9242-6183 まで。 
 
恒例のBACK IN TOWNのライブがやってまいりました。 
前回のバンドスタイルを見逃した方はぜひお楽しみに。 
さらに磨きがかかりクスんでええ感じ!!!!どんなん? 
７月４日 （水）曙橋「BACK IN TOWN」 
with 
古橋一晃 Gt., 尾崎博志 Pedal Steel Gt., 丹菊正和 Percussion, 瀬川信二Bass 
18:00 Open 19:30 Start 
チャージ 3,990円 (1ドリンクと1フードは別） 
ご予約はBack in townへ 
東京都新宿区住吉町３ー２ 第２山田ビルＢ１ 
TEL 03(3353)4655  FAX 03(3353)4626 
（都営新宿線 曙橋 Ａ２出口より徒歩２分） 

(PC等) 

[02988]遅ればせ合宿御礼♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/06/25 19:22:42 

先生、楽しかったです。いつも本当にありがとうございます。 
 
マスター、いつもながらお世話になりました。 
原点シェナンドーソロ、染みました。 
 
岡ちゃん、伴奏お疲れでした。１０時間は弾いてもらったよね(^^; 
 
今年も合宿盛り上がりました！ 
 
宴会の時、過去７回のことが話題になりました↓↓↓ 
初合宿ＢＢＱ＋野点。 
酒蔵やオシャレなライブハウスでのライブ。 
旅籠屋さんロビーでの名(迷)演奏の数々。 
そして２年連続大好評先生セミナー、etc.etc. 
 
そして、今年８回目袖ケ浦。 
早めに集合し、ひたすらハモニカハモニカハモニカ。 
翌日は富津岬から海を眺め、お昼はたっぷり魚介類を頂きました。 
 
私としては、アルコールが入ると演奏能力消滅なので、今年は飲む前に 
吹く機会を頂いて良かったです。 
 
今年は、九十九里から始まった(と思われる)２人が、ハモニカベイビーを 
連れて参加しました。 
 
と、余韻に浸っている間もなく、早くも発表会の話ですね(^^; 
 
グレープフルーツムーン良いですね～見やすいし。 
 
確かに、去年は２次会約５０人！３次会にも３０人近く残ってたから、 
場所選びは大変そう。 
 
ずっと音信不通だったターボかずが、突然クニさんに電話してきて、 
発表会でベリーダンスを踊りたいと申しているとか・・・ 
 



 
 

 
 

 
 

どうなることやら～♪ 
 

(PC等) 

[02987]お疲れ様でした  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/06/19 00:52:48 

マスター今年もお世話になりありがとうございました。 
みなさまお疲れさま！ 
やっぱり近場は余裕があって楽ですね。 
今年は吹きまくりましたね。 そして遅くまで修学旅行してました。 
翌日の美味しい海の幸。想い出に残るでしょう。 
 
いよいよ教室も後半に突入です。 
会場は前回と一緒で良いですか？ 打ち上げの人数が多すぎて 
会場探しが大変だったですね。  
良いアイデアや意見などあったら教えてね。 

(PC等) 

[02986]ありがとうございました  

投稿者：master 
投稿日時：2012/06/17 21:04:00 

今年の合宿は梅雨入り後になってしまいましたが、さいわい昨夜の小雨ぐらいで、きょう
は暑いくらいでした。 
 
毎年のことですが、岡田さん、松田先生、ほんとうにありがとうございました。 
 
数えてみたら、今回で8回目でしたが、おかげさまで、楽しく充実した旅行になりました。 
 
 
 

(PC等) 

[02985]今、どこにいてるん？  

投稿者：kuni 
投稿日時：2012/06/12 14:52:04 

６月８日（金）１９時頃アリさんから電話が… 
 
ａｒｉ「今、どこにいてるん？」 
 
ｋｕｎｉ「はぁ、嵐山（京都）の音やさんに…」 
 
ａ「音や！？ 何でやまた？」 
 
ｋ「はぁ、四角さんのライブで、一晃さんも一緒です」 
 
ａ「そぉかいな…ところで誰も来てないねんけどなぁ」 
 
ｋ「はぁ！？ 逆にお聞きしますけどどこにいてはりますのん？」 
 
ａ「どこて、浅草やんか」 



 
 

 
 

 
ｋ沈黙の後「６月は合宿があるから教室は無しでっせ！」 
 
ａ沈黙の後「あちゃ…やってしもた（笑」 
 
 
電話をきってから、心配になりとくちゃんに電話。 
 
出ない。焦りみほかんに電話で休みを確認。 
 
ほっと胸をなでおろしたのであった（笑 
 
この事を、アリさんの同級生の音やママに報告。 
 
このママが人は 高に良いが、口は悪い悪いｗｗ 
 
「なんや、ボケるにはまだ早いで！と言うといてガハハハ～♪」 
 
アリさんすんません、音やママに喋ってしまいました…トホホ 
 
で、合宿ですが…その日茨城笠間で仕事です… 
 
したがって欠席……なんかしてたまるかい！！！ 
 
俺はラテンや！ 何とか８時には行きます～ビール置いといてや！！！ 
 
 
 
 
 
 

(PC等) 

[02984]気合で浅草行ったぜぃ～ワイルドだろ？  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/06/11 22:50:36 

金曜日残業してたら、クニさんから電話。ワイルドな話を聞きました。 
 
週末は、大阪天六の音太小屋での世話人クニさんによる、四角佳子さん 
ライブに行って来ました。 
５年前の先生のライブの頃に比べて、天六界隈は小綺麗に。 
 
クニさん、ワンダフルワールドのハモニカサポートで登場！ 
 
「小さな空」（武満徹）で泣けてしまい、ハモニカで吹こうと決心しました。 
 
さてと、合宿。 
気合いでハモニカ吹き倒し～♪ 
 

(PC等) 

[02983]気合いだぁ！  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/06/09 23:11:20 



 
 

 
 

 
 

 
 

気合い入れ過ぎた。昨日教室あると思って伺いましたが何か変？ 
そうなのね・・・お休みでしたのね・・・ 
早めに出て浅草観音裏あたりを散策してました。 
ほんと、大阪と似てる。 
岡ちゃん、良かったねぇ。今年もよろしくね。 
マスターも吹いてね。 
 

(PC等) 

[02982]合宿! 合宿!  

投稿者：master 
投稿日時：2012/06/09 10:10:42 

>伴奏マン さんへ 
 
承りました。 
例年以上に、先生も気合いが入っておられるご様子。 
個人的にはビビりまくりですが、今年もサポートよろしくお願いいたします。 
 
>渋谷の皆様 
 
そろそろ、出欠のご連絡をお願いいたします。 

(PC等) 

[02981]合宿参加  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2012/06/09 08:53:23 

> 仕事も大事ですがそれより人生を楽しむ方が大事。 
悪魔のささやきに乗りまっせ～っ!! 
やっと仕事が一段落して、何故か来週がゴールデンウィーク。 
 
てなわけで、合宿参加です。 
ちなみに、今回は渋谷君は不参加です。 
 
よろしく。 > マスター 
 
 

(PC等) 

[02980]さぁてと6月だ！  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/06/07 01:43:37 

よう解らんタイトルですが・・ 
ここんとこ皆さんお忙しいらしく教室は少し寂しい。 
仕事も大事ですがそれより人生を楽しむ方が大事。 
とラテン的な悪魔のささやき。 
今年の合宿はセミナーはありません。 
ひたすら吹き倒すのです。 
で、FIHはどうやった？？ 

