
 

 
 

 
 

 

[ 書き込み ]  [ 一括表示 ]  [ タイトル表示 ]  

表示件数  100 変更

[02790]がんばれ  

投稿者：ari 
投稿日時：2009/02/15 03:44:48 

たのむでナオユキ！ 毒吐いたれい。 
みんなで応援してあげてね。 
日曜、午後4:04 フジTVやで。 
 
 

(PC等) 

[02789]私事ですいません…  

投稿者：kuni 
投稿日時：2009/02/09 18:08:52 

みなさまいかがお過ごしですか？ 
先日の教室は遅くまで仕事させられてて、時間切れでした（泣） 
 
さて、私事ですいませんが、ちょっと親戚の宣伝させて下さい。 
 
いとこのマンザイが、ピン芸人の大会、R－１グランプリの予選を勝ち上がり、 
決勝は逃しましたが、敗者復活戦に残りテレビに出ます！ 
 
芸暦２２年のヤツは、力む事も無く淡々としておりますが、 
こっちはドキドキしております（苦笑） 
 
みなさん、暇でしたら、テレビ観てやって下さい！ 
 
PS. 私のしゃべくりは、ほとんどヤツのパクリです。 
 
http://naoyuki.otaden.jp/ 
http://ktv.jp/r-1/index.html 
 
 

(PC等) 

[02788]みなさんへ  

投稿者：ミノ<mino2000@jcom.home.ne.jp> 
投稿日時：2009/02/08 14:11:47 

先日の教室お疲れ様でした。 
 
さて私、ハモニカを置き忘れてきたようなのですが 

http://naoyuki.otaden.jp/
http://ktv.jp/r


 
 

 
 

 
 

お心当たりの方いらっしゃいませんでしょうか？ 
 
トンボ フォークブルースのCです。 
 
全くお恥ずかしいかぎりです。 
 
よろしくお願いします。 
 
 

(PC等) 

[02787]職人groovin'  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2009/01/27 19:36:06 

日曜日、ラストショーのライブに行ってきました。 
私達に取っては、初ラストショー♪ 
 
音楽職人達が繰り出す転調変拍子緩急自在グルーヴ、 
独特のノリが凄かった。 
なにより、演奏している一人一人が楽しそう♪ 
 
キングコング、キャブオールブルース、先生のボーカルは 
ビートが効いてる～ 
オリジナルのスモーキーマウンテンは意外と明るい歌。 
哀愁のハモニカバージョンも好きだけど。 
 
そして歌の合間のハモニカが、カッコいいのなんの。 
 
サポートには、バンジョーとギターの有田さん。 
ベースの河合さんに「弾き過ぎ」と注意(?)されつつも、 
伴奏はやや控えめに、ソロはバリバリ弾きまくり。 
 
村上律さんのゆる～いMCに先生のツッコミには、 
笑わせて頂きました(^-^) 

(PC等) 

[02786]明けましておめでとうごさいます  

投稿者：nori 
投稿日時：2009/01/03 22:22:34 

すでに12月に向けスタートが切られた模様！ 
先生の教えに従い繰り返し聞くことですよね。 
コピーって大変・・・。 
今からあせりまくっておりますが、 
皆様今年もよろしくお願いします。 
新年会で会いましょう 
 

(PC等) 

[02785]よいお年を！  

投稿者：たなG<wool@pastel.ocn.ne.jp> 
投稿日時：2008/12/31 20:51:25 



 
 

 
 

楽しく騒げる機会が少なめな昨今 
教室の皆んなと楽しい年でした 
な～んかどんどん充実の気配！ 
来年はまたど～なっちゃうんだ～ 
楽しい倍増作戦は練習吹きまくりしかないか～！ 
先生、皆様来年も宜しくね 
まさGこっそり応援してっど～！ 
 
 
 

(PC等) 

[02784]コピーだけでは終わらせないぞ  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/12/29 22:48:09 

と言いつつ、試行錯誤で今年も終了。 
Gは既に来年に備え、某曲を日々リピートで聴きまくり。 
 
来年も吹くわよ～♪ 
 
で、先生とマスターのお許しが出たので、１月９日の 
初はもらんの後に、新年会を企画しました。 
場所は田原町交差点近くの香港楼で予算は４０００円位です。 
 
先生＆マスター、お忙しいところ、メールありがとうございました。 
今年もお世話になりました。 
 
ミノルダ、予約サンキュー♪ 
 
皆々様、良いお年をお迎え下さいませ。 

(PC等) 

[02783]コピーで終わる？  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/12/28 04:40:29 

今年も残り少なくなりました。 
コピーについて気がついたこと書いておこうと思います。 
今はハード、ソフトにしてもコピーがいとも簡単に出来るようになりました。 
この僕も聴き取り難い時は機械に頼る事もあります。 
その昔、レコード盤やテープの時代は速度を遅くして仲間達は必死に 
コピーしていました。僕はその頃ベースマンだったので逆に速度を 
早くしてやってました。早くするとベースの音が採り易いのです。 
今でもディスクは持っていますが、何度も聴いていた箇所は傷がついていて 
分かり懐かしく感じます。アナログだから当然速度が変わると 
ピッチも変わる。そんな面倒なことをしていたけど、これが音と音の 
関係なんか知らず知らずのうちに会得していたわけ。 
 
ディティールも大事。 ひとつの音が重要な役目をしていることも 
見逃していはいけない。 けれども最初は大まかにやったほうが 
良い。完全コピーなんてして吹いてもそれは意味が無い。 
曲全体をよく俯瞰してみること。コードの動きは？ 
ベースラインは？リズムのタイミングは？・・・・ 
理論が解らなくても体で感じ取れば後で理論を勉強したとき 
理解出来る。 コピーはたくさんした方が良い。フレーズも 



 
 

アーティストの違いが解って来る。 
 
でもコピーで終わらないで。 
ミスも創造の始まりなんだから、恐れずめげず果敢にチャレンジ 
して下さい。アドリブもできるようになります。 
実は先日の発表会の時に皆さんはもうそれらを実践しているのだ。 
間違ったり、飛び出したり、違うタイミングで吹いたりしている 
事なんかがアドリブ演奏に繋がっている。 
 
ハードやソフトにあまり頼らず、なるべく自分の耳を全身全霊 
傾けて聴いてみる事。何度も何度も聴いてみる事。 
聴くという事からいろんなことを学ぶでしょう。 
 
ご清聴アリがとうごぜえました。 
良い年を迎えて下さい。 
 
 

(PC等) 

[02782]コピー手順  

投稿者：グラ 
投稿日時：2008/12/14 22:01:48 

先生、伴奏いただいた皆様、マスター、ユキちゃん、 
ケイちゃん、皆様、どうもありがとうございました。 
 
出だしはどうなることかと思いましたが、とても楽しい一日 
でした。来年に向けて新曲のコピーをそろそろ開始しなければ。 
 
発表会の曲はユーチューブ画像をもとにコピーしたのですが、 
二次会で話題になりましたそのコピー手順をお知らせします。 
何がベストかはわかりませんが、世の中には便利ソフトがた 
くさんあります。ネットがなければ、コピーもしづらかった 
と思うと、フリーソフト提供者の方には感謝です。 
 
◆１．動画のダウンロード 
「RealPlayer（無料版）」を使って画像をダウンロードします。 
http://jp.real.com/realplayer_01.html?
src=ad_google_02&gclid=CKTEvoCRwJcCFQ6obwodRGJeSw 
 
◆２．動画のファイル変換 
「Craving Explorer」を使って、ダウンロードした動画（Flash 
ビデオ）をMP3形式に変換します。ちなみにこれでも動画のダウ 
ンロードはできるみたい。やったことないですが。 
http://www.crav-ing.com/ 
 
◆３．MP3音源のキー変更等々 
２．できたMP3音源を「聞聞ハヤえもん」を使って、キーやスピ 
ードを変えながらコピーします。私みたいに持ってるハモニカの 
本数が少ない場合、音源をキーチェンジできるのはありがたい。 
キーの合うハモニカを探すのではなく、持ってるハモニカに音源 
のキーをあわせてコピー開始。 
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se371704.html 
 
 もっと良い方法があれば教えてください。 
 それでは、ちょっと早いですが、皆様良いお年を。 
 

(PC等) 

http://jp.real.com/realplayer_01.html?
http://www.crav
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se371704.html


 
 

 
 

 
 

[02781]2009アンデパ  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/12/13 22:30:57 

先生のライブと同じバックインタウンのステージに 
自分が立てるなんて、それもプロのサポートで吹ける 
なんて、本当に夢のようでした。 
それもこれも先生の熱意のお陰です。 
ありがとうございました。 
 
さて、発表会が終わり、次の目標はアンデパに決定♪ 
詳細は、下記HPの「協賛イベント」へGO～ 
 
http://ajhf0.at.infoseek.co.jp/jindex.htm 
 
申込は年明け早々１月５日からです。 
１０ホールズは枠が少ないので早いもの勝ち！ 
皆で申込ましょ～♪ 

(PC等) 

[02780]お疲れさま  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/12/10 00:54:52 

