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表示件数  100 変更

[00532]続写真アップ御礼♪  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2007/05/22 22:31:19 

先生、お忙しい中ピンボケ手ブレ多数の画像アップして頂き 
誠にありがとうございます！ 
 
それにしても「ブッキングせよ。」 
このミッションしびれます・・・。 
成功を祈る！頑張れクニ興行！！ 

(PC等) 

[00530]写真アップ御礼♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/05/22 19:19:17 

先生、写真沢山アップして頂きありがとうございました。 
 
ミノルダに撮影写真を全部送ったと聞いていたので、ヘンなのあったら 
どうしようかと思ってたけど、ちょっとほっとした(^^; 
 
「まちごうた」には大爆笑！ 
でも、赤いグラサンお似合いだったので残念。 
 
で、アリタイの日記読んで、すぐレンタルビデオやに直行したけど、 
この辺にアメリカンスプレンダーは置いてなかった・・・ 
 
でも、サントラ買っちゃった～～♪←アマゾン依存症 
 
皆さ～ん、先生のライブスケジュール、すごいですよ～ 
行くしかないでしょ(^-^) 
 
 
 

(PC等) 

[00528]えらいこっちゃ！  

投稿者：クニ 
投稿日時：2007/05/21 22:02:07 

＞8月23か24で天六のお笑い小屋にてデビュー予定。 
クニ興行にてブッキングせよ。 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

了解しました！！！ 
よろしくお願いします！！！ 
 
えらいこっちゃ～天六仲間にメールしまくります。 
今週末、みんなで集まるので緊急会議開きます。 
 

(PC等) 

[00527]写真追加  

投稿者：ari 
投稿日時：2007/05/21 15:42:41 

やっと福島君の写真アップできましたので、追加ベージ分観て下さい。 
 
クニさん、8月23か24で天六のお笑い小屋にてデビュー予定。 
クニ興行にてブッキングせよ。 

(PC等) 

[00526]笑  

投稿者：クニ 
投稿日時：2007/05/19 21:45:05 

合宿のお礼を書き込もうと思いきや！？ 
アリタイ、はもらん共に笑う笑う～♪ 
 
Ａ先生は大台を境にお笑いに転向…？ 
来月の大阪６０祭はアナザーから、Ｂ１角座に小屋変更でっか！？ 
 
みなみな様、勝浦ではお世話になりありがとうございました。 
これが言いたかっただけやのに…（笑） 
 
 
 
 

(PC等) 

[00525]Re:まちごうた  

投稿者：master 
投稿日時：2007/05/19 00:50:10 

マジ、焦った。 
もしかしたら、７時過ぎに皆さん来る?とドキドキしたけど、 
もちろん誰も来なかった。 
あー良かった。 
 
…いつつ、年下ですもん。 
 
先生も、ここのトップページ、チェキ! 

(PC等) 

[00524]まちごうた  

投稿者：ari 



 
 

 
 

 
 

 
 

投稿日時：2007/05/18 23:27:49 

今日教室に行った。甲斐さん仕事してた。 
ほなさいならぁ。 
 

(PC等) 

[00523]楽しかったですね♪  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2007/05/15 23:22:33 

松田先生、マスタ～＆皆さん、ありがとうございます！ 
毎回とても楽しく良い時間を過ごせて嬉しいです。 
またとても勉強になります。 
感謝してます♪またよろしくお願いしますね！ 
 

(PC等) 

[00522]ありがとうございました  

投稿者：master 
投稿日時：2007/05/15 23:08:14 

皆様ひとりひとりの、ちょっとした遊び心と、控え目な好奇心と、目立たないけど温かい心
遣いと、酒の勢いと、音楽好きの気持ちと、そして松田先生へのリスペクトがミックスされ
て、楽しい２日間になりました。 
途中、空を飛ぶか、という緊張の瞬間もありましたが、無事で何よりでした。 
さぁ、次は年末の発表会です(まだ、早いか)。 
 
松田先生、さっそく写真をアップしていただき、ありがとうございました。 

(PC等) 

[00521]Noクリック  

投稿者：ari 
投稿日時：2007/05/15 17:19:57 

クリックではなくサイト名をコピー後、適当にペーストしてください。 
失礼しました。 

(PC等) 

[00520]写真アップしました  

投稿者：ari 
投稿日時：2007/05/15 17:15:01 

みなさまお疲れさまでした。  
今年は例年になく盛り上がった合宿になりましたね。 
伴奏の岡田さん、ワイルダーありがとうさん。 
それからマスターのケアーに感謝、旅籠屋さんは本当に安くて、快適な 
ホテルだと実感しております。 
 
皆さんの写真アップロードしました。下記のサイトをクリックして下さい。 
パスワードは合宿の日にお誕生日を迎えられた方の姓を半角英字で入れて下さい。 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

http://homepage.mac.com/ari12/PhotoAlbum46.html 
 
それでは明日16日の私の吉祥寺マンダラ2でお会いしましょうね? 

(PC等) 

[00519]合宿 高!!  

投稿者：伴奏マン岡田 
投稿日時：2007/05/15 07:16:40 

いやぁ、 高に楽しかったです。 
 
オーシャンビューのお洒落なバーに奇麗な宿舎。 それに皆さん 
の素晴らしい演奏と、なんでも楽しんでしまう心意気!! 
あの二日間を皆さんと共有できた事を本当に嬉しく思います。 
masterはじめ合宿を盛り上げてくださった皆さんに感謝です。 
 
伴奏してるだけで、とても楽しかったです。 あんな拙い伴奏で 
よかったら、また呼んでください。 

(PC等) 

[00518]飲んで吹いて歌って大爆笑！  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2007/05/14 22:58:56 

先生、マスターお疲れ様でした！ 
 
年々面白くなっていくのは気のせいでしょうか？？ 
皆様のおかげです！ 
ありがとやんした！ 

(PC等) 

[00517]合宿御礼♪  

投稿者：みほかん 又は リチャードギアのヨメ 
投稿日時：2007/05/13 23:08:22 

合宿 高でした♪ 
 
先生、マスターには感謝してもしきれません。 
 
そして個性的で貴重で大事な仲間の皆々様にも感謝♪ 
 
今、デジカメ映像をパソコンに移したところ、１７３枚も撮影していた 
ことが判明・・・下手ななんとかも数打ちゃあたるってやつか。 
あたってなかったりして・・・(^^; 
ゆきちゃんからYAHOO PHOTOの使い方も教えてもらったので、良く 
吟味してから先生にお送り申し上げます。 
 