(PC等) 



[02979]OKINAWA LIVE TOUR  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/04/18 23:32:50 

先週末、沖縄「とんぼ返り」ツアーに行ってきました。 
 
北のミサイル失敗で一安心の４月１４日は、朝から冷たい雨で９度。 
一枚余分に着込んで１１時４０分発沖縄便の搭乗口へ。 
知った顔がいないな～と思ったら、私以外は２泊３日ツアーだったと、 
後で知りました。 
 
３時近く、雲に覆われた那覇に到着。２４度とかなりの蒸し暑さ。 
遅いランチを食べつつ、先に着いているメンバーに連絡すると、 
ナース達はレンタカーで那覇から離れた場所にいるとのこと。 
地元やすだくんが、あんどくんと一緒にこれから首里城に行くと言うので、 
合流させてもらいました。 
直前までの大雨が上がった首里城散策し、海を見に瀬長島に行ったら、 
もうライブの時間が迫ってきました。 
 
ホテルに戻り、徒歩で国際通りにあるライブハウスＤSetカフェに行くと、 
既にほぼ満席。 
K田さんとM野さんが、先生のお姉さまが来てるよと教えてくれました。お若い！ 
日帰りで宮古島に行っていたS原さんは、ナース達と一緒に先に入ってて、 
一番前に私達の席を確保していてくれました。 
 
８時スタート。オープニングアクトは、地元のイハタケさん。 
弾き語りで井上陽水他３曲。 
 
ここから、SMCスクール講師の方々によるスペシャルライブのはじまり～ 
まず、シンガーソングライターEmikoさんがオリジナル３曲。 
ボイストレーナー、菅井美和さんが出て来て、Emikoさんと一緒に 
「真夜中のギター」。 
次は菅井さんソロ。昨年末から古橋さんに習っているというギターで、弾き語り。 
先生＋古橋さんとコラボで、ボニーレイット、ボブディラン。素晴らしい歌声。 
 
そして古橋さんソロ。インストがカッコイ～。 
「ミセスロビンソン」は複雑なギターを弾きつつ熱唱！すごい！ 
 
そして、トリは先生ソロ。小象、ジョージア、みつばち、アイリーンでは歌声喫茶。 
ミケ、素晴らしき世界、オレンジ。 
アンコールにジューク、アメグレ。全体に明る～いと感じたのは沖縄効果？ 
 
そして、スペシャルアンコール、SMCスクールの４人で「明日にかける橋」。 
 
ここでサプライズ！翌１５日の先生の誕生日をバースデーケーキと歌でお祝い。 
先生いわく「忘れてたわ」(笑) 
 

後の 後は出演者全員登場で「夢の中へ」。 
 
終わったのは１０時半過ぎ。その後も写真撮影したりで、マッタリ居座り、 
お腹減った～と言いつつ、２次会に移動したのは夜中の１２時。 
 
まだまだネオンきらめく国際通り。居酒屋に入りオーダーしまくり。 
しばらくすると出演者の方々勢揃い。 
真夜中にタコライス、ソーキ、沖縄ヤキソバ等々カロリー高めのつまみに、 
ビール、泡盛、さんぴん茶。シメはバースデーケーキ。 
取り留めのない話で盛り上がり、あっと言う間に閉店３時。 
 
店の前で、先生、古橋さん他の出演者の方々と別れ、ホテルに帰り、 



 
 

 
 

シャワーを浴びて寝たのは４時過ぎ。 
 
翌朝６時半に目が覚めてしまい、朝から女子トークで気づくと８時。 
夜中にあんなに飲み食いしたのにお腹が減ってて、朝食たっぷり。 
 
朝から外は土砂降り。例の如く、皆行きたい所がバラバラで、空港で会おうね～と別行
動。 
 
私は国際通りから商店街見つつ、牧志公設市場へ。 
日曜日のせいかお休みの店が多かったけど、カラフルでワイルドな食材を 
冷やかしつつ色々試食。 
市場の回りの古い商店街はアーケードで結ばれてて、大雨でも快適でした。 
 
アーケードを抜けて、やちむん(焼物)通りへ。沖縄独特の壺屋焼の窯元が集まるエリアを
散策。 
路地は人通りは少なく犬猫ばかり。雨上がりの蒸し暑さに原色の花が美しい。 
窯元のお店が個性的で興味深く、つい長居してたら既に１時。 
 
そそくさとランチを食べ、モノレールに乗り、那覇空港２時到着。私が一番 後でした。 
やすだくんがお見送りに来てくれました。お世話になりました。 
 
御礼もそこそこに、セキュリティチェックへ。 
ここで手荷物に入れてたハモニカが反応し、しばらく足止め。行きは平気だったのに・・・ 
 
離陸時間が迫っているのにデューティーフリーに吸い込まれる女子達。 
化粧品物色中に、搭乗 終案内が流れ、慌ててゲートに走り、滑り込みセーフ。２時４０
分。 
定刻より１０分遅れで離陸後爆睡。気づいたら羽田に降りていました。 
 
スペシャルコラボライブ、他にも色々盛り沢山で夢の様な１泊２日でした。 
 

(PC等) 

[02978]5月の日程変更  

投稿者：master 
投稿日時：2012/03/04 17:43:22 

先生、ありがとうございます。 
 
それでは、5/11は5/18に変更させていただきます。 

(PC等) 

[02977]沖縄ツァーの詳細  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/03/04 16:52:22 
リンク：Official Site 

「SMC STUDIO OKINAWA LIVE 2012」 
2012年4月14日(土) 
【会場】那覇・D-Set Cafe 
【時間】OPEN 19:00 / START 20:00 
【料金】前売/当日\3,000(税込/全自由/ドリンク別) 
【出演】松田ari幸一/菅井美和/古橋一晃/emiko 
    Opening Act：イハタケ 
(問)那覇 D-Set Cafe 098-861-8110 
Official Tour募集中！！ 



 
 

 
 

 
 

羽田からの往復航空券と宿泊、そしてライブチケットがセットになったTourを募集していま
す！ 
Official Site>>> 
チケット予約受付中！！ 
那覇 D-Set Cafe>>>http://w1.nirai.ne.jp/d-set/Top.html 
 

(PC等) 

[02976]日程変更  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/03/04 02:55:54 

＞マスター 
５月の教室１１日変更の件、 
こちら１８日が都合良いです。 
よろしくお願いします． 
 
さて、アンデバの様子如何でしたか？ 楽しみです。 
 
午前0:15～1:44（4日深夜）BSプレミアムで 
森山良子さんのコンサート放映されます。 
ゲストで出ています。 

(PC等) 

[02975]今後の日程  

投稿者：master 
投稿日時：2012/03/03 21:03:11 

昨夜の教室で、 
次は4/20、その次は5/11と決めていただきましたが、 
すいません、5/11は予定が入っていました。 
5/18か5/25に変更していただきたいのですが、先生&皆様のご都合はいかがでしょうか。 
 
なお、合宿は、6/16-17ということで「袖ヶ浦店」貸切予約を入れておきます。 

(PC等) 

[02974]アンデパ  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2012/02/29 07:58:08 

沖縄ライブ、い～ですねぇ。 モーレツに行きたいですが、残念ながら行けません;; 
で、もうすぐアンデパです。 
伴奏について確認させてください。 
私の伴奏ですが、下記4組と思いますが、間違いはありませんでしょうか? 
 