今年の発表会はいつもと様子が違っていましたね。 
場所が変わったというのもあるけど、何よりもマイクに向かって立つ姿勢が 
凛々しく嬉しかった。 
 
今、改めてプログラムを眺めています。 
(当日はそんな余裕なんてなかったし・・・) 
僕が教えさせてもらっているので、選曲は松田カラーだけど。 
でも、みんなの演奏は個性豊かで本当に音楽を楽しめるようになりました。 
伴奏していてもその乗りに引っぱられることもしばしばあったよ。 
お疲れさまでした。 
Back In Townにして良かった。 
いろいろ行き届かなかったところもありました。 
みんなの意見を次回の参考にしたいと思っています。 
サポートバンドのリハーサルはやって良かった。気持ちは楽でした。 
 
最後に 
いつも場所の提供と忙しいなか運営までして戴いている旅籠屋マスターに 
お礼を。 
そして、プログラム作成、当日の受付、二次会の幹事などやってくれた 
ユキちゃん、ケイちゃんにもThank Youです。 
 
渋谷教室はまだ二回のレッスンありますよ。出席してね。 

(PC等) 

[02779]一年一度の一大イベント♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/12/08 20:06:41 

先生＆伴奏の皆様、今年も本当にお世話になりました。 

http://ajhf0.at.infoseek.co.jp/jindex.htm


 
 

 
 

 
 

 
皆様の熱演の数々、楽しませて頂きました。 
なんて皆毎年うまくなってるんでしょ！ 
 
ハモニカの熱演に応えて、熱いギターソロになる度に、 
斜向かいでビデオを撮っていたマスターが振り返って、 
にこにこ笑ってたのが印象的でした。 
 
そして、盛り上がりの２次会、３次会。数名は４次会まで・・・ 
狂乱のカラオケは、自分では良く覚えてませんが、シラフの 
子供達がムービーを撮ってて報告してくれました・・・ひゃー 
 
翌日は、大阪台風家族の東京観光にお付き合い。 
女子組は、渋谷原宿ショッピングツアー。 
男子組は、浅草から水上バスでお台場に。 
 
おわっちゃってさみしい・・・ 
 

(PC等) 

[02778]おわったおわったぁー  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2008/12/08 00:16:06 

皆様、発表会たいへんお疲れさまでしたー！ 
素晴らしい演奏の数々。大いに盛り上がってとっても楽しかったですね♪ 
みんなのがんばりを見て、自分ももっともっと 
やらねばっ！と思いました。 
反省＆精進 
また次に向かって、がんばりましょ～。 
 
にしても、３次会の、あの異様な盛り上がりは 
すごかったですねぇ～～。 
翌日朝、喉は痛いは膝は痛いわ・・・（笑 
ま、これが楽しみなとこもありますけど♪ 

(PC等) 

[02777]終わっちったな～  

投稿者：牛ですけど 
投稿日時：2008/12/07 21:58:58 

松田先生、バンドの皆様ありがとうございました。 
ゆき＆けいちゃん、マスターお世話になりました。 
 
今年はイソコ欠場でチャ～ンスと思ってたのですが 
まさか身内に敵がいるとは！！（笑） 
 
来年に向けて早速作戦．．．でなく練習だ！ 
 
皆様おつかれさまでした。 
 

(PC等) 

[02776]明日！  



 
 

 
 

 
 

 
 

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/12/05 18:49:09 

いよいよ発表会。 
 
準備万端の人も、そうでない人も、 
年に一度のハレ舞台を目一杯楽しみましょ～♪ 
 

(PC等) 

[02775]わかりました  

投稿者：まさかん 
投稿日時：2008/12/02 22:07:53 

ありがとうございます。 
 
精進精進・・・ 

(PC等) 

[02774]はい・・・・  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/12/02 01:02:42 

>>ところで、フィルインは出だしのところですよね。 
そうやけど、 
３泊目裏拍からフィルインする箇所が、 
後にもいっぱい出て来るから言うてんねんやんか。 
あんさん、たのんまっせぇ！ 

(PC等) 

[02773]Re:ここまで来たら  

投稿者：まさかん 
投稿日時：2008/12/01 22:44:40 

先生もお疲れ様でした。 
そして激励のお言葉ありがとうございました！ 
なんか力が沸いてきました。 
残り５日間練習に励みます。 
当日は楽しく吹くことに専念します。 
 
ところで、フィルインは出だしのところですよね。 
 

(PC等) 

[02772]ここまで来たら  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/12/01 03:26:52 

今年最後のレッスンお疲れさまでした。 
ここまで来たらネガティブにならず、大まかな流れを作れるように 
練習しましょう。そう、イメージトレーニングも大効果的ですね。 
あとは私とバンドがしっかりフォローしますから安心してね。 



 
 

 
 

 
 

>まさかんどの 
先日は通し稽古出来なかったけど、フィルインが良ければ 
後は吹けるようになります。大丈夫。頑張れ。 
 
今年一年の成果をみんなで分かち合いましょう！ 
 
 
 

(PC等) 

[02771]発表会、もうすぐですね♪  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2008/12/01 01:07:54 

 
今年もよろしく！盛り上がってまいりましょ～～！！ 
 
受付からのお願いです。 
受付開場は１２時からです！ 
受付開始時間になってからいらしてね。 
持込物はできれば各自で持ち帰りしていただけると 
ありがたいです。 
晴れの衣装で、スポットライトあびてね♪ 
 
二次会参加、受付時にお聞きします。 
お友達もご家族も、ふるってご参加ください♪ 

(PC等) 

[02770]Re:お知らせ  

投稿者：master 
投稿日時：2008/11/27 23:30:56 

ごめんなさい、更新が遅くなりましたが、 
発表会の案内、一部訂正しておきました。 
 
あしたこそは、真面目に出席して、練習不足の自分に喝を入れる覚悟であります。 

(PC等) 

[02769]小春日和♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/11/25 19:24:55 

一気に冬突入かと思ったら、今日はぽかぽかでした。 
周りは風邪が流行ってますが、うちはいたって元気(^-^)/ 
 
先生は、去年の発表会もマスクしてましたよね。 
気をつけて下さい。 
 
皆様も油断しないで下さいね～私達もだ。 
 
バックインタウンはごはんが美味しいのに残念ですね。 
 
そして、私達は今週も渋谷に行くことは叶わず、 
２８日一発勝負します！ 



 
 

 
 

 
 

 
まさＧは、この週末、猛練習しておりました。 
おかげで、タカシマヤが耳から離れなくなってしまい、 
発表会で間違って吹いてしまいそ～(^^; 
 
 

(PC等) 

[02768]お知らせ  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/11/16 22:16:38 

朝晩冷えて参りましたが皆さん風邪なんかひいてませんか。 
 
さて11月限定渋谷レッスンですが、少々変更があります。 
教室を運営しているSMCオフィスからお願い。 
参加者はレッスン料として2000円が必要とのこと。 
 
それから、 
発表会当日会場での飲食ですが、お店側の飲食サービスが 
無いとの事。 なので持ち込み飲食OKです。 
私の方でも発表者の為に軽食と飲み物は用意しますが、 
アルコール等は各自で負担してね。 二次会まで我慢や。 
 
一般の方は参加者の知り合い、家族に限定させてね。 
 
以上マスター変更など面倒かけてすみません。 
よろしくお願いします。 
 
 

(PC等) 

[02767]先生感謝します。  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/11/11 19:26:07 

感謝カキコミが遅れました。 
１１月限定特別レッスンはうれしい限りです♪ 
 
しかし、Ｇと私の日にちの調整が・・・ 
行けるのかっ？？？ 
 
先日教室をお休みしたら、沢山の教室速報を頂き、 
長時間の白熱レッスンの様子に、負けてはいられないと 
自主トレに励んでおります。 
 
イワイさん、クニさん、まきちゃん、じゅんちゃん、 
ミノルダ、サンキュー♪ 

(PC等) 

[02766]レッスン  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/11/07 01:43:43 



 
 

 
 

 
 

みほかんどの 
バンドのリハーサルは27(木)で13:00から17:00までやってます。 
そのあとは通常の渋谷レッスンですが、こちらに参加してもOKに 
します。それから渋谷の13,20,27いずれも木曜ですがこちらに 
参加しても良い事にしましょう。11月だけです。 
 
 

(PC等) 

[02765]泣  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/11/04 19:20:20 

Ｇと私は、７日の教室に行けなくなりました。 
残すところ２８日のみ。 
 
ところで、先日、渋谷でバンドリハの日には浅草も 
乱入可とおっしゃっていましたが、日にちは決まり 
ましたか？＞先生 
 

(PC等) 

[02764]今年最後のBIT行ってきました  

投稿者：まる（♂） 
投稿日時：2008/10/18 15:57:52 

昨日１７日(金)行ってきました♪Back In Town。 
アリさんのライブはいつもイケてるが、昨日は特に良かった～(o^-')b 
来れなかった方が気の毒です(>_<) 
 
色々な楽器とハモニカの演奏、その合間のアリトーク。 
いや～存分に楽しめたー！ 
 
ゲストのキヨシ小林さん（ウクレレ）との合奏＆トークも良かった！ 
旧友同士の会話は聞いて楽しく観て癒されるなんだか不思議な雰囲気でした。 
 
アンコールでは最後にアリさんを先頭に演奏者全員が列をなし客席をぐるりと一周。 
あのサービスはステージ上のアーティストが更に身近に感じられる粋なはからいでした！ 
スピーカを通さず聞く楽器演奏もまた良いものでした！ 
 