朝市で購入した旬の採りたてソラマメを、ハクちゃん直伝の焼きソラマメ 
にしたら、甘くて香ばしくて、又ビールが進んでしまいました(^^; 
 
まるちゃん、まっぐろのさすみ（刺身）食べて元気になるっぺよ～（茨城弁） 

(PC等) 

http://homepage.mac.com/ari12/PhotoAlbum46.html


 
 

[00516]今年も大盛り上がりでしたね  

投稿者：マル 
投稿日時：2007/05/13 18:49:41 

皆様 
いや～今年も楽しかったですね～。 
気の合う仲間と老若男女の分け隔てなく、楽しく陽気に過ごした 
この２日間 高でした！ 
 
 
きれいな宿『ファミリーロッジ旅籠屋』さん。 
⇒清潔感あふれる客室とロビー。まさに快適空間ここにあり！ 
 
オーシャンビューを満喫できる１次会会場。 
⇒空は快晴。澄んだ空気と海・・・癒されました。 
 
「ハモニカ＆歌＆会話に笑い」で大いに沸いた２・３次会。 
⇒今回は６月初旬の晴れ舞台に上がる３名の気合の入った演奏が 
 聴けたし、自分もヘタッピながら１曲披露できたので大満足！ 
 また、部屋に移動してから夜半までした歓談＆演奏も合宿の醍 
 醐味でした！ 
 なかでも、初参加の石田さんとの交流は非常に楽しかったです。 
 
 
次回参加の際は体調万全で望み、お酒を飲み飲み、ハモニカプカプカ、 
会話ペラペラしたく思います。（皆さんお気遣いありがとうございました） 
 
皆さんまたお付き合いよろしくお願いしますネ(^_-)-☆ 
 
 

後に・・・ 
今回アレンジくださいましたマスター様ありがとうございました。 
 
 
あっ、報告忘れてました。勝浦の朝市で購入したマグロのブロック。 
なんと建築資材のブロック(しかも黒色)に入れ替えられていました！！！！ 
そう 真っ黒゛のブロックに・・・まっぐろのブロック・・・。。。。。 
 
こんなボケしか重いつかなくスマンのー・・・エロースンマヘン。 
 
本当は状態の良い１．３キロ(800円也)もの美味しそうなマグロが 
ちゃんと箱に入っていましたよ～。 

(PC等) 

[00515]合宿旅行  

投稿者：master 
投稿日時：2007/05/08 13:47:10 

いよいよ、今週末に迫りました。 
 

終的に、松田先生を含め、27名参加ということになりました。 
 
午後3時半過ぎには、夕食会場に出発しますので、遅くとも3時半までに、「ファミリーロッ
ジ旅籠屋・千葉勝浦店」にお集まりください。 
湾岸道路から館山自動車道に入り、市原インター下車、あとは国道297号線を一直線で
すが、途中、Ｔ字路を左折・右折する箇所がひとつずつありますのでご注意ください。 
なお、市場インターから現地までは約50kmです。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
くれぐれも安全運転で、お越しください。 
 
PS.私の車には、白田さん、飯塚さん、岩井さん、増田さんの5名乗車の予定ですが、まだ
1～2名の余裕があります。 
足のない方は、どうぞ。 
拙宅前を12時半に出発の予定です。 

(PC等) 

[00514]春一  

投稿者：まさG 
投稿日時：2007/05/06 21:39:41 

春一の先生良かったです。 
ダニーボーイに泣きました。 
 
クニさんには大変お世話になりました。 
まるトクと楽しい夜が過ごせました。 

(PC等) 

[00513]大盛況♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/05/02 23:14:31 

マスターのナイスアレンジのお陰で、今年の合宿も盛り上がりそう～～ 
オーシャンビューのダイニングバー♪ワクワク 
 
で、いよいよ、あさっては春一(^-^) 
こちらも盛り上がること間違いなし♪ 
 

(PC等) 

[00512]合宿旅行  

投稿者：master 
投稿日時：2007/05/01 19:49:16 

おかげさまで、合宿の参加申込が３０人くらいになりました。 
部屋数が少ないので、エキストラベッドでお休みいただく方が増えますが、ご容赦くださ
い。 
 
なお、当日の夕食＆演奏場所としてしゃれたダイニングバーを借りたのですが、時間が夕
方４～６時です。 
早い時間ですいません。 
くれぐれも、３時半頃までに空腹で現地集合をお願いいたします。 

(PC等) 

[00511]さ～てと！  

投稿者：クニ 
投稿日時：2007/04/30 12:01:37 

いよいよハルイチハルイチ～♪ 
その次ガッシュクガッシュク～♪ 



 
 

 
 

ワクワクドキドキビールがまわるまわる～♪ 
 
失礼しました。 
みなさま、今年もご厄介かけます。 
よろしくお願いします。 
 
PS.  
日ごろの行いの良さで、５月の会議は合宿前日の金曜日に決定。 
交通費ウキウキ！！！ 
来阪予定のまさ＆みほかん、徳＆○ちゃんにチョットだけ還元します。 
ちょっとだけ？ 
そう！せこいのはサラリーマンの特権！ 
 
いややのぉ～（苦笑） 
 
 
 

(PC等) 

[00509]映像御礼  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/04/26 18:57:37 

oto様 
シービグシーモアのピアノバージョンが非常に印象的だったので、 
又聴けて良かったです。 
ブルース小学生も進化していますね。 
 
マスター様 
ダビングありがとうございました。 
渋谷＆浅草組で男性控室を占拠してるのがおかしかったです。 
皆直前にものすごい練習してましたね～ 
別の曲が同時に聴けるという状況・・・(^^; 
 
で、まさGは次回アンデパでは、ソロデビューを果たすらしいです。 
 
もうすぐ合宿ですね～楽しみ～♪ 
マスター、何かお手伝い出来ることがあれば、何なりとお申し付け 
下さいませ。 
 
その前に、私達は今年も大阪に春一を見に行きま～す♪ 
トク＆まるちゃんも来れるらしい(^-^)/ 

(PC等) 

[00508]アンデパンダン映像  

投稿者：ノリ 
投稿日時：2007/04/23 21:50:24 

kotoさん 
masterからDVD頂きました。 
とても奇麗に撮れてますね。 
自分の映像は顔から火が出る思いでしたが、 
いい記念になりました。 
有り難うございます。 
 
masterさん 



 
 

 
 

 
 

 
 

毎度お世話になります。 
DVDとコピー有り難うございました。 
ただ今格闘中！ 
私にで・き・る・か・なぁ？？？ 
 

(PC等) 