徳さん   Mighty Ling Time 
菅野夫妻  Seepeg Seemore 
大村君    ウラメシ～ア 
ナース    Paris Tajine 
 
レディ"イトウ"ガガは無伴奏でいいんだよね? 
漏れやら間違いやらある場合はお知らせください。 
 
よろしく。 

http://w1.nirai.ne.jp/d


 
 

 
 

 
 

 
 

 
(PC等) 

[02973]沖縄ライブ  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/02/29 03:26:13 

ライブ詳細です。 
 
「SMC STUDIO OKINAWA LIVE 2012」 
2012年4月14日(土) 
【会場】那覇・D-Set Cafe 
【時間】OPEN 19:00 / START 20:00 
【料金】前売/当日\3,000(税込/全自由/ドリンク別) 
【出演】松田ari幸一/菅井美和/古橋一晃/emiko 
    Opening Act：イハタケ 
(問)那覇 D-Set Cafe 098-861-8110 
Official Tour募集中！！ 
羽田からの往復航空券と宿泊、そしてライブチケットがセットになったTourを募集していま
す！ 
Official Site>>> 
チケット予約受付中！！ 
那覇 D-Set Cafe>>>http://w1.nirai.ne.jp/d-set/Top.html 
 

(PC等) 

[02972]よかった！  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/02/26 00:18:09 

>みほかん 
直接SMCに申し込んでる人もいるのかな。 
先ずは1人２人か? 確認できてよかった。 
沖縄には安田君という元生徒さんが移住してるし、現地の 
お客さんともふれあいがありそうで楽しみです。 
ほんとは奥地だけど本部（ヤンバル）の海岸沿いによい所が 
あるけど、そのうちここのビーチでやってる手作りライブに 
教室ごと参加したいと思ってます。 

(PC等) 

[02971]沖縄行きたいです！  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/02/25 21:01:32 

近家でＰＣを開く暇がなく、ケータイからはカキコミが出来ず 
ご無沙汰でした。 
 
沖縄良いですね～皆さん行きましょ～♪ 
 
私は沖縄行に向けて色々やりくり中です。 

(PC等) 

[02970]？

http://w1.nirai.ne.jp/d


 
 

 
 

 

投稿者：ari 
投稿日時：2012/02/22 02:10:40 

反応ありませんがやや不安・・・ 
(PC等) 

[02969]沖縄ツァー  

投稿者：ari 
投稿日時：2012/02/17 23:49:38 
リンク：http://smcenta.com/OKINAWA.html 

寒い日が続いてますが皆さんお元気でしょうか？ 
予てから沖縄へ皆で行きたいねという声が（自分も） 
あったりで、計画を立てていました。 
旅籠屋さんに沖縄店があったら即決まりですが、 
渋谷教室を運営しているSMCが今回主催してくれることになりました。 
渋谷教室には歌手のemicoさん、ボーカルレッスンの菅井美和さんと 
ギターのお馴染み古橋一晃くんが参加でそれぞれのライブとコラボレーションが 
楽しめますよ。もちろん一般の方も参加ＯＫで、沖縄のお客さんも来られます。 
興が乗ればみんなでハーモニカも可能かもね。 
詳しいことはリンク先で観て下さい。そして沢山の参加期待しています。 
 
それから、 
恒例の合宿は旅籠屋さんの事情で６月になりました。 
日時と場所は未定ですが、6/9か16辺りを予定しています。 

(PC等) 

[02968]謹賀新年＆ＢＩＴ＆アンデパ  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2012/01/08 22:42:30 

2012年、あけましておめでとうございます。 
今年もよろしくお願いします。 
いっぱいハモニカ吹きましょ～♪ 
そして、良い年にしましょ～♪ 
 
で、1月13日（金）はＢＩＴで新春先生ライブです。 
ゲストも必聴です。 
予約まだの人は、早く早く～ 
 
 
その1週間後、1月20日（金）は初教室で新年会です。 
レッスンを早めに切り上げて、会場に移動しますので、 
よろしくです。 
 
現在、渋谷組含め20人程参加確認済ですが、 
おおたさん、米ちゃん、かさりさん、みぞた夫妻、とがわさん、 
なかじまさん、このカキコミ見たら、出欠を書き込んで下さ～い。 
 
Living 座 GARDEN （りびんぐ ざ がーでん）  
旅籠屋さんすぐそば、国際通りと春日通りの交差点角  
8時半スタート 
会費4,500円 
 

http://smcenta.com/OKINAWA.html


 
 

 
 

 
 

 
それから、今年のアンデパンダンは3月3日です。 
申し込みは1月5日から始まっています。 
↓↓↓ 
http://ajhf.bob.buttobi.net/jindex.htm 
「協賛イヴェント案内」に申込書があります。 
 
私達はまだ未定ですが・・・ 
 
それから、マスター、いつもいつもＤＶＤ作成をありがとうございます！ 
毎年、ＤＶＤを見て、穴があったら入りたい気分になり、もっと練習してやる～ 
と決意を新たにしております。 

(PC等) 

[02967]はっぴょうかい  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2011/12/12 00:00:02 

みなさま、お疲れ様でした。 
大人数で大盛り上がりで、すばらしい発表会でした。 
二次会も三次会も！！ 
とっても楽しかったです♪ 
もろもろありがとうです。 
 
来年は、教室が厳しく！（笑）なるそうなので、 
精進精進、がんばりましょね♪ 

(PC等) 

[02966]  

投稿者： 
投稿日時： 

 
(PC等) 

[02965]発表会２０１１  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/12/11 18:08:30 

私達にとっては、２００２年の銀座ロッキートップから数えて、栄えある 
１０回目の発表会でした。 
初発表会は、亡き母が見に来て、良いわね～かっこいいわね～衣装が 
すごいわね～と連発してましたっけ。 
 
そして、今年は総勢３０組！ 
長時間伴奏頂いた、先生、古橋さん、キング、若林さん、関戸さん、 
岡ちゃんに大感謝です。 
 
プログラムを見直して、皆様の演奏を思い出してみて、ほんの数分間の 
演奏に独自ワールドが垣間見られたのが素晴らしい。 
 
３０人３０通りのBlues,Country,Celtic, Latin, Rock...etc.etc.を 
プロデュースして下さる先生のおかげです。 
同じ曲なのに、吹く人によって、全く違う表情。 

http://ajhf.bob.buttobi.net/jindex.htm


 
 

 
 

 
 

 
衣装も楽しい～しかし、私も含め、曲と脈絡のない衣装の数々も。 
 
ヨーロッパの絵本から抜け出したようなラブリーなＫ田さん。 
毎年セクシーキュートなけいちゃん。 
マラソンランナーあかさん。 
ミノルダの化粧まわしは、旅籠屋ベア。 
パワーアップいとこは、ロッキーホラーショー。 
ゆきちゴスロリ。 
ナースは、クリスマスワンピ。 
私はピンクのスカートがはきたかっただけ・・・ 
ハクちゃんは、ばっちりニューシネマパラダイスでした。 
 
２次会総勢４７人！今までで一番多かったのでは。 
 
３次会カラオケは、３０人位残っていたのでは←もはや記憶は 
定かではございませんが。 
 
４次会〆のラーメンには７－８人？←こちらの記憶はもっと 
定かではございませんが。 
 
徳島ラーメンを食べ終わり、ふらふらと三軒茶屋駅に向かって 
歩いていたら、天体ショー皆既月食の真っただ中。 
赤い月がきれいだな～と言いながら終電で帰りました。 

(PC等) 

