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【楽器 for Kids】派遣第１弾 　2000km 4日間の行脚
大船渡 釡石 陸前高田 水沢 一ノ関 気仙沼 南三陸 会津若松

【楽器 for Kids】の現地派遣が実現

6月15日朝４時半に東京を発

全国から贈られた中古楽器を
山積みにして被災現地を巡って
ます。

梅澤＿金管＆マーチング担当大臣

澤山＿運転＆ギャグ記録書記

河内＿運転＆弦打楽器総長

大倉＿笑顔＆力仕事大使

拙者＿木管＆しゃべくり上等兵

５人の道中。

初日のみ、釡石での仕事に向かう友人山崎氏の車に楽器
の半分を積んでもらいました。

6/15
昼過ぎに大船渡着

佐藤デンキ商会楽器部（店
の建物ごと全て流失して廃
業）のリペアマン葛西大志郎
さんに空ケース（テナーサッ
クス用、アルトサックス用２
つ）を渡す。

大船渡東高校萱中校舎に
避難授業中の高田高校
（陸前高田）吹奏楽部

お昼のお弁当アワーにお
邪魔しました。フルート、
テナーサックス、ホルン、
チューバ、バストロンボー
ン、チューバ、コンガ１
対、マラカス、タンバリ
ン、トライアングル、カス
タネット、ファゴットの
リード３枚、教則本類、青
春ブラバン小説などなど届
けました。



期末テスト直前だったので残念ながら部
活は無し。合奏参加は果たせませんでし
たが、届けた楽器でさっそく音を出して
もらい、賑やかな時間となりました。

コンクール目指す態勢がだいぶ整ったよ
うです。頑張ってね～っ！再会と合奏の
実現を誓い合い次の地へ。

３時半頃、釡石東中学校が避難授業中の釡石中学校に
到着

スネアドラム２個、コンガ１
個、クラリネット２本、トラン
ペット３本、テナートロンボー
ン、ドラムセット一式、油脂
類、譜面台・チューナー・メト
ロノーム沢山、教則本類、青春
ブラバン小説などなど。

パート練習と「野球応援練
習」に参加しました。なんと全
員女子。みんな一生懸命。いい
子達でしたよ。釡中ブラバンと仲良く頑張ってね～！

この２校とも沢山の譜面が流されてます。

その復活には沢山の義援金が直接彼らに届く必要がありそ
う。

夜は陸前高田のHさん宅にお世話になりました。

沢山のお料理と美味しいお酒とで、いつのまにか爆睡。
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前日の高田高校への忘れ物を回収に

マッピ、リード、
手入れ用具などド
サッと置き忘れまし
た。ついでに適当な
リードやらを渡せま
した。

葛西大志郎さんの今の修理拠点、大船渡の「参」とい
う喫茶店へ

クラリネットの空ケースを渡し
つつ、高田高校の「赤バリ」を見
せてもらう。沢山の修理中楽器が
並んでました。地元の子達皆が頼
りにしてます。数日前に東京から
の支援で届いた沢山の修理工具を
見せて貰いました。葛西さん本当
に喜んでます。DACさんありがと
うm(_ _)m

水沢のヴァース楽器訪問

静かな住宅街に明るくノンビ
リな雰囲気の楽器店。ミニコ
ンサートも開けるゆったりし
たスペース、意外と最先端か
つオタッキーな用品も豊富で
飽きない品揃え。穏やかな口
調で話される店長さんの温和

な人柄が店の隅々まで届いてるようでした。近所に素晴らしい
「個人のホール」があることを聞きました。そこでのコンサー
ト、なんとか実現したいものです。

一ノ関で昼食

ツイッターで被災地
情報などお世話になっ
てるT.O.さんと御一
緒。一ノ関と言えば
「お餅」だそうで。９
種類の味付けのお餅と
雑煮の定食を堪能。

気仙沼のビッグバンド

アルトサックスとテナーサックスを１本ずつ届ける。

Jazz喫茶ヴァンガードを訊ねる

が、マスターの昆野さ
ん居らず。しばらくウロ
ウロしてたら、オーナー
の川原さん登場。昆野さ
んを呼び出してくれまし
た。約５年ぶりの対面。
元気にしてくれてまし
た。感動です。

港の近くで１階のお
店。だいぶ破壊されてま
すが、なんとか直して再
開したいそうです。今は
午前中いっぱいかけて片
付け、午後は休んでるそ
うです。

再び大船渡へ

葛西さんのとこにクラの修理をお願いして陸前高田のHさん
宅に帰還。
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Hさん宅にて相変わらず豪華な朝食をいただいてから、近く

の碁石海岸を散策。断崖絶壁の上に立ち高所恐怖症を痛感。

さらにさらに再び葛西さんとこで昨日のクラを受取。今回
の旅最後の別れを惜しみつつ一路仙台へ向かう。

まずは今晩 仙台で泊めていただけるお宅のカギを受け取り
に仙台市内へ、杜の都美しき街並。



亘理は山元町の山下中学校へ向け急行

山下中学校はトレバーワイ講
習会仲間で仙台在住の水戸
絵里さんの紹介です。フルー
ト２本、クラリネット２
本、トロンボーン１本を届け
ました。リードや手入れ用
品も。あ、人工リード、
フォレストーンも大好評。合

奏で野球応援の練習に参加しました。みんな色々なことがあっ
たんだよね、きかな
くても判るよ。で
もね、放課後は音
楽に夢中になろう
ね。きっとやがて
君たちを支えてく
れる貴重な時間に
なるよ。