 
それにしてもアリさ～ん 
ありがとうございました。とても楽しかったです。 
演奏もさることながら衣装も良かったです。 
帽子にシャツ。ああいうデザインのヤツ僕も欲しいです。 
どこで買ったか今度教えてくださ～い。きっと高いんだろうな(笑) 

(PC等) 

[02763]Re:来月は７日と２８日♪  

投稿者：master 
投稿日時：2008/10/17 10:03:43 

>みほかん 
 



 
 

 
 

 
 

さっそく訂正しました。 
指摘していただき、助かりました。 
 
ほんと、皆さんの上達はスゴイですよね。 
とくにマサカンは毎月音が変わっていくみたい。すごい。 
やっぱり、継続ですよね。 
 
新曲にチャレンジしない怠け者・・・でした。 

(PC等) 

[02762]来月は７日と２８日♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/10/14 19:12:51 

＞ぐらさん 
金曜日の教室は、とても充実していました。 
特に前半の皆様の選曲と上達ぶり(元々うまいけど）には 
唖然としました。 
 
後半の皆様、負けてられませんよ～ 
 
＞マスター 
お知らせに書いてある来月の教室の日が１１月１７日(金） 
になってますよ～ 
 
１７日(金）と言えば、今週の１０月１７日(金）は、バック 
インタウンで先生のライブがありま～す。 
BITでは今年最後だそうです。 
行きましょう♪ 
 
 

(PC等) 

[02761]行けない  

投稿者：ぐらさん 
投稿日時：2008/10/10 12:35:02 

今日は仕事で行けなくなりました。 
残り２回のレッスンにかけます。 
明日の水道橋タペストリーも仕事で多分無理。 
 
＞kuniさん ＞みほかん 
サイババよりはコロボックルのほういいことがありそうでよいかと。 
カエルはいませんが、うちには２本足で立って、後ろにひっくり返るカメならいます。 
 
＞みほかん 
“さんさん”は全く不要です。こちらも潔くいきます。 
 
それでは、来月に。 

(PC等) 

[02760]猛練習してますか～♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/10/06 19:52:50 



 
 

 
 

＞先生 
BITで２次会って、飲むより吹いちゃったりして(^^; 
金曜日の教室で多数決はいかがでしょうか。 
 
 
＞グラさま 
ホントはグラさんさんとお呼びするべきですが、 
余りに語呂が悪いので、グラさまとかグラさんと呼ばせて 
頂きます。 
みほかんさんってのも非常に語呂が悪いので、 
みほかんと潔く呼んで欲しいものです。 
 
で、指輪事件ですが、それはきっとコロボックルのいたずら。 
立って歩くアマガエルを見ませんでしたか←サイババよりファンタジー♪ 
 
 
＞クニさん 
ハモニカ伝道師クニさんの一言で、まさGはスロートビブラートを 
マスターしました。 
しかし、出来の悪い私は未だ出来ません・・・ 
 
さあ金曜日～♪ 

(PC等) 

[02759]俺は伝道師！（カウボーイちゃうで）  

投稿者：kuni 
投稿日時：2008/10/05 00:19:01 

久々の土曜日休みで、伊奈町栄６丁目に唯一存在する居酒屋で飲んでました。 
 
でも、ただの酔っ払いとちゃいまっせ！ 
 
店で友達になった、やまちゃん（３０代バツイチ）、 
サイトウ（３０代独身）、＆ママ（年齢不詳：女性の歳は言えん：さっしてくれ。） 
に、ハモニカを押し付け、全員メジャーボーイ買わせました。 
 
トンボの回し者ではありませんが、電話で質問した時の社員さんの答え方に感銘したの
で、トンボを薦めてます。 
 
そのやまちゃんが、今夜ついに３のベンドが出来ました！ 
それだけで乾杯しました！…アホや（笑） 
 
＞ぐらさん 
それはきっとあなたのお家に、サイババが現れたのです！ 
（許して～酔うてるから） 
 
四谷まで、夜風に吹かれて歩くのもいいかと思うけど、みんなどないやろ？ 
 
追伸：ターボから、ラストショウライブ予約してたのに、風邪で熱が出て行けんかった。とメ
ール。 
ほんまか？ 
○×は風邪ひかんと聞いてるけどな………。 

(PC等) 

[02758]不思議な出来事  



 
 

 
 

投稿者：グラさん 
投稿日時：2008/10/04 14:48:46 

皆さん練習頑張ってますか。 
 
先輩方にＧさん達がいらっしゃるので、ＧＧでは 
ずうずうしいかと思い見たまんまにHNを変えました。 
 
ハモニカとは全然関係ありませんが、先日本当に 
不思議な出来事があったので書き込みます。関西人 
なのでこういうことは話さずにはおれません。 
 
妻が台所で結婚指輪を落とし、子供達も総出であり 
とあらゆるところを探しました。結局見つからず、 
引越しのときにでも出てくるだろう、と一旦諦めた 
数日後。 
妻が別の部屋（居間）で横になって読書していた時、 
くるぶしのあたりにポンと何かがあたったそうです。 
虫かな、と思ってみたところ、なくした結婚指輪が 
かかとの横に落ちていたとのこと。 
着ていた服ははなくした時のものとは別物、もちろん 
上に洗濯物は干していない。 
 
あまりに不思議なので、指輪はきっと何かの仕事を 
しにどっかへ行ってたんだろう、という結論にしま 
した。 
 
それ以来私も結婚指輪を取り出して、15年振りに 
はめようとしましたが今では小指にしか入らず。 
結局首からぶら下げています。 
 
不思議なこともあるもんですね。 
 
今日は地元立川ジェシーに八木のぶおさんを聴きに 
行ってきます。それではまた来週金曜日に。 
 

(PC等) 

[02757]おもろすぎ  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/09/30 03:24:28 

>kuniさん 
ジョッキとはおもろすぎ。 kuniさんらしい。 
はじめてコーラ飲んだ時も薬かと思ったな。 
>みほかん 
なんでも甘いもんトッピングOKよ。 
 
発表会のあとの二次会どうしたい? 
そのままBITでやるか、四谷三丁目まで移動するか。 
 
では関西方面に営業行ってきます。 
 
 

(PC等) 



 
 

 
 

[02756]ルートビアーの苦い思い出  

投稿者：kuni 
投稿日時：2008/09/25 21:45:28 

２０代の頃、初めての海外旅行でシンガポールに行きました。 
 
着いた日の夕方、ファーストフードのピザ屋に入りました。 
 
９月のシンガポールは猛暑。 
メニューの「ＲＯＯＴ ＢＥＥＲ」の「ＢＥＥＲ」に素早く反応。 
 
「ＲＯＯＴ ＢＥＥＲか？ビールのルーツみたいなもんやな」 
と勝手に解釈し、ピッチャーで注文。 
 
で、出てきた代物は… 
「ん？黒ビールかいな？」 
と一口飲んだ瞬間…絶句。 
 
その後、屋台で有名な、何とか？サーカスで本物ビールをしこたまのみまいたとさ…。 
 
あぁルートビアーは苦かった。 
 
さぁ練習練習! 
 
 
 
 

(PC等) 

[02754]皆様もちろんハモニカの練習してますよね～♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/09/24 19:44:09 

藤の剪定は難しいらしいですね。 
 
その点、ノウゼンカズラやモッコウバラはバシバシ 
切れるのでとても楽。 
ノウゼンカズラは、花芽が付いている枝は残したので 
まだ咲いています。このまま紅葉までほっといて、 
冬にもう一度切り詰めなければ。 
 
モッコウバラの枝は秋にも伸び続けるので、冬に切らないと 
滝の様に花が咲いてしまいご近所迷惑に・・・ 
 
甘党の先生には、ルートビアフロートのお供にブラウニー。 
ショコラにはモンブラン。ヒャ～ 

(PC等) 

[02753]Root Beer その煮  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/09/17 23:27:48 

先日の成東コンサートには浅草組、新小岩組のみなさんの応援ありがとう。 
クニさんが言うように確かに千葉県には和歌山地名が多いね。 
勝浦とか、白浜もあったよね?   