[02964]発表会  

投稿者：Min^2 
投稿日時：2011/12/06 06:33:27 

ゆきちゃんにお呼ばれしましたので、ちょっとおじゃまさせていただくつもりです。 
よろしくお願いいたします。 

(PC等) 

[02963]ＯＫ  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/11/16 23:24:22 

佐藤さん了解しました。 
(PC等) 

[02961]追加レッスン  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/11/14 00:09:41 

みなさま。 
追加レッスンですがその後私のスケジュールが埋まってしまい時間がとれなくなりました。 
なのでどうしても追加レッスン希望の方は渋谷教室に来られては如何でしょう。有料にな
りますが毎木曜日18:30からレッスンしてます。 
 
佐藤さん、曲目教えて下さい。 
今年は31人の発表会参加です。 
これからバンド用資料をつくります。 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

(PC等) 

[02960]レッスン＆ご連絡  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/11/13 15:49:56 

先生、先日は長時間お疲れ様でした。 
今月中レッスンが出来ればうれしい限りです。 
マスターのご都合はいかがでしょうか？ 
 
ただＧは、次回は発表会前日の１２月９日しか行けないみたいですが。 
 
 
それから、皆様にご連絡です。 
発表会の後の２次会の出欠は、例年当日にご確認頂いていますが、 
今年は事前に人数を取りまとめます。 
 
会費は４０００円位、毎年出演者はほぼ全員出席。 
毎年大盛り上がりで、参加しないともったいないです。 
しかし、残念ながら今年はどうしても行けない・・・という方は事前に 
けいちゃんか私にご連絡下さいませ。 
連絡ない方は出席でカウントさせて頂きます。 
 
後、出演しないけど、２次会は出席！って方がいればお知らせ下さいませ。 

(PC等) 

[02959]レッスン  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/11/07 23:27:12 

あっというまに発表会が近づいて参りました。 
先日のレッスンでは出席者も多く時間もオーバーしてしまいました。 
提案ですが今月中に追加レッスンしましょうか？ 
 
参加者も出そろいましたので名簿をつくっています。 
 

(PC等) 

[02958]出張ゲット  

投稿者：松阪牛 
投稿日時：2011/10/04 21:15:16 

金曜日、東京方面出張ゲット！ 
久々に教室参加いたします。 

(PC等) 

[02957]それから  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/09/19 20:58:17 

先生のマックメルアドに、トクさんの発表会の候補曲をお送りしました。 
メールチェックお願いします。 



 
 

 
 

 
 

 
 

(PC等) 

[02956]遅ればせですが...  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/09/19 20:56:13 

先日のバックインタウンはすごかったです。 
やっぱりライブは行かなくちゃですね！ 
 
今週も先生ライブアリます♪ 
詳細は↓↓↓ 
http://www.ari-times.com/ 
 
さて、浅草教室は発表会前で白熱してまいりました。 
残すところ後3回♪ 
 
Gは中々教室に行けず、今年の発表会に黄信号が点いていますが、 
先日たなGがうちに来てくれて、Gにインディアナ伝授♪ 
Gは間に合うのか？？？ 

(PC等) 

[02955]ありがとう  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/09/04 02:50:33 

昨夜のBITライブたくさん来て戴き感謝です。 
新曲やっちゃえと勢いで唄ったり演奏しました。  
やっぱりライブはええなと思いました。 もっとやりたし！ 
今回は、はじまる前のリハで自由にやってねとメンバーに一言。 
結果、のびのびやってましたね。僕も燃えた。 
もっとやりたい！！！！ 
 
おっと皆さん、そろそろ近づいてきましたよ。 
マスター吹いて下さいね今年こそバリバリで。 
 

(PC等) 

[02954]Blue Suede Shoes  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/07/09 23:30:40 

昨日の教室はお疲れ様でした。 
 
Ｏ田さんが言ってたYou Tubeは削除されていましたが、 
プレスリーカッコいい～ 
 
travessia (bridges)も色々見ました。 
 
Ｇは、INDIANA研究中♪ 

(PC等) 

[02953]FIH♪  

http://www.ari


 
 

 
 

 
 

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/06/06 21:35:43 

FIHは、 前列でゆきちを応援してまいりました。 
 
今年のコンテストは、常連６人新人１人の計７人と例年より少なめ。 
オーダースーツに身を包んだ紅一点のゆきちは、他の男子よりずっと男前。 
キング率いる贅沢なスペシャルバンドをバックに、すごくかっこいい演奏でした。 
 
男子の皆さんもおしゃれだと更に楽しいかな(^^; 
まあそれはさておき、演奏は今年もハイレベルで、初めての人も常連達も 
手慣れた個性的なステージ。 
 
そして優勝は、なんと、高一りゅうえいくん。 
成長著しい彼は、ジャズバンドのアシストで、ステージ演奏中もぐんぐん伸びて 
伸びて伸びて、気づいたら、お兄さんお姉さんを追い越してしまいましたとさ。 
 

(PC等) 

[02952]明日は吉祥寺へ♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/06/03 21:25:55 

飛鳥でも、先生のハモニカ教室発表会は大盛況♪ 
もうアイスランドなんですね。 
噴火は大丈夫かしら・・・ 
 
さてさて、明日はいよいよFIH。 
皆様、ゆきちの応援に行きましょ～♪ 

(PC等) 

[02951]北緯70度  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2011/06/01 07:03:09 
リンク：http://www.asukacruise.co.jp/focus/photoessay.php 

遅ればせながら、合宿、お疲れさま & ありがとうございました。 
「テーマを持って演奏する」という深い内容で、身の引き締まる 
思いでした。 
 
さてさて、先生の行方を見つけちゃいました。 
現在、ノルウェー海を航行中のようです。 
リンク先に、元気そうに演奏するお姿が... 
# ちなみに、このweb、日替わりで更新されてしまうようなので、絵が 
# 違う場合は、ページの下の方の「ひとつ前へ」をクリックすると良いかも。 
 
それと、この航海の様子を先生自身もログされてるようですね。 
http://arikm.cocolog-nifty.com/blog/ 
 
北緯70度って、やはり寒いんでしょうね。 
お体には気をつけてくださいね。 
 
ではでは。 

(PC等) 

http://www.asukacruise.co.jp/focus/photoessay.php
http://arikm.cocolog


 
 

 
 

[02950]合宿終了  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/05/16 21:49:22 

先生、マスター今年もありがとうございました。 
岡ちゃん、渋谷さんもセッティング＆伴奏ありがと～ 
 
今年も合宿らしく、「イメージを持って吹く」というメインテーマ。 
先生のレクチャーの後、質疑応答。 

後は皆でスケールを吹き終了。 
たっぷり2時間。すごい熱気～ 
 
その後は、いつものお楽しみの数々♪ 
 
今年は、2日共素晴らしい五月晴れで、富士山八ヶ岳くっきり。 
 
さて、次はFIH。 
6月4日は吉祥寺で、ゆきちを応援しましょ～♪ 

(PC等) 

[02949]朝日新聞に見覚えのある名前が...  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2011/05/08 09:29:44 
リンク：http://doraku.asahi.com/entertainment/classic/index.html 