梅澤隊員一時別行動にて仙台のマーチング団体からの「旗支
援」の受取。

夜は仙台で交流会。大町の「 ○たけ」 というマスターが詩
吟を聴かせてくれる粋な居酒屋。

某楽器店のTさん、ふんばろう東日本仙台市部長の村上さ
ん、上述の水戸さん、古川の保育園長のジャイパパさん、そし
て一ノ関から100kmの道のりをクルマで来てくれたT.O.さん、
みんなありがと！あ、あと、ナンドガナッペの高橋君も。

皆さんこの活動を支えてくれる大切な仲間です。
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早起きして南三陸へ

訪問先は志津川中学校。昼御飯を探しつつ慎重に進むつも
りが、いつのまにか瓦礫の山に囲まれつつ、、、。いや、ほん
とに、これぞ「壊滅」ってことかと。石巻、陸前高田、大船
渡、気仙沼、、、どこも壊滅ではあったが、、、こりゃ店など
１軒も無いよね、とおもいつつ突然現れた仮設セブンイレブ
ン。砂漠に咲いたオアシス。

そこでオニギリとサンドイッチを食べつつ

澤山休隊員が普段
喋ってる番組に電話
で現場生中継

FM 西東京を沢山の人が
聴いてくれた模様。あり
がとう。

例の防災センターでは100日法要が行われてました。

志津川中に到着

フルート２本とクラリネット１本。

高台にある学校なので大きな被害は無く避難所ともなって
いるが、新入生のほとんどが楽器を手に出来ない状況。

今回は少しの楽器し
か間に合わなかった
が次回また色々持っ
てくることを約束し、
リード類など、もち
ろんフォレストーンも
含めお渡ししまし
た。

木管・金管・打楽器に
分かれたセクション練習で各スタッフが大活躍してくれまし
た。拙者は１年生の基礎練に主に参加しました。サックスとフ
ルート。ごめんね、クラに行く時間なくて。

昨日の山下中でもそ
うだったが、基礎練習
のやり方や、基本的に
理解しておきたいこと
がほとんど欠如してい
る（普通で当たり前な
ことではある）ので沢
山の話すことがありま
した。指導的立場に居
る人達はもっと頑張ろうね。これは震災とは関係ないこと。

上級生の合奏はコンクールに向けた練習でした。なかなか
佳い合奏でした。が、やはり、指導者はもっと頑張って音楽の
実現方法を伝えようね。

やってた曲が偶然なことに
河内伯秋隊員の作曲家時代
の同級生の曲。"The 
milkyway express"先生がた
またま見つけてきて生徒達
も好いてくれたからだそう
だ。この偶然の出会いはナ
ニカに繋がりそう。

昨日と同様に沢山のとんでもない経験にさらされた子供達の
動揺に触れました。オヂサン達は絶対に笑顔と音楽を絶やさな
いよ。それが「負けねぇぞ！」を伝えあう入口だからね。

応援し続けます。

この晩の宿は飯坂温泉ちかくの「合宿所」

漫画ドカベンに出て来たようなスポーツ部系の若者達が沢
山居ました。コンビニでビールを買い込み部屋呑み始めるも、
わりと早々に隊員達みな撃沈。

翌日は
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６時起きで朝食バイキングをいただき、7時40分には出発。

本日は梅澤隊員指揮の下マーチングバンドH-SEEDSとのプロ
ジェクト。H-SEEDSは原発から避難してバラバラになってし
まった原町第一小学校のマーチング部員達が再び集結、また皆
でマーチングをする為に集まった団体。そしてスペシャルゲス

ト、テナードラム世界３位に輝いた仲
本さんを擁する大洗のきよみつバンド
さんとのダブル支援。

彼らの車はなんとベンツのSL、ステッ
プワゴン号も負けじと健闘しつつ一路 
会津若松の会場へ。



久しぶりにマー
チングではじけた
くて仕方が無い子
供たちが迎えてく
れました。ソプラ
ノサックス、そし
て昨日梅澤隊員が
孤軍奮闘して間に
合わせてくれた
SENDAI Verdures 
からの寄せ書き入りフラッグと、大洗高校からの寄せ書き

入り大太鼓ヘッドを贈ったら早速楽器の練習。梅澤隊員はト
ランペット私はサックス
そして大倉大使もトロン
ボーンの指導に奮闘。き
よみつバンドの熊倉さ
ん、仲本さんは打楽器、
加藤木さんはトランペッ
ト、皆川さんはメロフォ
ンの指導を。

午後からはアメリ
カ本場仕込みの梅沢
隊員にマーチングの
レクチャー、初めて
触れるアイディアを真
綿のように吸収して
行く子供たちに、見
ているオヂサン達は
感動するばかり。

最後に彼等が練習している曲「ありがとう」の模範演奏を
録音、沢山聴いて沢山盗んで上手くなってね。

素晴らしい１日になりました。

　つづきはまた(^^)/

追伸。

まだまだ続けていきます。

演奏会などでチラシを配るのに御利用下さい↓フライヤの
データです。

http://web.me.com/dodekachordon/bf/gfk/flyer.html
この活動を支える御寄付もよろしくお願いしますm(_ _)m

http://web.me.com/dodekachordon/bf/gfk/don.html

http://www.facebook.com/l/jAQFMC6gUAQED5ZySpb-ef16xYcLiDQMfKFTWcBV2fDh3OQ/verdures.org/
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