 
 

 
 

 
>みほかん 
RootBeerにアイスですか。ただでも甘いのにアメリカ人て屁ん。 
僕も屁ん。 
たまに思いっきり甘いのん気が狂ったように食べたくなるよ。 
しわわせぇ・・・・ルートビァー大好き。 
ノウゼンカズラはすごい勢いで伸びるよね。 
南側は全部根っこから切ってしもうたよ。 
で、藤は今切ったらアカンのがあとになって知った。 
先だけ切って放っておくらしい。そうしないと春に花が少ないって。 
岩井さんの枇杷酒はほんま重宝してます。 
 
ところで皆、練習してるぅ？ 
 
 

(PC等) 

[02752]Root Beer  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/09/15 10:29:50 

皆様、３連休はいかがお過ごしでしたか～？ 
 
私達は、この夏すっかり草むらになってしまった庭の雑草を 
抜き、ノウゼンカズラやモッコウバラを刈り込んでおりました。 
今頃の蚊は蚊避けスプレーをしていようが、長袖長ズボンの 
上から容赦なく刺し、腕も足もボコボコになりますが、 
そういう時には、岩井さんの作った枇杷酒の登場。 
市販の外用薬など目じゃないくらい良く効きます。 
 
で、アリタイをみたら、先生も一足先に庭のお手入れを 
されていたとのこと。 
 
そして、「Root Beer」なつかし～ 
高校生の時、アメリカの友人の家で「ルートビアフロート」 
なるものを初めて飲みました。アメリカではルートビアは 
一般的な清涼飲料でペットボトルで売られていますが、 
それをグラスに注いで、アイスクリームを浮かべるのです。 
見た目は黒ビール、味は・・・コーラを果てしなく栄養 
ドリンクに近づけた感じ(^^; 
 
ルートビア初体験の私の様子は、友人達には相当面白かった 
らしく、(初めて納豆を食べた外国人みたいな感じか？） 
ルートビアのルートはリコリス(甘草）の根だということで、 
後日「リコリスロープ」という黒いロープ状の硬いグミのような 
お菓子も食べさせられた・・・ 

(PC等) 

[02751]夏の終わりのコンサート♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/09/01 19:38:07 

せっかく、クニさんがみほかんブログ化を阻止してくれたのに、 
又書いてしまった(^^: 
皆もどんどん書いてね～♪ 
 



 
 

で、昨日は成東の先生ライブに行ってまいりました♪ 
会場には早く着いたので、直進８キロ「大須賀海岸」という道路標識に 
従って、そのまま会場を素通りし、海に行きました。 
おととし、合宿で行った九十九里より、少し北上した所(多分５-６キロか？） 
で、あの時思わず歓声を上げてしまったのと同じ白砂の広ーいビーチでした。 
夏の終わりに今年初の海水を触って来ました。 
 
成東文化会館のぎくプラザは、キャパ３００人位のきれいなホールで、 
音響が良かったです。 
先生の多彩な音色が細かなニュアンスまでとても良く聞こえました。 
伴奏の有田さんのギターとの絡みも最高。 
有田さん１人の伴奏は初めて見ましたが、ギター１本で３役も４役も！ 
 
特にイエライシャンが素晴らしく、これはクニさんも同感でした。 
前に座っていた３人のおばあちゃんはハンカチを取り出していました。 
割と年配のお客さんが多く、ホールということもあって反応は静かで 
控えめでしたが、後半タカシマヤでは自然発生的に手拍子が沸き起こり、 
オレンジではそれが最高潮に。アンコールの拍手も力強かったです。 
 
アンコールのワンダフルワールドで又、泣きそうになりました。 
 
じゅんちゃんがお母様とお姉様方といらしてました。 
じゅんちゃんは途中「アリちゃ～ん」と叫ぼうとしたら、お姉様に 
止められたとか(^^; 
 
葛飾のハモニカ仲間の方もいらしてました♪ 
 
 
 

(PC等) 

[02750]成東 なるとう？ なると？  

投稿者：kuni 
投稿日時：2008/08/28 22:29:35 

みほかんのブログ化阻止の為、書き込みます（笑） 
 
ただ今、埼玉北足立郡伊奈町は大雨！ 
なんと前の用水路が溢れ出し、寮の前の道が膝くらいまで冠水！ 
一歩も外へ出られません… 
 
ゆえに色々と考えてましたが、日曜の千葉県成東は鳴門？ 
徳島ー和歌山ー千葉には、同じ地名が多い？ 
 
阿波の国＝安房の国 
那智勝浦＝勝浦 
鳴門＝成東 
etc… 
 
古代の黒潮つながりのようです。 
天皇家に仕えた「阿波忌部氏：あわいんべし」が黒潮に乗って徳島から和歌山経由で千
葉に渡り、開拓したとか？ 
 
忌で思い出したが、「祈キヨシロー再復活！」 
 
アカン…大雨で気もそぞろ…まとまらん。 
 
ではみなさん、日曜は成東へ行こう！ 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

(PC等) 

[02749]いかがお過ごしですか～♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/08/26 19:18:16 

先週の３日連続雷雨（それも地震ｘ２付！）の後、 
ずいぶん涼しくなりました。 
このまま、きっぱりと秋になってもらいたいものです。 
 
猛烈な暑さの中では息をするのがやっとでしたが、 
やっとハモニカ練習日和がやってきました。 
 
そして、週末は成東で先生のライブがアリます♪ 
クニさん＆G共々行きま～す。 
 
成東は意外と近いですよ。 
夏の終わりの日曜日は、成東へGO！ 

(PC等) 

[02748]インストアライブ♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/07/22 19:01:05 

皆様、暑い暑い3連休はいかがお過ごしでしたか？ 
 
渋谷・ロゴスギャラリー（パルコ・パート1）で開かれている 
「ハーモニカ&ブルース展 ～Harmonica meets Blues～」で 
7/20にゆきちライブありとの情報をまきから得て、 
まき、Ｇ＆私で行って来ました。 
 
ゆきちはミニミニフリフリな衣装で、３時と５時の２回の 
ライブで４曲づつ違う曲を演奏すると言ってました。 
伴奏はご存知達人おかちゃん♪ 
 
私達の行った３時の回では、 
ミケランジェロ、トリビュート、イズントシーラブリー、 
オレンジとこれだけでもバラエティーに富んだ選曲♪ 
 
観客はハモニカ展のお客さんの他、偶然通りかかった人達も 
足を止めて聴き入っていました♪ 
 
展覧会は7/30までやっています。 
CHECK IT OUT! 

(PC等) 

[02747]ありがとうございました  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2008/07/17 08:03:00 

１２日にご来場くださいました皆々様 



 
 

 
 

 
たくさんの祝福、ありがとうございました。 
皆様のおかげで、とても楽しく＆先生にも 
演奏いただきとても贅沢なあたたかい時をすごさせて 
いただきました。 
感謝感謝です♪ 
いろんな人に支えられてるな～と思いました。 
幸せになりま～～す！ 
ほんとにありがとうございました！！！ 

(PC等) 

[02746]Wedding Party!!!  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/07/14 20:03:24 

新郎新婦達、主賓、来賓皆々様、お疲れ様でした。 
楽しかったですね～♪ 
新婚３組から沢山、幸せのおすそ分けをしてもらいました。 
 
７月１２日は、朝から梅雨明けか？と思わせる夏本番の暑さでした。 
アツアツの３組を物語るような・・・ 
そして、３時頃、突然スコールの様な雷雨。 
これから来るかもしれない波乱を予言するような・・・ 
パーティの始まる頃には又暑さが戻って来ました。 
 
ドレスコードにもかかわらず、先生には到着と同時に 
「ぜんぜん正装じゃないじゃん」という突っ込みを頂きました。あはは。 
 
さすが、先生はモーニングでしたが、中はいつものＴシャツ・・・ 
 
東京の夏はもはや熱帯雨林で、フォーマルはバティックやアロハ 
なんかにしてもらいたいですね(^^; 
 
新郎新婦達は、タキシードに白ドレス。 
なぜか１組、インディと姫君。 
 
フラワーシャワー、乾杯、ケーキカットに続き、ライブタイムは 
スリービューティーズのラブラブ超スィートな「I want you by my side」 
でスタート。 
新郎新婦、ご来賓の皆様、ステージで吹きまくり、歌いまくり～ 
 
締めは先生。なんという贅沢。 
「What a wonderful world」は３組への特別な大切なプレゼントに 
なったと思います。 
 
ギターMin2＆おかちゃん、司会のクニさん＆かずちゃん、大功労賞でした。 
Min2にラブリーな海がめパンツをコーディネートした、湘南マダムな 
奥さんには、リボン作成をお手伝いして頂きました。 
皆様、ありがとうございました。 
 
あ～楽しかった(^-^) 

(PC等) 

[02745]業務連絡♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/07/02 19:10:42 



 
 

マスターからの業務連絡の返事です。 
 
松阪牛さん夫妻２名のパーティ参加O.K.です♪ 
牛さ～ん、見てたら、ここに書き込んで下さいね～ 
お洒落なご夫妻のことだから、お洋服の心配はいりませんね。 
 
 
↓しかし、謝ってるわりに、相変わらずターボ全開(^^; 

(PC等) 

[02744]だってぇ(@_@。元気ありあまっ!(^^)!  

投稿者：大阪ターボかずちん 
投稿日時：2008/07/02 00:48:41 

おねえちゃん"^_^" ごみんちゃい(@_@。 
 
大阪通天閣 まじ みんなで記念撮影！！ 
マスター実現期待全快っす!(^^)! 
 
きょうは 大阪暑かった(^_^;) 
  
また 東京のみんなのようすや  
先生との レッスンやら楽しい時間を 
大阪にも 匂わせてくださーい!(^^)! 
 
私は 去年 先生といさとさんの 
千日前の地下 ライブ行かせて頂き 
大西 ゆかりさんの 真横で 先生のライブ 
ドキドキ!(^^)! 
 
ねた小屋でのライブ!(^^)! 
そして 年末 
発表会で ミホチン宅＆東京！ 
春は ねた小屋の方からも 誘ってもらえて 
いつもの家族三人で 緑地公園野外音楽堂!(^^)! 
 
まるちゃんは 東京からこられてて 大阪での 
再会 国枝隊長をはじめ 国枝隊長大蔵省で 
焼肉!(^^)! うまかった!(^^)! 
そして カラオケ!(^^)! 
 
そして 静岡!(^^)! 
ぜひ 次は いつか 大阪  IN 大阪！！ 
 
お待ちしておりまする!(^^)! 
 
ねた小屋まで かずファミリーチャリで走ります 
ねた小屋まで チャリで２５分ぐらい 
 
はもらんのメンバーに チャリで会いに行くのが  
今 夢っす!(^^)! 
 