「どらく」というコーナーで、羽毛田さんがクラシック音楽 
について語ってます。 
活躍されてますね。 
 
いきなりトロイメライが出てきたりして、ちょっとうれしい。 
 

(PC等) 

[02948]久々BIT♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/05/07 23:26:26 

昨日は、クニさんとＧとＢＩＴに行ってきました。 
Ｋ田さんご夫妻、Min^2ご夫妻も来ていました。 
こどもの日の翌日で（？）、子供もちらほら。 
 
新しいバンドは、 ギター古橋さん、バウロンのトシバウロンさん、 
キーボード、ティンホイッスル、アコーディオンを駆使する宇戸さん。 
バウロンが入ると躍動感があって、聞くたびに若返っているな～と 
感じていた先生のハモニカが、更に若々しく新鮮に響きました。 
 
はもにかベイビー、ミケ、パルティーダのマイナー群と 
シーベグシーモアにやられました。 
 
いつもはバロック調のスリーダンスが、時にエスニック、 
時にアイリッシュに響き、やっぱライブに行かなくちゃだわと 
思いました。 
 
さてと、いよいよ合宿～♪ 

(PC等) 

http://doraku.asahi.com/entertainment/classic/index.html


 
 

 
 

 
 

[02947]ご報告  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/04/13 18:06:09 

4/10 (日)Harmonica Gig 渋谷SMCスタジオ。 
参加数 20人と少しですか。 
収入：カンパ金 ￥４１．５００ 
支出：スペース管理費(SMCスタジオ) ￥１０．０００ 
差し引き ￥３１．５００  
で、このお預かりしている￥３１．５００を郵便局から義援金として 
振り込まさせて頂きます。日本赤十字経由ですね。 
明日から関西ツァーです。戻ってきてから完了予定です。 
おつかれさまでした。 
 

(PC等) 

[02946]お疲れ様でした  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/04/12 17:08:38 

Harmonica Gig 参加ありがとうございました。 
しかし当日熱っぽいと思っていたら帰宅すると38.9度。 
カンパの報告もあるのですが大人しくダウンです。 

(PC等) 

[02945]ＧＩＧレポ♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/04/11 21:21:36 

昨日、桜満開の渋谷に行ってきました。 
 
勝手に発表会前の教室みたいな感じを想像して行ったのですが、 
完全にライブでした。 
 
１時過ぎにスタジオを入ると、あれいつもと雰囲気違う・・・ 
ステージ前に椅子が並んでる～ステージでは先生と古橋さんのギターで、 
Ｋ利さんが小象の行進を吹いていた・・・あせりました。 
 
Min^2が自作の曲をしみじみ歌い、なっちゃんオブリで登場。 
 
なっちゃんのジョージア、ウォーターイズワイド。 
音がまぶしい・・・目を細めると涙が出る。 
 
教室の皆もすごいな～ 
Ｏ村パパの赤いバラにオレンジ。 
松阪牛氏の遠距離恋愛（？）ブルース。 
さとーさんのアメージンググレース。 
 
私もいつでも吹けるように見習わねば。 
 
先生、貴重な機会を作って頂きありがとうございました。 
古橋さん、Min^2、なっちゃんにも感謝。 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[02944]都知事選  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/04/09 22:23:32 

>松坂ぎゅうどの 
ありがと。そうやね、大阪の友人と話していても温度差は感じます。 
仕方ないよね。阪神のときはこちらがそうやったもの。 
一昨日、さっきも大きく揺れました。東北の皆さんの心情穏やかでは 
ありません。 
 
明日は倉井夏樹くんが参加決定しました。 
マスターからカンパ戴きました。ありがとうございます。 
少しの時間ですが楽しく過ごしましょう。 
 
知事選、都民の皆さん棄権、白紙だけはやめようね。 
原発推進は阻止したい。 
 
 

(PC等) 

[02943]参加します  

投稿者：松阪ギュウ 
投稿日時：2011/04/09 14:05:51 

GIG参加させてください。 
松阪は、地震、原発の影響も殆どなく平和です。 
東京に帰ってくると、街の暗さ、人の少なさにびっくりし、違和感を感じます。 
電気エネルギーをあまり使わず、音楽で明るくなりましょう。 

(PC等) 

[02942]よろしく  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/04/08 22:07:52 

>みほかん、まさかん、Min^2 
ありがとう。 古橋君酸化。ヒロさん予定、夏樹君間に合えば予定。 
浅見さん宴会参加? その他の方にも声かけてます。 
うまくいけば定期的にやるつもりでいますので、奮ってご参加を。 
渋谷の桜も満開ですよ。 
酒だ！酒だ！酒だ！ ウーロン茶だ！ 

(PC等) 

[02941]渋谷GIG♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/04/08 21:50:37 

地震にも原発にも負けず、２人で行きます。 
 
先生、Min^2よろしくです。 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

[02940]渋谷GIG  

投稿者：Min^2 
投稿日時：2011/04/08 12:32:33 

ariさんに呼ばれましたので、ギターかかえて参加します。 
よろしくお願いします。 

(PC等) 

[02939]よかった！  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/04/02 00:55:13 

今日の教室、やれて良かったと思った。 
音楽が出来る歓びに感謝しましょう。 
そして自粛しすぎて萎縮しないでね。 
節約は大事だけど日常の生活にもどれるよう願っています。 
4/10にまた渋谷で会おう！ 
マスターありがとう 

(PC等) 

[02938]明晩 4/1  

投稿者：master 
投稿日時：2011/03/31 23:26:17 

松田先生へ 
 
予定通りということで、お願いします。 

(PC等) 

[02937]普通どうりで  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/03/31 23:02:46 

マスターお疲れ様です。 
明日は予定どうりで教室やりたいですが、 
ご都合如何でしょうか？ 

(PC等) 

[02936]明日の件  

投稿者：master 
投稿日時：2011/03/31 18:29:25 

松田先生へ 
 
ありがとうございます。 
 
被災者、とくに年配者の姿を見るたびに、胸が詰まります。 
 
4/10、所要があって参加できませんが、参加したつもりで協力させていただきます。 
 
ところで、あしたの夜は、予定通りですよね？ 

(PC等) 



 
 

 
 

[02935]Harmonica Gig  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/03/30 23:52:01 

先日のアンデパンダン楽しい時間が過ごせたようで良かったですね。 
僕は都内で録音の仕事で神谷町にいて終わり次第伺うつもりでしたが、 
間に合いませんでした。その後渋谷教室のみんなから報告戴きました。 
このご時世、みんな不安な毎日が続いていますがどうか心穏やかな日が戻るよう 
願っています。 
 
話は変わりますが、当サイト内「旅籠屋」さんのマスター日記を 
読まして戴き、震災の被害がリアルに感じ取られました。そしてマスターの 
人間としての対応に心うたれました。 
教室の合宿で使わせて頂いた「いわき勿来店」も被災され閉店状態が続いています。 
あの楽しい時間が過ごせた水族館も魚がみんな死んでしまいました。 
そして沢山の尊い命が一瞬にして奪われました。残された被災者のこれからを 
案ずるばかりです。同じ日本人としてこの痛みを共有し一丸となって助け合って 
いけたらと願っています。 
 
その為にも僕らが元気な気持ちで希望を持つようにならなければ 
なりません。 
そこで、来る4月10日(日)13:00から渋谷SMCスタジオで無料のGIGを 
企画しました。それぞれがハーモニカを持ち寄り演奏して元気をつけられたら幸いです。 
しかし、スタジオの管理費があるので余裕の在る方はカンパという 
形で協力お願いしますね。もしも、収益がでましたら義援金として収めさせて頂きます。 
 