[00507]アメージング  

投稿者：まさＧ 
投稿日時：2007/04/21 22:56:28 

今日、後輩の披露宴でアメージングを吹きました。 
スピーチは考えていたことの半分も言えませんでしたが、 
演奏は皆に良かったと言ってもらえました。 
不思議と緊張はしませんでした。 
 
こんな風に人前でハーモニカが吹けるのは、先生のお陰です。 
昨日の教室も楽しかったです。 
 
「音楽の先生にあんな風に音楽を教えてもらえたら、 
子供の時に、もっと音楽が好きになってたなぁ・・・」と 
ミノルダが言っていましたが、自分も同感です。 

(PC等) 

[00506]アリちゃ～ん  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2007/04/19 00:03:29 

今夜「アーリーvsラストショウ」いって参りました！ 
還暦記念？赤いグラサンでギター抱えてシャウトする姿は 
もはや「先生」ではなく「アリちゃ～ん！！」状態でした！ 
今日はホント寒かったけど熱くなれました！ 
1年に1回と言わずまた演ってください！ 

(PC等) 

[00505]Re:アンデパ映像  

投稿者：master 
投稿日時：2007/04/15 21:37:36 

遅くなりましたが、otoさん、DVDありがとうございました。 
すごくキレイに撮れてますね。 
もしかしてHDカメラですか？ 
撮影スペック、教えてください。 
 
DVDの容量に余裕がありそうなので、otoさんから届いたデータに、私のデータを加えて、
1枚に焼きました。 
浅草の皆様には20日にお渡しします。お楽しみに。 
渋谷の皆様には、どうしましょう。 
先生にお預けするか、合宿でお渡しするか、どちらかにします。 

(PC等) 

[00504]話題に参加できウレシイ～  



 
 

 
 

 
 

投稿者：マルちゃん 
投稿日時：2007/04/12 22:44:36 

お久しぶりです♪ 
 
アリさんの書き込みで僕が出てるとクニさんから聞き、早速書き込み^ ^ 
大好きな帽子についてアリさんから思わぬ評価をもらいウキウキです！ 
ありがとうございます！ 
 
そろそろ春～秋用の帽子に切り替えようかとタイミングを計ってます。 
 
アリさんのライブに行きたかったなぁ。 
ホントご無沙汰でスミマセンっ！！ 
 

後に、まさＧ アメージング~ものにできるよう頑張って下さいネ。  
(PC等) 

[00503]プレッシャー  

投稿者：まさG 
投稿日時：2007/04/12 19:57:16 

アメージング頑張ります。 
(PC等) 

[00502]帽子  

投稿者：ari 
投稿日時：2007/04/10 00:29:54 

昨夜はありがとさん。 
帽子はマルちゃんがよく似合うけど、前からトップが何か寂しかったのと、 
下北の古着屋で安いの見つけたんよ。 なかなかラフに着こなすのは難しいけどね。 
マサカンどの、アメージングたのんまっせ。 
 

(PC等) 

[00501]ライブ＠シモキタ  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/04/09 19:34:16 

その前に、↑OTOさんありがとうございます♪ 
マスター、貸出して頂ければ、自分でダビします。 
 
で、本題。 
 
昨日は下北沢ラカーニャで先生ライブに行ってまいりました。 
そう言えばカーニャって生ビールのことかな・・・ 
こじんまりしたスペイン風な小屋で、トイレはガウディ♪ 
プライベートライブみたいに贅沢にたっぷり堪能させて 
頂きました。 
 
まさＧにとっては久々の先生ライブでした。 
近々後輩の披露宴でアメージンググレースを吹くつもりで 
練習していますが、先生のアメグレが聞けて良かった～と 
申しておりました。 



 
 

 
 

 
 

 
アンコールは今や定番の超高速オレンジでしたが、スピード 
アップの張本人であるフィドルの岸本さんは、中川イサトさん 
から、「スピード上げてアリちゃんの寿命を縮めとる！」と 
お説教されたとか・・・(^^; 
 
黒の中折れ帽がおしゃれでした。 
ペンシルストライプのダブルのスーツだともっと良いかにゃ。 
裏地は紫のペイズリーとか←マフィアじゃないんだから（^^; 

(PC等) 

[00500]アンデパ映像  

投稿者：k.oto 
投稿日時：2007/04/08 23:38:16 

アンデパンダンの映像を撮りました。 
ＰＣに取り込み多少加工してDVDにしましたので、 
masterのところに送ります。 
masterもビデオ撮っていましたから重複しますが、 
異なるアングルからの映像も見てください。 

(PC等) 

[00499]インデペンデン(=゜ω゜)ノ  

投稿者：ワイルダ♪ 
投稿日時：2007/03/22 23:34:52 

お疲れ様でした＆楽しかったですね♪ 
画伯、ノリさん、ハモハモ夫妻の皆様、ありがとうございましたm(__)m 
また一緒に演奏しましょうね！ 
 
応援に来てくれた皆さん、心の支えになって嬉しかったです。 
空いてる時間の先生との会話も良い想い出になります♪ 
打ち上げも楽しかったです。 
あかじぃも出ましょうね(^。^) 
 
また一緒に演奏できるよう頑張りマッスル(^-^)/ 
 

(PC等) 

[00498]アンデパンダン♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/03/22 19:03:17 

先生＆出場者の皆様、朝早くからお疲れ様でした。 
マスター＆皆々様、応援ありがとうございました。 
 
総勢6組の渋谷＆浅草の出場者は、選曲はもちろん、 
皆それぞれ個性的で、ハモニカって色々楽しめるよ～♪って 
気持ちが伝わったのではないかと思います。 
 
まだ出てない人、来年は是非是非♪ 
 
ノリちゃん、お疲れ～ステージ度胸は初出場とは思えないね♪ 
 



 
 

 
 

 
 

ワイルダも長い時間ありがとね～。 
ワイルダあってのハモハモギターズなのだ(^-^)/ 

(PC等) 

[00497]アンデパンダン  

投稿者：ノリ 
投稿日時：2007/03/21 22:13:29 

勇をふるってついに出場、アンデパンダン！ 
頭まっ白、足ガクガク、 
それでも充分楽しみました。 
私の頭はどうなっているのやら～。 
記念すべき舞台でした。 
先生はじめ伴奏のテッちゃん、応援の皆様 
本当にありがとうございました。 
 

(PC等) 

[00496]ライブ速報♪  

投稿者：みかぽん 
投稿日時：2007/03/04 23:06:00 

先週金曜日は今年初のBITでの先生ライブ♪ 
今回はおひな祭り前夜祭で男子1人を囲んで女子6人で 
で楽しんで参りました♪ 
 
ギター2本（たまにバンジョーやマンドリン）とフィドル 
をバックにいつも以上にハモニカの多彩な音色が際立って 
いました(^-^) 
 
愛犬フクちゃんに捧げた新曲「フクちゃん雲に乗る」は 
空を駆けてるフクちゃんが目に浮かんでくるみたいなメロディ♪ 
 
数あるお気入りのなかでも、特に気に入ったのが、 
まるで夫婦漫才みたいな「ニューブロック＆タックル 
ブルース」それが・・・大阪弁に聞こえたのです(^^; 
 
ハモニカってほんと面白い。 
聞くのも吹くのもやめられない。 
 
 
 

(PC等) 

[00495]おおっ♪  

投稿者：みぽりん 
投稿日時：2007/02/09 19:09:15 

本日、朝日新聞朝刊経済欄に旅籠屋さんの記事が!!! 
まだ見てない方、check it out! 
 