あっハンセンさん組！！ 
ぜひ お馬の格好で ！！ 
あたしは ビリケンのかぶりをさがしていますが 
通天閣でも かぶろうか"^_^" 
 



 
 

 
 

かぶりもんは 大阪のり最高っす!(^^)! 
のりも最高っす!(^^)! 
 
埼玉のマルコさんにも お会い妻したいと 
ぜひぜひ お伝えくだしゃい!(^^)! 
 
姉には もう伝えてます(*^^)v 
 
では また 来まーす 
かず坊よりより(^_-)-☆ 

(PC等) 

[02743]妹がお騒がせしまして・・・  

投稿者：姉 
投稿日時：2008/07/01 18:42:35 

しゃべりと同じで、カキコミも超ターボ(^^; 
 
 

(PC等) 

[02742]大阪ターボかずちん  

投稿者：大阪ターボかずちん 
投稿日時：2008/06/30 01:04:12 

今日は パソコンのことで まるちゃんに電話!(^^)! 
 大阪弁ばりばりで ２時間 私 まどか まさやとめちゃ 
楽しい会話ができ 喜んでるかずファミリーだけど 
まるちゃん！！迷惑じゃなかったかな～。。。。 
だけど めげない!(^^)! また かける!(^^)! 
たのしいから!(^^)! 
 
夜 みほかんこと徒歩みほちんとメールしてて 
声が聞きたくて かけたら まさGでてくれた!(^^)! 
まさG上品で気品あるから、、、、あたしはこのまんまだけど 
子供たちは 聞いたこともないような 敬語で 
まさGにお返事してた！！ 
たまげた(T_T)/~~~ 
 
ミホチン風呂だったらしく 多分もの静かに過ごしてたまさGの 
時間を もしかしたら 私は 邪魔したかもしれない 
(T_T)/~~~  
けど  めげない(T_T)/~~~ また かけちゃう★ 
 
みほちんとあとから 電話した！！うれぴ★ 
みほちんとも まどかとまさやも電話して 
家中のみんなが それぞれしゃべるから(大阪家族だけ) 
４人電話のよな!(^^)! 
まさG？？ すでに ねてたらしい(@_@。 
 
石田さんのお話もして みほちんより ご病気に 
なられてから はもらんに来られたらしいと聞いて 
余計に 石田さんのことが 好きになっちゃった★ 
病気になってから 何か好きな事ややりたいことを 
見つけようとか やりだそうなんて すごいパワーが 
いることだと思う。私は 感動と尊敬！！ 



 
 

年末に そんなすばらしい石田さんに会えたことは 
ミホチンが 東京に呼んでくれたおかげ(*^^)v 
国枝さんより お声を頂き アリさんのライブの 
スタッフさせていただいたり 年末ぎりぎりまで 
二次会参加させてもらい とくさん まるちゃんに 
新幹線のるまで 送っていただき ぎりぎりのせいもあり 
みんなで駅まで 走り 途中 国枝さんが かなりの 
お酒の勢いか 走るのが嫌気がさし 飛んでやろうと 
思ったのか、、、、突然 かなりの勢いで 地面から飛んだ！！！！ 
海とちゃうで！！ 
いやいや プールでもないで！！ 
地面に 腹打ちして きれい過ぎる程の かなりの 
根性がいる 地面垂直上がり地面腹打ちショット！！ 
すばらしい(ToT)/~~~ 
 
はもらんの皆様に 大阪のど根性みてもらいたかったあ！ 
今日 まるちゃんと 昔話をして また 盛り上がりました 
国枝さん！！ あなたは すばらしかったです！ 
 
今日は まるちゃんとも みほちんとも電話でき 
たなGから はもらんの書き込み方も聞けて あほな 
どんくさい私を心配し 電話かけてくれて 書き込みの 
やり方教わり 感激(*^^)v 
 
たなGより いまから～昼飯だぜい～と昨日メール 
もらい 返信に 私はミスド(*^^)vと返信した際 
すでに 食べた後の私は お皿にドーナツのカスが残ってるのを 
写メにし 返信！！ 
たなG 怒らないで やさしいメールの返信(*^^)v 
なにやってもスマートなたなGのスタイルを 
ぱくりたい！！(ToT)/~~~ 
 
べたべたの暴走のKAZZ連合 はもらんメンバーに 
ついていきます！！走ります！！ 
 
エンジン全開まくり！！ 
みほちん 静岡の写真まじ サンキュウ(*^^)v 
 
ねれんかも(@_@。 心盛り上がり!(^^)! 
まさやは 気絶 
まどかは まだおきてる！！ 
まどか捕まえて しゃべろっと!(^^)! 
    see  you!(^^)! 
 
   
 
 

(PC等) 

[02741]シービグ シーモア  

投稿者：kuni 
投稿日時：2008/06/29 22:43:00 

昨年の発表会ＤＶＤ、石田さんのシービグ シーモア、しんみりと観ました。 
少しはにかんだような笑顔が目に焼きついています。 
 
去年の合宿での、あの深夜のパフォーマンスは一生忘れません。 
マイナーボーイを見る度に、石田さんの古賀メロディーを思い出します。 



 
 

 
どうぞ、ごゆっくりおやすみください。 
 
本当にありがとうございました。 
 
 
西のカズファミリィ、合宿以来会ってないけど、相変わらずターボトーク全開やね！ 
アリさんの車のマフラーが落下したのは（アリタイ参照）、ターボ書き込みのせいちゃうか
ッ！？（笑） 
しかし、俺は新世界はあんまり行きたないなぁ… 
 
追伸 
けいちゃん、１２日のジューク♪ キィはＧ？ Ａ？ 
実は週末帰阪してて、天満の家にハモニカ一式忘れてきた！ 
えらいこっちゃ～買わなあかん… 
 

(PC等) 

[02739]はじめてお邪魔(*^^)v  

投稿者：大阪 
投稿日時：2008/06/29 16:16:31 

はじめて お邪魔(*^^)v 
大阪のかずファミリーっす★ 
たなＧに 書き込み方 教わった(*^^)v 
 
★石田さんは 年末の発表会の２次会の 
居酒屋さんで 斜め前にお座りになってて 
やさしい笑顔が いまでも 鮮明におぼえてる★ 
まどかも 昌也も覚えてるぐらい 
あの日 １日しかお会いしてないけど 
思い出は やさしく残ってる!(^^)! 
★石田さんは やさしい笑顔の方でしたから★ 
私のがさつな ある意味暴力てきな大阪弁を 
おなか抱えて笑ってはりました 
大阪はいいね！！っていうてはりました★ 
大阪よりも空の上の石田さんに声かけとこ★ 
 
また ほもらんのメンバーにあいて～!(^^)! 
 
先日 ねた小屋で ライブさせてもらいました 
きもち～よすぎ!(^^)! 
始まる前の 緊張と終わった後のすっきり!(^^)! 
快感すよ!(^^)! 
 
音は 裏切りがない永遠の心の親友っすよね★ 
 
これがまた 歌いだして いいとこで気持ちよいとこで 
歌詞をかむので GUM BAND  ガム とつけました 
かなり お気に入りのバンド名です(^_-)-☆ 
 
★ 
先生とアイリーン歌えて 最高でした 春！！ 
とくさんのあの ギターほしー(ーー;) 
大阪で 探してるけど おんなじのが ない(;_; 
★みほかん まさG また お泊りいくぞえ!(^^)! 
まるちゃん あおそぼーね 
 



 
 

 
 

★大阪代表 国枝さん！！大阪弁でつらぬいてください！！ 
はもらんメンバーのボス かいさん  
大阪での 発表会 期待してます！！ 
 
みんなで 通天閣 １回ずけの串かついきましょう 
通天閣 みんなで登れば怖くない！！!(^^)! 
 
みなさーん また  お邪魔しまーす!(^^)! 
 
バイ 大阪より kazumi 
 
あっ最後に"^_^" 
★みほかんことみほちんとまるちゃんととくさんとの出会い 
去年 先生のねた小屋ライブin大阪にて 出会い 
ミホチンとは チケット係担当!(^^)! 
ゆっくりやさしくしゃべるみほかんには 
徒歩ミホとあだ名をつけました★ 
早口で乱暴な大阪弁しゃべりだしたらとまらないわたしは 
ターボかずちゃんと みほかんが呼び 
かたく 大阪で契りをかわし 姉妹宣言！！ 
マキエチンも 入り 三人姉妹続行中！！ 
マキエちんは 真ん中 
その マキエちん 花嫁に!(^^)! 
電報打ち込んどきました★ 
     see  you !(^^)! 
 