 

(PC等) 

[02934]アンデパ♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/03/22 20:29:54 

雨の中応援に来てくださった、Ｋ田さんご夫妻、ありがとうございました。 
 
クニさん＆ゆきちは打ち上げまで。楽しかったね～ 
 
時期が時期だけにキャンセルや当日来れない人も結構いました。 
でもその分、空いた時間に先生方の演奏。 
西村ヒロさんのディフォードベイリーすごかった！ 
 
今年もテンホールズは大盛況。 
ソロでエントリーしている人がテンホールズ部門１０組に、 
私達の様に、複数でテンホールズ吹いたアンサンブル 
部門２組を加え、合計１２組。 
 
岡ちゃんはアカペラでトロイメライ。心に響きました。 
ギター伴奏でも大活躍。 
 
トクさんはフーチクーチマン、かっこよかった～～ 
 
イトーくんは、女子力で会場を和ませ、表現力豊かにハモニカベイビー。 
 
私達はゆったりしみじみ、ツールドタイユ♪ 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

打ち上げは、西村ヒロさんの生徒さんと総勢１５人！ 
ヒロさんの音楽のお話は興味深く、とても盛り上がりました。 

(PC等) 

[02933]音楽パワーその２  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/03/18 19:02:00 

昨夜、アンデパンダンの主催者の方からお電話を頂き、 
予定通り２１日に決行とのことです。 
時期が時期だけに、 後まで開催するかどうかを迷われたと 
言っていました。 
ただ来られない出演者が、少なくないのではとも言っていました。 
 
O村くんは諸般の事情により、出場キャンセルですが、 
岡ちゃん（伴奏も）、トクさん、イトーくん、私達は吹く予定。 
 
災害に見舞われた方々に、早く平安な日々が戻りますように。 
これ以上何事もありませんように。 
 

(PC等) 

[02932]音楽パワー♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/03/15 13:25:10 

３月１３日川口ROOTSのライブに行ってきました。 
余震が続いていて不安だったけど、行ってよかった！ 
 
目の前がぱ～っと明るくなって、地震なんかふっとんだ。 
元気出た。 
 
先生、ライブの度に若返ってます。 
 
こういう状況でもライブ行かなくちゃ。 
音楽ってすごい♪ 

(PC等) 

[02931]恐かったね  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/03/11 23:51:14 

岡ちゃん、えらいことやつたね。 
こちらも丁度、モリダイラ経由で浅草への予定でした。 
クルマで甲州街道永福町辺りを走っていて地震に遭遇。上を走る首都高の 
高架がぐらぐら揺れ、左のビルもみんな大きく揺れていた。 
もう死ぬかなと思ったな。こんな大きなのは始めてでした。 
その後新宿界隈を抜けようにも余震は続くしで、Uターンしました。 
あしたは3331Arts Chiyodaでセミナーですができるのかな。 
携帯通じないしね。 

(PC等) 

[02930]水戸大洗店にて震度6!!



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2011/03/11 23:00:36 

水戸大洗店に入った直後に震度6を経験してしまいました。 
が、無事です。 
今は、別のところに避難してます。 
ではでは。 

(PC等) 

[02929]無事ですが・・・  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/03/11 18:45:58 

家に帰れません・・・ 
一晩中仕事だな～ 
 
Gは無事家に帰ってます。 
家も被害はありませんでした。 

(PC等) 

[02928]無事です  

投稿者：ari 
投稿日時：2011/03/11 18:25:04 

了解です。 
皆さん無事でしょうか？ 

(PC等) 

[02927]本日の教室  

投稿者：master 
投稿日時：2011/03/11 17:51:17 

松田先生に連絡がとれていませんが、 
余震のおそれもあり、今夜の教室は中止にしましょう。 

(PC等) 

[02926]おおっ、韮崎!!  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2011/03/11 06:59:50 

手配、ありがとうございます。> master 
当日のワインは現地調達ですね。 
 
さてさて、今日は教室ですが、残念ながら欠席です。 
今夜は、旅籠屋さん本社ではなく、なぜか水戸大洗店に行ってます。 
ではでは。 

(PC等) 

[02925]合宿先  



 
 

 
 

 
 

投稿者：master 
投稿日時：2011/02/28 10:33:05 

伴奏マンさんの鋭い推理のとおり、今年の合宿は、松田先生とも相談の上、「韮崎店」に
決めさせていただきました。 
詳細は、これから詰めていく予定ですが、皆さん、ふるってご参加ください。 

(PC等) 

[02924]ミケ練習にてハモニカ破壊  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2011/02/27 23:05:38 

ミケの練習始めて1ヶ月。 
ミストーンは多いものの、なんとか止まらずに吹けるようになってきました。^^b 
ミケに使うGmは、1月末に入手したばかりなんですが、7番の吹き音、つまり 
実音ソが半音くらい低くなっちゃいました。楽器屋さんに掛け合って、初期不良 
扱いで交換してもらったんですが、その交換品もまた同じ症状が... 
さすがに心配になって、もう一度楽器屋さんと相談。 
「ひょっとして、私の吐く息には、塩酸でも含まれてるんでしょうか?」とマジ 
に聞いたところ、「ロット不良の疑いもあるので、交換には時間がかかるかも 
しれません。」と冷静な返事。(ツッこんでほしかったぁ)ww 
 
てな訳で、代替えが届くまでは、メジャーのハモニカで練習中。 
これ、どう吹いても、タンゴには聞こえないっす。 
でも、引き続き頑張ります。 
 
    * 
 
旅籠屋さんの空室一覧を覗いてみると... 
おおっ、マークがついた!! 
ここって、ワイン産地ですよね。 
うれしいかも...ww 

(PC等) 

[02923]ミケ練習中  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2011/02/23 23:20:24 

今月からミケの練習してるんですが、難しいですねぇ。 
特に吸いのオクターブを喉で息を切ったりビブラートかけたり 
すると、舌が縮んでうまくいかない!! 
道はまだ遠いです。 
ぐわんばります。 
 
  * 
合宿の場所が読み取れるかなと思って、旅籠屋さんの空き室一覧 
を覗いてみたんですが、...   あえなく玉砕!! 
3ヶ月後が待ち遠しい、伴奏マンでした。ww 
 
 
 

(PC等) 

[02922]謹賀新年  



 
 

 
 

 

投稿者：みほかん 
投稿日時：2011/01/05 21:35:32 

先生、今年もよろしくお願いします。 
皆さん、ハモニカ吹きましょ～♪ 
 
で、今週金曜日は初教室＆新年会です。 
今のところ、２０人出席予定♪ 
 
そして、今年のアンデパンダンは３月２１日(祭）。 
申し込みは本日１月５日から始まっています。 
我こそはという方は是非♪ 
 
実は本日、私のケータイが突然壊れました(泣） 
新年会の件で連絡あれば、ミノルダまでよろしくです。 

(PC等) 

[02921]新年会のお知らせ  

投稿者：みの<mino2000@jcom.home.ne.jp> 
投稿日時：2010/12/16 06:45:55 

1月7日の教室の後、8:30からです。 
 
少し早めに切り上げていただくことになってしまいますが 
よろしくお願いいたします。 
 
日時 2011年1月7日（金） 午後8時30分～2時間 
 
場所 PRONTO 浅草店（浅草ROXそば） 
 
会費 3,000円位 
 
出席のご返事はカキコミしていただくか 
 
私かまたはみほかんまで 
 
 