モッコリーナ情報でした♪ 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

(PC等) 

[00494]なるほどー  

投稿者：master 
投稿日時：2007/02/08 22:26:24 

＞みほかん さん 
 
大地震の揺れ元・・・なまず2匹 
 
なるほどー、そういう意味でしたかぁ。 
うまい！ 
 
・・・大社長とか、ご容赦とか、それは、もー勘弁してくださいね。 
そんなんじゃないですから。 
「はもらん」やりにくいですから。 
浮世は忘れて、ぴーひゃら、ということで。ね。 

(PC等) 

[00493]なまず～！  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2007/02/08 22:05:17 

なまず絵、浮世絵の面白いのありますよね♪ 
擬人化してたり(^。^) 
アンデパも大ナマズりたですね！ 
 
モコリ～ナはナマズの仮装で応援ね(^_-) 
 

(PC等) 

[00492]平にご容赦を。  

投稿者：みかぽん 
投稿日時：2007/02/08 19:09:32 

大社長をなまず呼ばわりしてはいけませんね。 
 
私はなまず状態でしたけどね。 
他にもなまずな方々はいましたけど、 
私たちはカメラ直下でしたから。 
 
江戸時代の大地震の時に売れたという「なまず絵」 
という浮世絵を見たことがあるんですが、このなまず達は 
とてもラブリーなんです。（フォローのつもりか・・・） 
 

(PC等) 

[00491]Re:なまず２匹・・・  

投稿者：master 
投稿日時：2007/02/07 19:58:54 

9万円台になったけど、5万円台くらいまで下がるのを期待してます。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
富豪？ なわけないでしょ。 
誤解されてるかな。 
 
ところで、「なまず２匹・・・」って何だろう？ 

(PC等) 

[00490]なまず２匹・・・  

投稿者：みぽりん 
投稿日時：2007/02/06 18:25:03 

個人でハイビジョンビデオの時代なんだ～ 
お肌のお手入れしなくっちゃ(^^; 
 
マスターって富豪♪ 

(PC等) 

[00489]Re:震源地はやっぱワタクシ(^^;  

投稿者：master 
投稿日時：2007/02/06 00:20:01 

すいません、大地震の震源はワタクシに違いありません。 
だって、三脚、座ってたイスに据えてましたから。 
 
予定では、今年中に、ハイビジョンのビデオカメラに買い換えます。 
そしたら、HD並は無理ですが、DVDでももう少しきめ細かい画像をお届けできるはず。 
 
ご期待ください！ 
 
あくまで予定なので、期待しているほど値下がりしなかったら延期の可能性アリ。 

(PC等) 

[00488]震源地はやっぱワタクシ(^^;  

投稿者：みかぽん 
投稿日時：2007/02/05 18:57:07 

マスターDVD編集お疲れ様でした。 
 
画面がタテノリになっている曲アリ・・・ 
特にゆきちゃんは大地震に見舞われている(^^; 
ノリノリってことで、お許しを。 
 

(PC等) 

[00487]業務連絡  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/01/22 18:17:59 

ハクちゃんへ 
 
先日言ってたCDは、アマゾンで売っていました。 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

「ジャン ジャック ミルト」で検索して下さい。 
Milteauでもミルトゥーでもヒットしません(^^; 
アルバムタイトルは「バスティーユ ブルース」でした。 
 

(PC等) 

[00486]２００７年始まり始まり(^-^)  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/01/21 19:59:26 

新年会楽しかった～♪ 
初教室と思いきや、いきなり飲みに突入(^^; 
 
初心者クラスには松阪牛氏の奥様が初参加。 
まさにその通り！夫だけにいい思いをさせてはいけません(^^; 
一緒に楽しみましょ♪ 
 
「福耳」松さまの花魁姿うつくしかったわ～ 
 
わいるだ、今年もアンデパ頼むぜ～♪ 

(PC等) 

[00485]今年もファイトで(^-^)/  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2007/01/21 13:46:34 

新年会楽しかったです♪ 
毎回参加させていただきありがとうございます。 
良い仲間・良い音楽、今後も楽しみたいです。 
アンデパも楽しみます！ 

(PC等) 

[00484]昨晩は  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2007/01/20 22:29:00 

楽しかったです。 
実は発表会以来吹いてなかったアタシ．．．。 
皆さんに再会して漸くエンジンかかりそうです(^_^; 
 
マスターDVD作成お疲れさまです。 
ゆきちゃん写真ありがとね～ 

(PC等) 

[00483]寒中見舞い  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2007/01/07 07:29:57 

皆様、本年も宜しくお願いいたしま～す。 
19日皆様にお会いできるの楽しみにしております。 

(PC等) 



 

 
 

 
 

 
 

[00482]新年、おめでとうございます  

投稿者：master 
投稿日時：2007/01/06 23:28:19 

皆様、明けまして、おめでとうございます。 
 
12月にひいた風邪もようやく治り、模様替えした部屋で元気にハモニカを吹いておりま
す。 
 
アンデパンダン、性懲りもなく出るつもりでしたが、ちょうど両親との旅行の予定にぶつか
り、断念しました。 
間違いなく、度胸はつきますから、皆さん、こぞって参加してください。 
 
19日に向けて、発表会の映像を編集中です。 
今年からは、基本的にDVDにしてお配りしようと思っています。 
ビデオでなくちゃ、という方がいらっしゃいましたらお知らせください。 
 
では、今年も、ハモニカ吹いて、充実した1年にいたしましょう。 

(PC等) 

[00481]遅ればせ謹賀新年♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2007/01/05 22:32:35 