 
   

(PC等) 

[02738]さよなら石田さん  

投稿者：たなG 
投稿日時：2008/06/28 12:57:27 

逝ってしまわれました。 
ゆきちゃんからの電話で知りました、ショック 
でした。昨年の合宿では最後まで仲間達と大笑い 
させてくれました。 
 
そう、皆さん知るところのマイナー、メジャーの使い分け 
入れ歯取り外し奏法！あの時は皆んなやられた～ 
 
語り草を残してくれました。 
ありがとう 石田さん 俺たち忘れないよ。 
 
 
 

(PC等) 

[02737]ご冥福をお祈りします。  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/06/25 20:07:48 

石田さん、いつも笑顔でした。 
先生とハモニカに出会えて幸せだったと思います。 
私たちも合宿や発表会に、石田さんとご一緒した 



 
 

 
 

 
 

楽しい思い出、ずっと忘れないでしょう。 
 
きっと今でもお気に入りの曲を吹いていますね。 
天国なら入れ歯の心配はいりませんから。 

(PC等) 

[02736]訃報  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/06/24 23:53:28 

あんなに元気に皆さんと一緒にハーモニカ吹いていた石田さんが 
５月５日に亡くなられました。今日、奥様からの電話で知りました。 
ショックでした。渋谷での新年会に出席されたのが最後の教室。 
本当に素晴らしい人でした。 
 
ご冥福をお祈りします。 
 
 

(PC等) 

[02735]ハモニカな週末♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/06/15 23:26:54 

金曜日の教室後、「明日の川口行きましょうよ」とミノルダの言葉に、 
まさGは俄然乗り気になり、土曜朝突然「クニさんも誘おう！」と 
言うので、パソコンで場所を確認したりしてたら、突然ゆさゆさゆさ。 
最近体調がイマイチなので、これが噂の回転性めまいか？と思ったら地震。 
テレビをつけるとずいぶん大きな地震で驚きました。 
 
朝の時点では、土日仕事でライブは無理と言ってたクニさんから、 
３時頃に「仕事終わったから行く」とのメール。 
off-gくんからも「今日行きます」とメール。 
ミノルダから「早く着いちゃいました～」とメール♪ 
 
川口ライブカフェROOTSは、こじんまりしたBITという感じ。 
自動でおいしい生ビールを注ぐ機械（ビールサーバー機？）なるものを 
初めて見ました。クリーミーな泡が美味しかった～ 
 
GGさんがご家族＆ご友人といらしてました♪ 
 
バックはギターだけで、ハモニカ、時々カホンというシンプルだけどパワフル。 
ハモニカの音が際立って、すごい演奏が目の当たりに(^-^) 

(PC等) 

[02734]パーティの出欠♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/06/10 19:36:20 

マスターに「お知らせ」にアップして頂いた通り、 
７月１２日(土）にご存知３組の合同ウェディングパーティを 
開催致します。 
 
次回の教室で出欠を取りまとめますので、よろしくお願いします。 



 
 

 
 

 
 

教室に来られない方は、こちらにカキコミ又は、私にメールで 
お知らせ下さいませ。 
 
音出せるみたいです♪ 
皆様出席して下さいね～(^-^)/ 

(PC等) 

[02733]ハモニカハモニカ♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/06/03 20:06:00 

土曜は、ＦＩＨブルースライブ♪ 
今年も４時間以上！ハモニカ三昧でした。 
 
コンテストには、常連新人織り交ぜて、更にレベルアップした８人が出場。 
 
ゆきちゃんは、ピアノトリオと一緒にジャズっぽい曲をムードたっぷりに 
吹き、大トリで大健闘しました。とても良い音でした♪ 
しかし、衣装が毎年若返っていると感じるのは私だけ・・・(^^; 
 
優勝は、すのこ持参でリズムを取りつつ、ソロでオリジナルを吹いた 
四国の方。 
２位は６回出場の常連さん。３位も以前入賞した京都の方で、２人共 
例年の様にブルースで勝負♪ 
 
その後のゲスト演奏は例年のことながら超贅沢。 
去年はしっとり系が多かったですが、今年はガンガンハード系が 
多かったです。 
爆音好きの私としてはコタえられないものでした。 
 
コテツさんの「Raining in my heart」情けなくてかわいくて惚れました。 
続木さんの「ヌアージュ」色っぽくて愛らしくて参りました。 
ミッキーさんのバッハから「What a wonderful world」への展開は、 
目からウロコでした。 
 
そして、大トリは先生。 
１曲目はギターを弾きながら、「My wild Irish rose」泣きそうでした。 
２曲目は一転して、ハタチの新進ハーピストなっちゃんと一緒に 
最高にハッピーな「タカシマヤ」 
 
もっともっとハモニカが好きになる夜でした(^-^) 

(PC等) 

[02732]ネスケでも見れない(大泣）  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/30 21:08:46 

＞先生、アドバイスありがとうございました。 
でもネスケにしても見れなかった。 
 
会社男子に教えを乞い、色んな設定を変えたりも 
したのですが・・・原因不明です・・・トホホ 
 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

[02731]ネスケ  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/05/30 18:21:36 

>みほかんどの 
ネスケをダウンロードしたら観れるやん。 
まだ置いてあるから。 
 

(PC等) 

[02730]問題は  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/29 19:14:25 

速度ではなく環境だったのですね。 
うちのパソコンはネスケ入ってません。 
 
まるちゃん、データよろしく～うれし～ 
 
で、週末はFIHです♪ 
土曜は、皆で吉祥寺にゆきちの応援に行きましょ～(^-^)/ 
 
詳しくは↓ 
http://www.kiwi-us.com/~mmi/fih/fihlive.htm#blues 

(PC等) 

[02729]やった～  

投稿者：まる 
投稿日時：2008/05/28 07:00:17 

先生 ありがとうございます！ 
 
ムービー見れなかった人は私まで連絡くださ～い。 

(PC等) 

[02728]よかった  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/05/28 01:31:11 

まるちゃん、良かったね。 
やっぱりブラウザか。 
作品とちゃうよ。 どうぞコピー許可。 
 
みんな練習してるか！！！ 

(PC等) 

[02727]ムービー見れました  

投稿者：まる 
投稿日時：2008/05/27 08:00:40 

先生、みほかん 
大作ムービー見ることができました～＼(^O^)／ 

http://www.kiwi


 
 

 
 

 
 

１０分間の見ごたえあるムービーですね。 
 
先生 
ありがとうございます！！ 
とても思い出に残る作品です。 
 
 
みほかん 
ブラウザをＮｅｔｓｃａｐｅでアクセスしてみたところ鑑賞に成功しました。 
視聴するためにパソコン上にムービーが一時ファイルとして残ってると思うだ。 
これをＣＤに焼いて分けてあげたいと思ってます。 
 
先生 再配布しても良いですよね？ 
   一つの「作品」になってるので再配布はいけませんか？ 

(PC等) 

[02726]私からもなにとぞ・・・  

投稿者：まる 
投稿日時：2008/05/27 01:38:59 

ムービー見れず残念！無念！ 
 
データでいただけるととても嬉しいです♪ 
みほかんにお裾分けいただければ、見れなかったメンバーに提供したく思います。 
私からも是非是非お願いします。 

(PC等) 

[02725]なにとぞお願いします。  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/26 19:18:32 

BIT行けませんでした(泣） 
行った方々からは、感動のライブ速報を頂きました♪ 
 
で、ムービーは見れませんでした(泣） 
問題は環境ではなく速度らしいです・・・ 
マルトククニかずも、見れません仲間です。 
特に、マルかずは主演男優賞＆女優賞ものらしいので、 
見せてあげたいのですが、データで頂けませんか？ 
是非是非お願いします～＞先生 
 
 

(PC等) 

[02724]ありがとう  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/05/25 18:05:15 

先日のBITライブ沢山のご来場ありがとうございました。 
多忙なミュージシャンなのでどうしても当日リハしか出来ない 
のがしんどいのですが、その分スリリングで楽しく演奏できました。 
 
>まるちゃん、みほかんどの 
観れなくて残念ですね。 



 
 

 
 

PC環境がどこか合ってないのかな?  
こんど教室のときに僕のiPODで見せてあげますのでよろしく。 
そろそろサイト消しますね。 
ありがと。 
 
 

(PC等) 

[02723]お礼と報告  

投稿者：まる 
投稿日時：2008/05/24 15:27:19 

先生、master、そして皆様 
 合宿ではお世話になりました。 
 随分お礼が遅くなり恐縮です。 
 サイコーな２日間でした。アリガトウございました。 
 
master 
「あらし」には自分のことのように憤慨しています。 
たくさんの努力でこの場を提供してくださってありがとうございます。 
 
先生 
せっかく公開してくださったムービーが見られません(涙) 
黒い画面が表示されるだけで、音も画も楽しめませんでした。 
とても残念です。 
楽しかったあの日の余韻に浸ろうと思ったのに・・・。 
 
だれかダウンロードした人はいないのかな？  

(PC等) 

[02722]書き込み制限  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/24 08:51:17 

その後も「あらし」が続いていて、そのままだと見苦しいし、ひとつずつ削除するのもたい
へんなので、書き込みをいったん貯めて、まとめて削除し、発信元のIPアドレスをブロック
リストに加えるようにしていたのですが、その数も700近くになり、この作業も大きな負担に
なってきました。 
「あらし」が収まる兆しもありませんので、止むを得ず、関係者しか書き込めないように制
限をかけるようにします。 
 
「書き込み」を押すと、「アカウント」と「パスワード」を記入する画面が出てきますので、前
者は先生のニックネーム、後者は私の苗字、いずれもアルファベット小文字3文字を入れ
てください。 
そのかわり、すぐに書き込みが反映されるようになります。 
 
なお、閲覧するだけの場合は、何の制限もなく見られます。 
 
残念だし、悔しいし、少し手間をかけますが、ご了承ください。 
 
前記の文字がわからない方、うまくいかない方はメンバーに尋ねるか、私宛メールをくだ
さい。 
 
「あらし」の影響か、「談話室」のボタンを押してから表示されるまでに時間がかかるように
なってイライラさせられますが、せっかくの「場」です。 
めげずに、引き続き、ご活用ください。 