(PC等) 

[02920]お疲れ様でした。  

投稿者：みの 
投稿日時：2010/12/06 06:22:01 

松田先生、バンドの皆様、マスター、幹事の皆様 
ありがとうございました。 
 
会場良かったですよね！ 
 
自分自身演奏自体は例年並というか 
成長頭打ち状態ですが 
 
気持ちよかった！ 
 
 

(PC等) 



 

 
 

 
 

[02919]楽しかった～～♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/12/05 20:13:49 

先生、今年も本当にありがとうございました。 
 
キングも緒方さんも古橋さんも岡ちゃんも、伴奏お疲れ様でした。 
 
けいちゃんゆきちゃん色々お世話様～ありがとね～ 
 
今年は、凄味のトーキングブルースでスタート、マイコー、チャップリン、 
ラテンダンサー、スヌーピーのサスペンダーなどなどなど、衣装も楽しかった。 
 
しかし、何と言っても、ど迫力ベストドレッサーは、はもにかベイビーいと子。 
画家だけに、自分の顔を塗るのも上手。 
 
女子の皆さん、来年は負けずにつけまに盛り髪で(^^; 
 
マスターも書いてるとおり、皆着々とレベルアップしてて、ライブっぽい～ 
古橋さんの熱いギターソロうれしい限り。 
 
と、浮かれまくって、岡ちゃんの歌にやられ、Ｓ口くんの音に涙し、 
トクさん、ゆきちの熱演に聞き惚れ過ぎ、あ、自分の曲忘れた・・・ 
 
ととのいました。 
 
みほかんの演奏とかけて、南極ととく。 
そのこころは、 
難曲（なんきょく）で、滑りまくり。 

(PC等) 

[02918]楽しかった  

投稿者：master 
投稿日時：2010/12/05 12:11:37 

発表会、楽しかった。 
 
自分の演奏は、途中で迷子になってバックとずれまくって散々でしたが、会場の雰囲気が
とても良くて過去 高だったかも。 
それにしても、皆さんのレベルアップには驚きです。 
二次会で、伴奏の人とも話したのですが、同じことを言ってました。 
ギターの古橋さんが言ってたけど、ギター教室の発表会では「競い合い」みたいになって、
こんな和気あいあいの感じにならないんだそうです。 
松田先生のお人柄なのか、年齢層が広いからなのか。長くつづけているからなのか、 
いずれにせよ、こんな雰囲気を失わないで、ずっと続いて行ったらいいなぁ、と思いまし
た。 
 
いつものことながら、松田先生、ありがとうございました。 
 
あと、二次会も楽しく、そして料理もとてもおいしかった。 
けいちゃん、ゆきちゃん、幹事ごくろうさまでした。 
 
たのしかった・・・ 

(PC等) 



 
 

 
 

[02917]いよいよ～  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/12/01 22:03:05 

けいちゃん、今年もお世話になります。 
 
先生、夜な夜なイヤホンで聞きつつ歌っております←挙動不審 
 
皆様、衣装も忘れずに～ 
さあ、残すところ後２日♪ 

(PC等) 

[02916]もうすぐ！  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2010/11/27 00:51:14 

みなさま 
毎度おなじみの発表会の季節がやってまいりました。 

後の追い込み、がんばってますかぁぁーー？ 
衣装もはりきってね！ 
 
さて、当日ですが、 
 
＊先生に呼ばれている人以外は、12時からの受付開始です。 
 あせって早くこないように。 
 12時から12時半までに受付を済ませ、12時半よりスムーズ 
 に始められるよう、ご協力よろしくお願いいたします。 
 
＊一人、ワンドリンクを必ず注文してください。 
 ドリンク代は、参加費とは別会計になります。 
 今回、食事はつきません。 
 
＊もちろん、二次会のご用意あります♪ 
 大人数で予約入れてありますので、忘年会を兼ねていること 
 もあり、出演者の方は、なるたけ強制的出席の方向でご参加 
 お願いいたします（笑） 
 4300円を予定しています。 
 （釣りなしニコニコ明朗会計でよろしくです m(_ _)m ） 
 
＊もちろんもちろん、魅惑の三次会、ご用意あります♪ 
 とことん騒ぎたい方は、こちらのご参加もよろしくです。 
 
ご家族・ご友人たくさん呼んで、楽しい発表会にしましょ～♪ 

(PC等) 

[02915]grooveねぇ  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/11/20 23:27:27 

>みほかん 
16のノリやけど、一度フレーズを歌にして唄つてご覧。 
ディティールも大事だけど、全体のリズムを俯瞰して 
どんなリズムのノリなんかもう一度チェックしてみたら？ 
 
では明日から北陸ツァー行ってきまーす！ 



 
 

 
 

 
 

(PC等) 

[02914]残すところ・・・  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/11/20 17:45:05 

昨日、浅草は発表会前 終教室。 
ここ数か月白熱して１０時半を回っていたのに、 
昨日は意外とさくさく進み１０時に終了。 
 
私はずっと悩まされ続けている１６分音符がさっぱり・・・ 
ノリがヘンと言われがっくり・・・←録音聞いたら更にがっくり・・・ 
 
Ｇは良い感じと言われ、にこにこ。 
 
で、早く終わったのを良いことに、ミノルダトクといつもの中華やへ。 
なんとそこでは、Ｋ利氏と松阪牛氏が既にビールを飲んでいた(^^; 
発表会前練習頑張ろう会♪ 
 
さてさて、今日はのんびり昼下がり。 
昨日岡ちゃんが話してたRichard TeeをYou Tubeで検索。 
Richard Tee →Steve Gadd→ Steely Danに脱線し暫く足止め・・・ 
これはいかんとThierry Chrommenへ。 
ハモニカ吹けってか・・・ 
 
後２週間練習してやる～♪ 
 
先生、昨日聞きそびれた出演順を公開して下さいね。 

(PC等) 

[02913]発表会  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/11/17 22:15:17 

みなさま 
発表会の参加者が現在28名になってます。WOW !! 
ただ今、バンド用譜面と音資料を準備しています。 
飯塚さん、タナじぃ、生川さんが参加です。 
外川さん、増田さん、大藤さんは如何？ 
今までの曲でも良いですよ。 
 
それでは今週のレッスン頑張りましょう！ 
 
 

(PC等) 

[02912]サンキュ  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/10/31 00:17:00 

BITたくさん来てくれてありがとう。感謝しています。 
ここんとこ忙しくてお疲れモードでしたが、先日イソジンとこ 
行って整体してもらいましたよ。結果ばっちり調子もどりました。 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

さあ、いよいよ発表会の準備に入ります。 
今年は参加者がいまいち伸びないのですが、新曲でなくとも以前 
練習した曲でもオーケーなので参加してね。楽しくやりましょう！ 
 

(PC等) 

[02911]はもにかベイビーはすくすく育っています(^o^)  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/10/27 22:20:17 

金曜日BITは、浅草渋谷連合８人で予約済みです。 
予約まだの人早く～ 
 
１１月１４日、２８日は、「松田ari幸一１０ホールズ体験セミナー」が、 
3331Arts Chiyodaであります。 
これからハモニカを始めようと、このHPに来たあなた！ 
是非行きましょう♪ 
 