先生を始め、皆々様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申し上げます。 
 
私は今日から仕事始めでしたが、明日から３連休で正月ボケボケは 
まだ続く・・・ 
まさＧは今日も休みでツーリングなんか行っちゃってクヤヒ～ 
 
さて、ノリさんとハモハモギターズは本日早々とアンデパに申し込みました。 
皆様の参戦をお待ち申し上げております♪ 
 
 

(PC等) 

[00480]みなさま 良いお年を！  

投稿者：クニ 
投稿日時：2006/12/29 12:18:24 

今朝、大阪は初雪が降りました。 
今は快晴ですが肌寒い一日です。 
 
今年は、遠方より合宿、発表会等参加させていただき、ありがとうございました。 
来年もよろしくお願いします。 
 
仕事納めの事務所にて。後は納会でビール飲んで終わりです～早よ納会やらんかなぁ
（笑） 
 
 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

[00479]メリークリスマスでございます♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/12/25 19:38:10 

すげ～YOUTUBE！ 
あっと言う間に一時間経過・・・ 
ハモニカ教えてるビデオ多数発見。 
チャーリーマッコイライブビデオ多数発見。 
プリンス見まくり(^^; 
 
ハモニカって手作りなんだ(^-^) 

(PC等) 

[00478]こうしてハーモニカはできる  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/12/25 19:09:32 

http://www.youtube.com/watch?v=UuG6MO6PXZw&mode=related&search= 
(PC等) 

[00477]メリークレスマス  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/12/24 16:02:21 

みなさん元気? 
発表会が終わって気が抜けてるでしょうね・・・イヒヒ。 
来年はびしびしいきまっせぇ。 
それまでYOUTUBEなんか観てお勉強しましょう。 
アンデパンダンけっこう参加表明聴いています。 1/5から先着受付です。 
みなさんどんどん参加してくださいね。 
それでは良いお歳をお迎え下さい。 

(PC等) 

[00476]興奮さめやらず  

投稿者：ノリちゃん 
投稿日時：2006/12/06 15:24:14 

発表会が終わってしまいましたが、 
いまだステージの興奮さめやらず・・・！ 
クセになりそうー。 
２次会、３次会に行けなかったのが心残り！ 
次回のフィーバーを楽しみにしています。 
先生はじめバンドの皆様、教室の皆様 
ありがとうございました。 

(PC等) 

[00475]終わってしまった・・・。  

投稿者：モッコリ～ナ 
投稿日時：2006/12/05 22:48:50 

松田先生、おっくんバンドの皆様ありがとうございました！ 
マスター、ゆき＆けいちゃん毎度お世話さまです！ 

http://www.youtube.com/watch?v=UuG6MO6PXZw&mode=related&search=


 
 

 
 

 
 

 
 

そして出演者の皆様お疲れさまでした！ 
ホント楽しかったです♪～ 
見に来てくれた新人さん達！ 
来年は出番ですよ～ 
 

(PC等) 

[00474]次回は・・・  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/12/04 18:28:33 

２万円にならないように、奥さん孝行しなくちゃね～クニさん(^^; 
 
ハクちゃん、ナースが吹いた曲が入っているアルバムは 
２０でも２１でもなく「２２IMPRESSION」でした。 
でももうアマゾンでは売っていないみたいです。 

(PC等) 

[00473]食欲が…  

投稿者：クニ 
投稿日時：2006/12/04 00:19:53 

今朝からモッコリ～ナ♪の勇姿がちらついて食欲が少し落ちました（笑） 
 
ガラガラ声のまま昼過ぎに帰阪したとたん、 
ヨメから「どうやった？」 
「メッチャおもろかったけど、俺の演奏はボロボロやった～」 
「ふ～ん」言いながらニヤリ。 
ニヤリの裏にある「ざまぁみさらせ！」の優しいお言葉、しかと受け取ったぞ（泣） 
（配偶者ネタ、一回うけたらひつこいで） 
 
二次会での、画伯、赤さん、白さん、先達御三家の濃い人生論、勉強になりました。 
 
全てのみなさんありがとうございました！ 
 

(PC等) 

[00472]ありがとうございました♪  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2006/12/03 23:52:21 

今年も参加させていただいてありがとうございました(^-^)/ 
皆さんのステ～ジどんどん素晴らしくなってますよね！ 
楽しかったです♪今日は爆睡でした・・(^。^;) 
 
モッコリ～ナが目に焼きついてます・・。 
 

(PC等) 

[00471]あ～楽しかった～(^-^)  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/12/03 21:51:00 



 
 

 
 

 
 

 
 

先生、おっくんバンドの皆様、伴奏ありがとうございました。 
マスターいつも色々お世話様です。 
ゆきちゃん、けいちゃん、２次会３次会まで幹事ありがとね～ 
 
今年は前日教室もあり、先生には超厳しいダメ出しを頂きましたが、 
発表会の演奏には生かされずじまい・・・ 
去年の３０倍アガってしまいまして・・・ 
 
皆様の演奏ビデオは５０インチ大画面で盛大に見たいのですが、 
自分のところだけ８インチで部屋暗くしてヘッドホンで音聞いて 
背中丸めてこっそり見たい気分です。 
 
しかし、３次会のカラオケは狂乱のライブ会場と化しました。 
ゆきちゃんもクニさんもハモニカフルセット持ち歩いていて、 
どんなキーにも対応可。見習わねば♪ 
 
終わっちゃってさみし～～ 
 

(PC等) 

[00470]終わった～  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2006/12/03 02:40:53 

みなさま。ほんと、お疲れ様でした♪ 
すてきな演奏で、とても楽しい発表会でした。 
 
何回やってもアガってしまうのだけど（＾＾；） 
バンドをバックに演奏するのは気持ちがいいですね。 

(PC等) 

[00469]発表会、終了！  

投稿者：master 
投稿日時：2006/12/02 22:39:37 

みなさ～ん、お疲れ様でした。 
松田先生、おっくんバンドのみなさん、ありがとうございました。 
 
なんか、発表会が終わった途端、師走の気分になりました。 
 
あー楽しかった・・・ 

(PC等) 

[00468]良い勉強になりました！  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2006/12/02 01:55:19 

教室練習参加出来てよかったです＆ありがとうございました(^-^)/ 
いよいよ本番！ミノルダの後ろでガンバリます♪ 
皆さんのステ～ジ楽しみです！盛り上がりましょ～ネ！ 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[00467]ピンクのアンプ  

投稿者：master 
投稿日時：2006/11/30 02:26:19 

> ピンクのアンプ持って行きますね♪ 
 
おおー！！！ 

(PC等) 

[00466]先生、マスタ～、皆さんすみませんm(__)mペコ  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2006/11/30 00:38:00 