 
 

 
 

 
 

 
 

(PC等) 

[02668]番組 Team Aris  

投稿者：たなG 
投稿日時：2008/05/23 18:45:05 

見た見た見たよ～！おもろい！ 
すっごいですね～BGM付き。 
 
楽しかったよ～先生はじめ、甲斐さんはじめ 
皆さんに感謝しちょります（ココロから） 
本当にありがとう！ありがとう！ 
 
７月のお祝いも楽しみ楽しみ、皆さん行くんでしょ 
けいちゃんからドレスコードの指示あり、困った 
電車でタキシード着てる人見たことないし！ 
置いといて～ 
行ったら騒いじゃうかもです。 

(PC等) 

[02487]みられたー＼(^o^)／  

投稿者：ゆき 
投稿日時：2008/05/22 00:47:17 

おもしろーい♪ 
BGMつきでおされー♪ 
綺麗に録れるんですね～ 
 
る～る～ るるるるる～ 
 
マスター、掃除出遅れお手伝いできずにすみません＃ 
 

(PC等) 

[02486]見れない・・・  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/21 23:48:09 

クイックタイム最新バージョンにした。 
でも、相変わらず画面はずっとモザイク掛かってる。 
それも黄色とミドリで超サイケ・・・ 
なぜか音だけは聞ける。 
見たい～～ 

(PC等) 

[02484]BIT よろしく  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/05/21 21:05:17 

23日金のバック・イン・タウンのライブよろしくお願いします。 
みんなMovie観れた？ 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

[02434]movie  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/05/19 20:53:30 

合宿お疲れさまでした。 
遅くなりましたがMovie編集してみました。 
容量大きいので重いですよ。 
ユーザー名は私のニックネーム、 
パスはマスターのフルネームを英字で。 
5日間期限付き。 
 
http://web.mac.com/ari12/iWeb/ari/hamoran.html 
 

(PC等) 

[02316]スライドショーに  

投稿者：おそうじオバチャン 
投稿日時：2008/05/16 19:34:52 

すれば、連続で見れます。 
 
それ以外のやり方は良く分かりません。 
フォルダに入れたままで、自分にメールしてみたけど、 
開いたら、一枚づつになってたし←意味不明？ 
枚数が多すぎなのかな(^^; 
ヤフーフォトに詳しい人、教えて下さいませ。 
 
ご苦労様です。マスター。 

(PC等) 

[02228]持久戦  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/15 23:06:30 

>お掃除オバチャン 
 
みなさんのおかげで、平和が戻ってきた! 
 
と言いたい所ですが、じつは見えないところで白兵戦が続いているのですよ。 
発言番号を見てください。 
片っ端からアドレスをブロックリストに追加(すでに200を突破)しているのですが、次から次
から新手が出てきて、結局これだけの数のゴミをきょうも消し続けているというわけです。 
 
いったんは、以前のように直接公開されるように戻したのですが、それだとブロックが後手
になるので、公開される前にいったん貯めておいて、ブロックリストに加えながらまとめて
削除しているというわけです。 
 
相手は、おそらくロボットみたいなもので、たくさんのPCに仕掛けを埋め込んであちこちか
ら攻撃してくるので、もしかしたら、勝ち目のない戦いかもしれません。 
 
しかし、私も意地っ張りなので、持久戦、頑張ります。 
 
というか、こんな話題ばっかりになること自体、負けてる証拠かも。 

http://web.mac.com/ari12/iWeb/ari/hamoran.html


 
 

 
 

 
 

 
もう、この話は少なくするぞ。 
 
ほんと、これに費やしている時間をハモニカ練習に当てたら、きっと上達するぞ。 
くそっ～。 
 
写真のアップ、ご苦労様でした。 
連続して見られるとありがたいのですが、無理? 
 
 

(PC等) 

[02224]おそうじオバチャン  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/15 22:41:01 

今晩はおそうじオバチャンは登場しなくてもよいみたい。 
マスターの粘り勝ちか。 
 
で、本日写真アップしました。 
先生、マスター、ミノルダ、ワイルダ、まるちゃん、クニさん、 
ゆきち、けいちゃん、Ｏむらくん、岡ちゃんと以前、掲示板に 
メルアドを書いていたＧＧさんにメールをお送りしています。 
おヒマな時に覗いてみてください。 
 
メルアドを知らせて頂ければ、誰でも見られますが、 
掲示板にメルアドを公開するのはちょっとキケンなので、 
教室の時にこっそり教えて下さい。 
 
次回の教室にはCDか写真にしてお持ちします♪ 

(PC等) 

[02171]長期戦  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/14 23:53:49 

＞みほかん 
 
情報、ありがとう。 
さっそく、トップ画面に紹介しておきました。 
 
ゴミ対策、みなさんの協力で、昨夜いったん一掃しましたが、きょうも掃除で大忙しでした。 
昨夜の時点でブロック指定したIPアドレスが120。 
その後もこれだけ、書き込まれるのですから、やれやれです。 
今日追加したアドレスがすでに50以上。 
イタチごっこですが、どこまで増えるのか・・・ 
 
まぁ、長期戦は覚悟の上、しつこく掃除し続けます。 
ブロックをかいくぐってばらまかれる書き込みの数は、タイトル脇の数字を見ればわかりま
す。 
 
さぁ、どこまでもつきあうから、かかってらっしゃい。 

(PC等) 



 
 

 
 

[02108]ありがとう！  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/14 00:38:30 

わーい、やったー。 
ついにゴミが全部なくなったー。 
みなさんの協力のおかげです。 
 
一応きれいになったので、 
いきなり書き込めるように戻しました。 
また、ゴミを見つけ次第、気づいた方は、同じ要領で削除してください。 
 
じつは、きのうから、書き込み元のアドレスを片っ端からブロックする設定にしているので
すが、敵は素人じゃないので、なんとその数120以上。 
きっと「なりすまし」でゴミは引き続き、出てくると思われますが、みんなで掃除しましょう。 
 
よろしくお願いします。 
 
とりあえず、ご協力に感謝。 

(PC等) 

[02100]ヘルプユー  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/13 22:28:11 

先生、マスター、皆々様、合宿では本当にありがとうございました♪ 
あっという間に終わってしまい、さみしい限りでございます。 
 
バカ夫婦は共に、夜間の記憶は定かではありません。 
 
酔っ払い撮影写真とアンディ撮影集合写真は、週末に某所にアップする 
予定です。 
メルアドが分からない方には、次回の教室でお渡しします。 
 
ハクちゃん、読んでますか～～ＢＩＴの予約追加しました♪ 
元締めはまきちゃんです。 
 
マスターの心意気に感じ入り、及ばずながら私もお手伝いしております。 
しかし、果てしないな～(^^; 
 
 
 

(PC等) 

[02070]ヘルプミー  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/13 14:17:04 

＞ミノさん、皆様 
 
誰でも、削除できます。下のほうにまだ数百残っているので、お手伝いいただければ助か
ります。 
それぞれの書き込みのタイトル右端の削除マークを押してください。 
パスワードを聞いてくるので、私の苗字（小文字の英語、3文字）を入れてください。 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

ヘルプ・ミー！ 
(PC等) 

[02067]頑張れ！マスター！  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2008/05/13 12:40:47 

松田先生、皆様お疲れ様＆ありがとうございました！ 
 
なによりマスターには重ね重ねお手数お掛けしてます。 
 
これって私のトコからも削除とか出来るんですか？ 
 
 

(PC等) 

[02021]掲示板荒らしと格闘中！  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/13 00:36:40 

1ヶ月ほど前から断続的に「談話室」が攻撃を受けていて、この24時間で1000近くの書き
込みが続いています。 
ひとつひとつ消していては追いつかないので、現在、書き込みをチェックして、ゴミを除い
て公開すしないようにしています。 
したがって、書き込んでいただいても見られるようになるのが数時間遅れることがあります
が、ご了承ください。 
その間に、過去のゴミをひとつずつ消して必ず元通りにします。 
レンタルサーバ自体が壊れない限り、絶対にいたずらに屈するつもりはありません。 
脅しに負けて逃げ出すなんて、イヤです。 
しかし、孤独な戦いなので、ぜひ励ましの書き込みを！ 
 
1日以上経っても書き込みが反映されない場合は、私宛にメールか電話で知らせてくださ
い。 

(PC等) 

[01681]  

投稿者： 
投稿日時： 

 
(PC等) 

[01347]お疲れさまでした  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/11 22:40:05 

おかげさまで、4回目の合宿も無事終了しました。 
雨も、そんなにひどくならず幸いでした。 
 
大阪組、熊谷組、茨城組、遠路の方々、事故もなく、無事帰還されたでしょうか。 
お疲れ様でした。 
 



 
 

 
 

伴奏を務めていただいた岡田さん、安藤さん、渋谷さん、ありがとうございました。 
そして、何より、松田先生、ほんとうにありがとうございました。 
 
さぁ、あしたから、また仕事ですが、合宿の余韻がさめないうちに、ハモニカ練習の習慣を
つけようと思います。 
 
では、では。 

(PC等) 