詳しくは、モリダイラ楽器のHPへ。 

(PC等) 

[02910]おめでとう！  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/10/27 01:18:12 

遅ればせながらO村ファミリー良かったね。 
まずは母子ともども元気でなにより・・・・ 
Oむら君の肩にずっしりとプレッシャーよろしくねぇ~ 
 
それから29金のBITライブも忘れないでね。 
ご協力よろしく。今回は入りが読めまへん・・・たのむでぇ~ 

(PC等) 

[02909]はもにかベイビー  

投稿者：master 
投稿日時：2010/10/17 09:53:31 

Ｏ村ファミリーの話ですよね？！ 
 
良かった、良かった、ほんとに良かった。 
 
お・め・で・と・う！ 
 
さぁ、ママさんは、子守唄演奏の練習開始だ。 

(PC等) 

[02908]はもにかベイビー  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/10/16 21:31:42 

本日１９時半頃、女の子が生まれました♪ 
母子ともに無事だそうです。 



 
 

 
 

 
 

 
 

よかったよかった～ 
 
うちは本日新パソコン開通。 
久々カキコミが出来るようになりました＼(^o^)／ 

(PC等) 

[02907]あッ～  

投稿者：kuni 
投稿日時：2010/09/21 09:18:15 

 
１０月８日 関西出張で欠席です。 
 
すいません。 
 
１１月はバッチリキメテ行く所存です。 
 
絶対！ 

(PC等) 

[02906]今月も・・・  

投稿者：グラ 
投稿日時：2010/08/04 22:49:41 

仕事で今月の教室も欠席いたします。 
これで3カ月連続の欠席。 
楽しみにしていた飛鳥のお土産話も聞けないまま。 
そろそろ曲決めんと、もちろん練習せんと・・・。 
9月から気張って追い込みます。 
 

(PC等) 

[02905]暑中お見舞い申し上げます。  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/08/03 23:36:35 

毎日暑いですが、皆様いかがお過ごしですか？ 
うちのパソコンは、夏バテ気味です。持ち主も。 
 
先週土曜日に、ライブ＠ラカーニャ下北沢に行ってまいりました。 
クニさん、じゅんちゃん、渋谷教室のご夫婦がいらしていました。 
飛鳥IIに乗船されていた方々も多数。 
 
今回は、河合さんウッドベース＆古橋さんギターとトリオで。 
はもにかベイビー＆ドントウォリーベイビー(２大ベイビー♪）に 
やられました。 
ドントウォリーベイビー高音部では、目の前にバーンと青空が広がりました。 
 
で、皆様練習してますか～今週金曜日は教室ですよ～♪ 

(PC等) 

[02904]be happy!  



 
 

 
 

投稿者：kuni 
投稿日時：2010/07/13 09:38:58 

ari様 
 
直々の返信アリがとうございます。 
happyです！ 
 
tributeのバックのシンバル音、チッチッチッ チッチッチッ チッチッ 
を良く聴いて練習しております。 
 
よしッ、やったるでぇ～！（俺はカネヤンかッ？） 
 
このギャグがわかる人は、人生長く歩んでる（笑 
 

(PC等) 

[02903]don't worry  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/07/11 01:00:23 

kuniさん 
心配線でええよ。プロの演奏家でさえシャッフルのグルーブが 
無い人多いねんから・・特にクラッシックの人たちがpops演奏する時。 
３連乗りの仕組みを意識するようになったら、もう一度感覚を 
解放してグルーブを感じ取れば自分のものになると思うよ。 
落ち込んでる場合ではない。次いこ！ かしこ 

(PC等) 

[02902]久しぶりの教室  

投稿者：kuni 
投稿日時：2010/07/10 22:22:46 

ari様 皆様お疲れ様でした。 
 
久しぶりの教室参加、緊張感ありました。 
 
せめて不参加の間にもうちょっと練習しておかねば。でした。 
 
今までなら気分が落ち込むところですが、 近生き方を変えました。 
（たいそな！ 訳：おおげさな！） 
 
すんだ事にくよくよせず、さぁ次、次！と考えるようにしています。 
 
落ち込むのがいやなら、練習すれば良いのです！ 
 
これでいきます。自分に言い聞かせております。 
 
しかし三連譜は強敵ですね。 
 
「音跳ねず 血圧ばかり跳ね上がる」 
 
おそまつでした（笑 
 
ＰＳ マスターファイルの件、お手数ですがよろしくお願いします。 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

[02901]明日♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/07/01 20:38:05 

バックインタウンへ行きましょう♪ 
 
しかし、駒野の泣き顔を思い出す度泣けてしまう・・・ 
ニッポン良く戦った！ 

(PC等) 

[02900]祝１６強  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/06/26 19:09:23 

ニッポン進化中。ワクワクしますね～ 
 
そして、来週金曜日７月２日は、久々バックインタウンで 
先生ライブです♪ 
寝不足の人は要注意・・・ 
今回は会社の若者も来る予定。 
 
先生の旅の写真＆お話、楽しく興味深く感動的。 
 
まだの人は↓＆アリタイへ♪ 

(PC等) 

[02899]写真  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/06/13 23:24:10 

なるほど岡ちゃんいつもお世話様です。 
わたしゃワールドカップで寝不足です。 
あっ皆もそう ? 
写真撮って来たので観てやってください。 
 
http://web.mac.com/ari12/iWeb/ari/Photo%201.html 

(PC等) 

[02898]おかえりなさい♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/06/13 10:15:07 

心臓に毛が生えているみほかんです←かわいくない・・・ 
 
先生、おかえりなさ～い。 
お土産話を楽しみにしています。 
 
FIHご報告も教室の時に。 
 
皆さ～ん、１８日金曜日は教室ですよ～♪ 

(PC等) 

http://web.mac.com/ari12/iWeb/ari/Photo%25201.html


 

 
 

 
 

    次ページ 
 

[02897]お帰りなさい & FIH報告  

投稿者：脱伴奏マン 
投稿日時：2010/06/11 12:23:09 

ariさん、お帰りなさい!! 
船旅とNew York、話聞かせてくださいね。 
 
さて、遅ればせながら、FIHでは、皆さん、応援ありが 
とうございました。 伴奏マンとしても心強かったです。 
我らがみほかんも力を出しきれたように感じました。 
初出場であれだけ落ち着いて演奏楽しんじゃうとは... 
胸の谷間から、心臓の毛が見えてましたぜぃ。 
それとも、あれは胸毛? (笑) 
 
出場者もゲストもみんな素敵な演奏でした。 
本田富士夫さんが聞けたのは嬉しい誤算でした。 
 
それと、もう一つ、ari門下みんなでみほかんをサポート 
したり応援してる図が素晴らしかったですねぇ。 
ホントにいい集まりです。 > ari門下 
 
 

(PC等) 

[02896]ただいま  

投稿者：ari 
投稿日時：2010/06/11 10:45:13 

帰って来たよ。 
みほかん、どうやったんかな。 
詳細未だ聞いてないけど、みんなの書き込み見てると 
楽しんだようで良かったね。 
出席出来ず残念でした。 
NEWYORK短かったけど毎日いっぱい吹いて来たよ。 
みやげ話でかんべんね。 

(PC等) 

[02895]イインダヨ～  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2010/06/10 20:19:07 

Ｇには直接いっぱい感謝済♪ 
 
なんと、数日前から緊張して眠れなかったらしい・・・ 

(PC等) 