お言葉に甘えて参加させて頂きます。 
初教室緊張してると思いますがよろしくお願いします！ 
マスタ～、ピンクのアンプ持って行きますね♪ 

(PC等) 

[00465]おねがいします  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/11/29 14:54:06 

そうですね。 助かります。 ワイルダーよろしく。 
(PC等) 

[00464]Re:松田先生、マスター、教室の皆様へ  

投稿者：master 
投稿日時：2006/11/29 14:18:31 

確かに、それは良いアシデアだと思います。 
私は、まったくNo Problemですが、 
松田先生、いかがですか？ 

(PC等) 

[00463]松田先生、マスター、教室の皆様へ  

投稿者：ミノルダ 
投稿日時：2006/11/28 23:30:55 

今週の前日練習にワイルダを参加させてもよろしいでしょうか？ 
当日の開演前のリハーサルがスムーズにいくと思いますので。 
ご検討お願いします！ 

(PC等) 

[00462]はいッ！  

投稿者：クニ 
投稿日時：2006/11/26 22:07:48 

がんばって吹いて唄います！ 
 
ん～がんばって…と言うのもおかしいなぁ？ 



 
 

 
 

 
 

楽しんで……と言うほど余裕も無いし。 
そや、ニ次会でがんばります！ 
 
勇んで上京しますので、先生、皆様、よろしくお願いします。 
お上りさんをいじめんといてくださいね。 
 

(PC等) 

[00460]いよいよ来週♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/11/25 17:00:12 

昨日はやや心身共に弱っていましたが、まさGに連行されて、 
教室に行きました。でも少し手前の路地の辺で、トクさん渾身の 
ウォルターズブギが聞こえて来て、おおっ～♪と俄然元気が 
出てきました。 
 
皆のハモニカ聞いて元気になって、自分で吹いて気が晴れた♪ 
 
久々のハクちゃんはちゃんと発表会に間に合わせて来ました。 
昨日欠席の皆さんうかうかしていられません。 
 
新人コースは超贅沢なじゅんちゃんだけ個人レッスン。 
新人の皆さん、じゅんちゃんだけに贅沢な思いさせといて 
良いんですか～～ 
 
けいちゃん登場で、浅草の皆もお洋服、衣装、キグルミ等々 
考えねば。 
曲とコーディネイトしてね～♪ 
 
 
 
 

(PC等) 

[00459]やっほ～ぃ♪  

投稿者：けいちゃん 
投稿日時：2006/11/25 12:18:41 

浅草教室、熱気むんむん！て感じですね。 
あと一週間となりました。 
私も練習がんばらねばっ。 
 
衣装も～～♪期待してますからねっ♪ 

(PC等) 

[00458]あと少しですね  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/11/25 01:17:28 

だから力抜いてぇ・・・・・・マスター。 
 
松坂のMさん、観てる?  頑張ってね。 本番待ってるよ。 
クニさん、歌頼むで。もちろんハープもね。 



 
 

 
 

 
 

 
 

今日欠席のみなさん、来週待ってるよ。 
みんな日に日に進歩してますよ。 
初級クラス、今日はどうしたの? 
 
後少しよろしくね。 
 

(PC等) 

[00457]くっそー  

投稿者：master 
投稿日時：2006/11/24 20:11:01 

ただいま、教室真っ 中。 
きょうは、一番 初にレッスンしていただいたので、気が楽。 
 
もっと、力を抜いて軽く！ 
もっと、3連のリズムを感じて！ 
 
気がついたら、いつもと同じことを指摘されてる。 
進歩ないなぁ。 
 
くっそー、毎晩毎晩練習してるのに。 
くっそー、もっと練習してやる～。 

(PC等) 

[00456]たけや～さおだけ～♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/11/21 19:23:23 

大橋さんライブ、ごはん作るの忘れて一気に見た(^^; 
とても特別で独創的♪ 
きっと鼻歌もブルースなんだ。（うらやましい） 
 

(PC等) 

[00455]日本のブルースここにアリ  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/11/21 01:52:26 

皆も知ってると思うけど大橋君のネットライブです。 
ワンステージ分あるから覚悟せい。 
おもろいでぇ。 
http://www.netlive.ne.jp/archive/event/061105.html 

(PC等) 

[00454]金曜日はＢＩＴ♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/11/20 22:44:06 

金曜日の先生ライブは、凄過ぎでした。 
行かなかった皆様は一生後悔します。 
 

http://www.netlive.ne.jp/archive/event/061105.html


 
 

 
 

 
 

ベースバカボンさん＆パーカションヤヒロさん効果は絶大。 
例の曲（！）以外はいつもよりゆったりしたテンポでしたが、 
うねるベース＆手数足数超多数なパーカションのものすごい 
リズムに乗って、ハモニカが響き渡るいつもの曲は、いつもとは 
かなり違った趣でした。 
岸本さんのフィドルが鳥のようにさえずったり、西海さんの 
ギターもいつもとは違っていました。 
 
バカボンさんとヤヒロさんの剃髪という風貌も重なって、 
(バカボンさんは確か本職・・・）頭に浮かぶのは、アジア 
大自然な風景。 
 
更に、なぜか、ミケランジェロ、タカシマヤ、パルティーダが 
昭和レトロなまるで小津映画のBGMのように聞こえたのでした。 
 
そして、例の曲ーオレンジブロッサムスペシャルはいつにも増して 
夢の超特急でした。 
 
で、先生がＭＣで、「父親たちの星条旗」が良かったと言って 
いたので、翌日見に行きました・・・で、週末は鉛を入れられた 
みたいにひどい肩こりなってしまいました。 

(PC等) 

[00453]よろぴく～♪  

投稿者：ミノルダ 
投稿日時：2006/11/19 21:42:07 

皆様のレベル相当上がってますからね～ 
ホント頑張らねばイカンよ！わいるだ～！！ 
 
でもね一年一度のお祭りだから楽しんでやりまひょ～ 
 
 

(PC等) 

[00452]発表会楽しみです(^。^)  

投稿者：わいるだ♪ 
投稿日時：2006/11/13 23:45:55 

今年もミノルダのバックで参加させて下さいm(__)mペコ 
皆さんの演奏楽しみです♪ 
新メンバ～も増えてるようでがんばらねばね、ミノルダワイルダも(^。^;) 
 
みほさん、まささん、off-Gさん＆ミノルダ雨の中ライブ見に来てくれてありがとです♪ 
 

(PC等) 

[00451]ハモニカ強化月間♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/11/13 19:29:45 