[01331]合宿終了  

投稿者：GG 
投稿日時：2008/05/11 20:20:04 

松田先生、皆様 楽しい２日間でした。ありがとうござい 
ました。次回はもう少し吹けるように精進いたします。 
 
そして、MASTER様 幹事役、本当にありがとうございます。 
こちらはいつも楽しませてもらうだけですみません。 
 
車に傘を忘れてしまいました。次回レッスンまでどこかに 
置いといていただけませんか。お手数をおかけします。 
 
車中で話題になりました、J.J.ミルトゥー氏自身が投稿（多 
分）している奏法の解説動画ですが、下記のYOU TUBEにアク 
セスして、J.J.MILTEAU で検索するといっぱいでてきます。 
私はReal Player（フリー版）で動画を保存して楽しんでい 
ます。とてもあんなようには吹けませんが。 
 
http://jp.youtube.com/ 
 
それでは皆様お疲れ様でした。 

(PC等) 

[01328]いよいよ  

投稿者：master 
投稿日時：2008/05/09 00:14:42 

＞みほかん 
 
地震、ほんと、いやな感じでしたねぇ。 
一瞬、いろんな意味で、人生終わりかな、と思いました。 
コキントウさんも、びっくりしてるだろな、なんてことも思いました。 
大きな被害もなくて、よかった、よかった。 
 
＞クニさん 
 
大阪組の引率、よろしくです。 
楽しみにしてます。 
 
＞岡田さん 
 
今回も頼りにしてます。 
 
＞皆様 
 
レス遅くて、すんません。 

http://jp.youtube.com/


 
 

 
 

 
 

 
 

週末、天気悪そうですね。 
「牧之原店」は、敷地が狭くて、ちょっと窮屈な雰囲気ですが、のんびりやりましょう。 
車のことなど、明日、相談しましょう。 
 

(PC等) 

[01327]茨城県の方々です。  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/05/08 23:46:21 

埼玉県も栃木県も結構揺れたらしいですが、前後の余震が 
ずっと続いてて不気味でしたね。 
大地震になる～～～と本気で思いました。 
 
ＢＭ岡ちゃん登場♪ 
いよいよ合宿だ～ワクワク 
その前に明日は教室ですよ～(^-^)/ 

(PC等) 

[01326]伴奏はいらんかぇ～  

投稿者：伴奏まん岡田 
投稿日時：2008/05/08 12:48:18 

伴奏のご用命、承ります!! 
今年もお世話になります。 よろしく。 
 
取りまとめ、幹事、スパム除去、お疲れ様です。> マスター 
 
昨晩、地震があったみたいですが、皆さん大丈夫でしたか? 
特に、茨城県な方々。 
 
 

(PC等) 

[01317]お世話になります。  

投稿者：kuni 
投稿日時：2008/05/01 19:37:35 

マスター アリさん みなさん。 
合宿ではお世話になります。 
今回は、５～６名で遠征しますのでよろしくお願いします。 
 
２日に帰阪し、大阪人の特権で春一♪楽しんできます！ 
まさ＆みほかん今年は残念ですが、来年は来阪してくださいね。 
 
○ちゃん、前売り買うたよ！ 
 
 
 

(PC等) 

[01316]合宿参加者  



 
 

 
 

 
 

投稿者：master 
投稿日時：2008/04/30 23:17:27 

＞みほかん さん 
 
ここ1ヶ月で、削除した書き込みは1000を超えたと思います。 
たぶん、機械的に書き込まれる仕組みになっているのでしょうが、まったく困ったもんで
す。 
 
＞みなさま 
 
参加申し込み、先生を含めて、２９名になりました。 
部屋数とベッドの数が限られているので、これが限界みたいです。 
もし、急用などで、キャンセルされる方は、早めにお知らせください。 
 
なお、現地までの「足」ですが、私の車（６～７名乗り）、まだ４～５名余裕があります。 
当日昼過ぎに出発の予定です。 
相乗り可能な方、遠慮なく、ご連絡ください。 

(PC等) 

[01315]マスターお疲れ様です。  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/04/30 18:57:28 

あの量の迷惑カキコミをひとつづつ消すなんて、気が遠くなりそう・・・ 
全世界から来る迷惑メールも困ったものです。 
迷惑メール対策をしたら、正しいメールまで迷惑メールと認識されたり(^^; 
 
さて、いよいよ週末から大阪名物、春一♪ 
合宿も迫って来ました～楽しみ～(^-^) 
 
 
 

(PC等) 

[01285]test  

投稿者：master 
投稿日時：2008/04/29 10:17:20 

毎日数十も無関係な書き込みがあるので、書き込みをいったん私の所でチェックして「い
たずら」ははじくようにすることにしました。 
毎日チェックしますが、書き込んでも見られるのが少し遅れてしまいます。 
パスワードを設定する方法も考えましたが、せっかくオープンな場が閉じられてしまうの
で、しばらくこの方法で対処することにします。 

(PC等) 

[01163]荒らし対策  

投稿者：master 
投稿日時：2008/04/26 09:47:24 

お気づきの通り、最近、無関係な書き込みがあまりにも多くなり、本来の役目を果たせなく
なっています。 
きっと、なにか自動的な仕組みで書き込んでいるのでしょう。名前もタイトルもIPアドレスも
バラバラなので、ブロックすることが難しく、ひとつずつ削除しているのですが、ホトホト疲



 
 

 
 

 
 

れてしまいました。 
今までどおり、オープンに書き込めるようにしておきたかったのですが、止むを得ず、パス
ワードを入れないと閲覧・書き込みができないようにしてみようと思います。 
合宿の時にパスワードをお知らせした後、変更する予定ですが、皆さんご存知のアルファ
ベット小文字3文字・・・わかりますよね。 
 
ところで、合宿の参加申し込み、皆さんからいただいていますが、返事してなくて、すいま
せん。 
これから、まとめて、近々、お知らせします。 
もうちょっと、お待ちください。 

(PC等) 

[00846]DVD御礼  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/04/07 18:52:14 

＞otoさん、アンデパンダンではお世話様でした。 
DVDとても良く撮れていました。ありがとうございました。 
早速、先日の教室の教材(?)になってしまいました(^^; 
 
 
＞グラサンＧＧさん、合宿楽しみですね♪ 
ハモニカも吹きましょ～～「も」です。 

(PC等) 

[00844]アンデパ映像  

投稿者：master 
投稿日時：2008/04/03 00:04:33 

昨日、大藤（おおとう）さんが、わざわざ来られて 
「アンデパンダンの演奏、ビデオ撮影したので、出演した方に差し上げて」 
DVDを3枚頂戴しました。 
 
4日にお渡しします。 
 
今回は、応援＆撮影に行けなかったので、大感謝です。 
 
ありがとうございました＞大藤さん 

(PC等) 

[00843]アンデパ～♪  

投稿者：アンディ 
投稿日時：2008/03/26 21:42:01 

楽しく参加させて頂きました♪ 
ブル～ス部門は生伴奏が増えましたね！ 
歌う人も出てきましたね～(^。^) 
いろんな表現があるんだな～・・と感じました。 
 
ミホさん、ノリさん、王子くん、またヨロシクっすm(゜ω゜)m 
応援に来てくれた皆様、ありがとうございました！ 
 
ニホンノカレ～チャハンハウマイデスネ♪ 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

[00815]アンデパ応援御礼♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/03/25 22:55:19 

例年は一番最後の１０ホールズが、今年は最後から２番目に昇格（？） 
途中もとてもスイスイ進んで、２時半に出番が回って来てしまいました。 
ゆきち、けいちゃん、岩井さんはせっかく来てくれたのに、間に合わなかった。 
 
Ｏ村、まき、かず、Ｏ画伯、アカさん、トク、マルと、打ち上げのみ参戦 
ミノルダ、そして陰ながら応援してくれたマスター、皆ありがとぉぉぉ～♪ 
 
今年の１０ホールズは、生ギター伴奏で歌を歌いハモニカを吹くブルース 
多数で、私もブルースが吹きたくなりました。 
もちろん、ノリ姉、イトーオージ、私も、自分らしいハモニカを披露♪ 
 
私の伴奏をしてくれた、日系３世アンディ・テツ・ワイルダーは、愛用の 
カマカのウクレレを持って、わざわざハワイから来日！ 
テツ、サンキュー(^-^)/ 
 

(PC等) 

[00723]  

投稿者： 
投稿日時： 

 
(PC等) 

[00636]アンデパンダン  

投稿者：master 
投稿日時：2008/03/22 19:36:11 

ピークを迎えつつある仕事の忙しさに、身内の入退院などが重なり、アンデパンダン、行
けませんでした。 
同志！のみなさん、いかがでしたか？ 
陰ながら、声援を送っていました。 
 
練習は裏切りませんよね。 
努力の成果を合宿の時にでも披露してください。 

(PC等) 

[00635]すいててよかった♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2008/03/21 23:23:13 

先生、雨の中お疲れ様でした。 
寝不足に花粉症・・・お体に気をつけて(^-^)/ 
 
で、皆様～明日はアンデパです。 
今年は、ノリ姉、イトーガハク、私が参戦致します。 
皆で森下文化センターへＧＯ♪ 

(PC等) 
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[00634]すいてた  

投稿者：ari 
投稿日時：2008/03/20 23:59:23 

みほかんどの 
御陰さまで阿見町まですいすい行けました。ありがとう。 
雨で行楽客出なかったのかな・・ 
道もめちゃ解り易かった。 
 

(PC等) 