先生、金曜日は遅くまでお疲れ様でした。 
毎回皆のレベルアップが感じられる濃厚な教室♪ 
今年の発表会は特に歌ものが楽しみなのだ。 



 
 

 
 

 
 

 
教室後１０人で２次会・・・まるで発表会前夜祭。 
終電でクニさんをうちに連行し、真夜中にギターハモニカ三昧の 
３次会・・・気づいたら朝４時・・・(^^; 
で、９時に起きてごはん食べて又ハモニカ・・・まるで合宿(^^; 
クニさんすみません。お引止めして。 
 
で、土曜の夜はワイルダライブがありまして、又いつものメンバーで 
応援に行きまして、その後もやはりというか飲みに行きまして、 
ほぼ終電だったのでありました(^^; 
 
今回で２回目のワイルダライブは更に音が厚くなり、 
１時間たっぷり聞かせてくれました♪ 
ホント楽しそうでうらやましい(^-^) 

(PC等) 

[00450]ハモニカライブの秋  

投稿者：クニ 
投稿日時：2006/11/07 23:07:39 

マスター、みなさまご無沙汰しております。 
お元気ですか？ 
 
行ってきました～関西ツアー！ 
大阪のハウスライブと高槻のホールライブ、２夜連続♪ 
ハウスライブはぎっしり寿司詰め状態の中、 
アリさんの古くからの仲間のみなさんの強烈なヤジや合いの手が飛びまくり、メチャメチャ
盛り上がりました！ 
こちらもつられて歓声指笛吹きまくり（笑） 
 
一転、ホールライブは紳士淑女ぼっちゃんじょうちゃんが多く、静かに観ておりましたが、 
ウォルターズブギ～ジュークのブルース２レンチャン時に、 
こらえきれず思わず「イェ～イ！」と大声。 
周りの視線がチラチラ気になったんで、２部からは 上段へ逃亡。周りを気にせず一人ノ
っておりました（汗） 
ホールは音響と照明が抜群で、特に 上段は先生のハモニカの音が下から突き刺さる様
に響いてました！ 
 
…と言う事で今週参加予定です～よろしくお願いします！ 
 
 

(PC等) 

[00449]ハモニカの秋  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/10/17 18:47:40 

久々の海外旅行に浮かれ、その後やって来た自業自得的忙しさからも 
開放され、やっとハモニカの秋です。 
 
先日の大雨教室で言われたことをを思い出しつつ、練習に励んでおります。 
 
ミケランジェロ、聞けば聞くほど、ラビリンス。 

(PC等) 



 
 

 
 

 
 

[00448]市好き♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/09/24 22:19:52 

otoさん、情報ありがとうございます。 
私も市好きです。値切るのも大好きです。 
 
世界の楽器市とかあると楽しいのに～♪ 
 

(PC等) 

[00447]玉市・台湾  

投稿者：k.oto 
投稿日時：2006/09/21 15:18:05 

みほかんさん、台湾行くんですか。土日に台北市のある場所で「玉市」という市（いち）が
ありますが、わたしはそこに行ってきました。 
1.2ｍ四方くらいの台が300とか400くらいあって、自然石の加工品が売られていました。水
晶とかメノウのようなものです。飾りものの材料とか半製品などが山のように（？）つんで
売られていました。 
もちろん製品もあります。指輪、ネックレス、腕輪、数珠、水晶玉などです。私は、水晶の
ネックレスを妻への土産にかいました。1800元（円とも言う１元＝3.7円）を1500元に値切っ
て買いました。 
もしも興味があったら土日の昼間ですが、行ってみてください。女性なら楽しいと思いま
す。場所は観光案内なんかに載っていると思います。地下鉄（ＭＲＴ）で行けます。 
 

(PC等) 

[00446]Re:あと3回です  

投稿者：master 
投稿日時：2006/09/21 01:51:29 

> 11月24日(金)を追加レッスンにしようと思っていますが、 
 
ありがとうございます～。 
もちろんＯＫです。 
 
しかし、その前は、11月10日（金）でよろしいですか？ 
 
外国の人にも見られているなんて、なんだか、嬉しいような、困ったような気分です。 
でも、まぁ、競うモンでもないし、こんなことで無言の交流ができるのも、ネットならではの
楽しさかもしれません。 
 
よーし、1年間の我々の上達ぶりを見せ付けることにしましょう。 
 
 
＞みほかんさん、otoさん 
 
台湾、行った事ないですけど、ハモニカ吹いてる人がたくさんいる、と聞いただけで親近感
が湧いてきますねぇ。 
そういえば、いつの日か、みんなで台湾に遠征して合同発表会、なんていう話もありまし
たね。 

(PC等) 



 
 

 
 

 

[00445]よかった♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/09/20 18:50:02 

11月2回教室して頂けるとのこと。 
ありがとうございます。 
 
でも２４日はかずちゃんが予定ありで心配してたな・・・ 
１７日は先生のライブだし。 
 
ところで、ハモニカアジアパワーは強力なのですね。 
実は１０月の３連休に台北に行くのです。 
ごはんとお買い物にばかり気を取られてましたが、 
ハモニカ情報も仕入れねば(^^; 
 
 
 

(PC等) 

[00444]アジア大会  

投稿者：k.oto 
投稿日時：2006/09/20 16:06:20 

ari先生のアーティクルを見て書き込みしました。今年の８月３日から６日の期間、台湾の
台北県で第６回アジア太平洋ハーモニカ祭というのがあり、行ってきました。 
私が参加しているブルーホット・リードアンサンブルのボスが、台湾に行って、フリーステ
ージで演奏しようというので、付き合って行ったのです。 
コンテストが中心ですから、一応、それらを会場で聴いたり、ビデオ撮影をしました。主にト
リオの演奏を聴いていましたので、ブルーハープ部門は残念ながら聴いていません。 
しかし、アジアの若い人達の熱気はすごいものがありますし、ハーモニカの技術も高いで
す。トリオで言いますと、特にマレーシア、香港、そして一部台湾のグループは、本当に驚
くほどの高いレベルだと感じました。 
トリオで１位になったマレーシアのグループのコードハーモニカ奏者はブルースハープ部
門の優勝者ですし、バスハーモニカ奏者は、カルテットでクロマチックを担当しやはり優勝
しています。 
トリオの決勝組１４組をDVD-VIDEOにしてありますので、マスターに届けるようにします。
興味がある方は見てみてください。 
私もトリオに参加して、毎年、七夕コンサートをやっていますが、頑張って練習しなければ
と思っています。 

(PC等) 

[00443]言い忘れた  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/09/19 21:22:30 

近アジアのハーモニカファンからメールを貰います。 
みんなここの発表会の演奏を見ていて、使っているハーモニカのキーとか問い合わせが
来ているよ。 
これから中国や台湾、韓国、マレーシアなどの若いパワーがどんどん出てくるよ。 
日本のハーモニカ界はどうでしょう。 
 
 
 

(PC等) 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

[00442]あと3回です  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/09/19 21:13:12 

だいじょぶだいじょぶ。 
11月24日(金)を追加レッスンにしようと思っていますが、 
マスターどうでしょう? 
 
 

(PC等) 

[00441]発表会まで  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/09/19 18:43:33 

後２回かも～？ 
次回までフルに吹ける様になっていなければ・・・ 
 
３連休遊んでる場合じゃなかった←後の祭り 

(PC等) 

[00440]発表会決定  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/09/15 01:49:51 

発表会兼忘年会が12月2日(土) 銀座・Rocky Topに決まりました 
。はもらん教室は月一なのですぐに12月がやってくるね。 
2006年後半を楽しみましょう。 

(PC等) 

[00439]お疲れ様です！  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2006/09/10 01:02:33 

先生、マスター毎度お世話様です！ 
 
昨日は新入生の方々を前に 
発表会以上に緊張してしまいました...。 
 
新入生のみなさん来月以降もぜひ！ 
発表会まで3ヶ月切りましたが 
まだまだイケます！（自分に言い聞かせてる） 
ライブハウスで吹けますよ！ 
緊張するけどアレは気持ちヨイです！ホント！ 
 
 
 
 

(PC等) 

[00438]お疲れ様でした～  



 
 

 
 

 
 

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/09/09 10:51:31 

先生いつもありがとうございます。 
 
まさＧは帰り際に先生に「いい音出てるね」と言われ、 
うかれてました。 
 
新しいお仲間が増えてうれしいです。 
 
はもらんが始まった当初は、私は残業満載の毎日で、 
教室に行けないことが多かったのですが、久しぶりに 
行ってもいつも変わらず温かく迎えて頂きました。 
ここ数年は、定時ダッシュに寛大な会社に入ったので、 
ほぼ皆勤賞です。 
 
続けるとますますハモニカが吹きたくなります♪ 
そして皆の個性的な音を聴くのが何より楽しみ(^-^) 
 

(PC等) 

[00437]ほんま  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/09/09 01:17:31 

今日はどうしたの?  すごい熱気でした。 
それと、みんな練習してるね。 音が変わって来ましたよ。 
来月が楽しみです。 
その調子で。 

(PC等) 

[00436]レッスン中  

投稿者：master 
投稿日時：2006/09/08 20:45:27 

ただいま、レッスン中。 
ミノさん、熱演中。 
 
今回からの新メンバー５人を含め、２０人… 
狭くて、スイマセン。 
 
でも、新しい人が増えるのは嬉しいですね。 
 
12月の発表会ライブに向けて、がんばりましょう。 
 
松坂牛さんも、来月はぜひ。 

(PC等) 

[00435]明日  

投稿者：松阪牛 
投稿日時：2006/09/07 21:27:12 

東京出張の予定が立たず、参加できません。 残念。 
皆様のライブ曲をぜひ聴きたかったのですが。。 



 
 

 
 

 
 

 
 

私の曲は、なかなか進んでおりません。 
10月は必ず参加します。 

(PC等) 

[00434]伊勢佐木町は下町♪  

投稿者：みほかん 
投稿日時：2006/08/22 18:46:40 

お勧めハモニカ店おもしろそう。 
今度、中華の補給（やっぱ中華街♪）に行く時に寄ってみます。 
 
先日、教室に見学にいらした方々、是非是非引き続きいらして 
下さいね～(^-^)/ 

(PC等) 

[00433]お奨めのハモニカ店  

投稿者：master 
投稿日時：2006/08/18 21:37:49 
リンク：http://easyharp.net/topics/index_20050328.html 

やっと1日だけの夏休みがとれたので、横浜に行ってきました。 
元町通り、石川町、関内、そして伊勢佐木モール・・・ 
そうです、ハモニカ専門の「近藤楽器」に行って、ハモニカを買ってきました。 
 
http://easyharp.net/topics/index_20050328.html 
 
各メーカーのほぼ全商品、それもほぼ全キーを揃えている不思議なお店です。 
店長さんは、横浜というより、浅草あたりの下町のオジサンという感じで、きょうはなぜか
アイスクリームなんかご馳走してくれました。 
しっかり値引きしてくれるし、陳列品を見ているだけで、勉強になります。 
でも、オジサンはまったくハモニカ演奏しないし、知識もあんまりない。 
そのギャップも、不思議です。 
 
前にも紹介しましたっけ？ 
でも、ホントお客さんが少ないらしく、朝と夜は喫茶店でバイトしてるそうです。 
「次来たら、シャッターに閉店の張り紙してるかもよ」なんて言ってました。 
あながち冗談に聞こえないところが、また不思議。 
 
小さな店で、はやらない店で、ハモニカ売ってる。 
こういう店、いつまでもやってて欲しいな。 

(PC等) 

[00432]歌って吹いて  

投稿者：ミノ 
投稿日時：2006/08/10 23:35:18 

ど～なるかわかりませんが頑張ります！ 
が！明晩は是非ともオテヤワラカニお願いしますm(_ _)m 

(PC等) 

[00431]ベンド  

投稿者：ari 

http://easyharp.net/topics/index_20050328.html
http://easyharp.net/topics/index_20050328.html


 
 

 
 

前ページ    次ページ 
 

投稿日時：2006/08/10 00:25:48 

>まさG 
ベンドのキープ難しいね。  
でも、呼吸をうまく整えるのがポイントです。ベンドの前の二三個前あたりから 
、呼吸を整えて行くのです。 後の練習は、ベンドの音程が動かないようにすること。 
チューナーなんか使うなよ。 ピアノとかギターで出そうとする音を、耳で聞き分ける事が
大事。 
聴音です。 この曲、難しいどぉ。 知らんどぉぉぉ。 
 

(PC等) 

[00430]ハイドパーク  

投稿者：まさＧ 
投稿日時：2006/08/09 22:41:55 

残念です。 
嵐女のヨメと行くつもりでしたが。 
 
ミノルダと同じくラストショーにハマっています。 
 
シネマパラダイス、半音の持続が難しいです。 
今週よろしくお願いします。 

(PC等) 

[00429]ハイドパーク  

投稿者：ari 
投稿日時：2006/08/08 23:28:53 

今年のハイドパークはソロで参加希望しましたが外れました。 
なので参加しないことになりました。 

(PC等) 


