希望の家チャリティ‑コンサ‑ト

VoL2を終えて

主宰者

膚オ早5

｢大きいところだとホール代や設備費も負担が大

2010年3月20日(土)､無事に2回目のコン

サートを終えることが出来ました｡

きいから収益に響くかもしれないよ｣｢やっぱり早

収益は合計273,500円(チケット代209,500円､

苗さんが弾いた方がいい｡毎回ソロだけではなく､

寄付64,000円)0 ｢希望の家｣の子供たちの教育

伴奏するという形もあるんじゃない?｣ ｢まずはあ

費となります｡

まり考え過ぎずやっちやおう｣等々､頭でっかち

前回は東京と千葉2箇所でしたが､今回は1回

になっていた私に､現実的なアドバイスをたくさ

の公演でこれだけの収益を上げることができ､ご

ん言っていただいたのです｡何より菊地さんが｢僕

来場くださった皆さんの支援に感謝の気持ちで一

が運営面はバックアップするよ｣との言葉は､ 2

杯ですo

回目‑向けて動き出す大きなきっかけになり､そ

このコンサートは､私がこれまで経験してきたコ

の場で｢いんば学舎｣でのコンサート日程が決ま

ンサートの中でも非常に充実感が残った公演にな

りましたo

りました.前回のコンサートから1年9カ月｡そ

せずにいたかもしれません｡

この助言がなければ､私はまだ動き出

の道のりも含めご報告したいと思います｡
r勿粛単一き,ん

I 1gGを彪虐T

伴奏という形も…というアドバイスをもらい､

2008年6月に東京と千葉で私のピアノソロで

共演者を考え始めました｡まず真っ先に思い浮か

コンサートをし､ 33万円の収益をカンボジア‑直

んだのが加藤洋一さん｡大学の先輩でもあります

接渡しにいけた充実感は､大変大きなものでした｡

が､主人の友人として知り合いましたC

しかし同時に､継続していけるのだろうか､とい

事で赴任していたドイツで加藤さんと知り合って

う新たな思いが浮上してきていました｡

以来親しくさせていただき､私達の結婚披露宴で

コンサートをするということは､演奏するだけで

司会までしていただいた間柄｡いつか共演できた

なく､チラシやプログラム作り､広報､問い合わ

ら､と思っていた方でした｡

せ‑の対応､当日の準備など､様々な仕事があり

主人は仕

加藤さんのコンサートには何度か伺っていて､

ます｡前回も多くの方の力をお借りしましたが､

声そのものが魅力的でレパートリーが広いこと｡

やってみての感想は｢やはり演奏と運営の両立は

またコンサート‑のスタンスがいつも｢お客様に

難しい｣｡運営だけやって演奏はしない､という形

楽しい時間を過ごしていただきたい｣という視点

はどうだろう､と考え始めていましたo

に立っていることに感銘を受けていました｡音楽

家の多くは(自戒も込めて)､自分がやりたい曲を

Lカンボジアー痴鯨メンバーのアド′Vス

やりたがる人が多いのです｡でも､このチャリテ

菊地さんが中心になり､一緒にカンボジア‑行

ィーコンサートはそれでは成り立ちません｡その

った村上さん､蛤谷さんご夫婦と､時々お会いし

センスをわかってくださり､チャリティーとして

て｢希望の家｣の近況などを伺っています｡その

快く引き受けてくださる方･･ぜひ加藤さんにお願

時に､私は運営面だけやるつもりで､皆さんにコ

いしたい､と思ったのです｡

ンサートのアイディアを話していました｡ちょっ

と本格的なホールでやってみてもいいかな､と思

■コング‑ j･‑盾jJで

っていたのですC

加藤さんは､即答で｢やりましょう｣と言って

くださいました｡選曲から積極的に関わってくだ
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｢Tbmohe (友‑)｣作詞作曲:加藤洋一

さり､全てのプログラムが揃って楽譜が渡された

淋しさで肩を震わせているのはどうしてですか?

とき､彼がこのコンサート用に編曲してくれたも

正直に話してくださいo

.のもあり､その熱意に心を動かされました｡
菊地さんからチラシも上がってきました｡菊地さ

んにこんな才能があったとは!素敵なチラシにび

この歌を聴くと故郷を思い出します｡

っくり｡今回はチケットも作ってくれました｡

助けてくれるたくさんの友がいる｡

地域新聞｢エリート情報｣にも記事を掲載してい

大丈夫ですよ!

ただき､あとは当日どれくらいお客様に来ていた

必ず会うことができるから‑

今回のコンサート

だけるのか､不安と期待が入り混じりますo

IコJ/サーFを題はT
会場に着くとすでにコンサート用にセッティン

グされてあり､いんば学舎のスタッフの方々が清
掃やお花の飾りつけをしてくれていましたC受付

チラシ

の準備もOK､プログラムOK｡

結局運営面は全て菊地さんが引き受けてくださり､
私は演奏にさえ集中すればいい環境が､整えられ
えます｡

Lクメール密の歯/加oLej

会場である｢いんば学舎･草深｣
ホールの円形がやわらかさを伝

ていました.

2回のリハーサルも終え自主練習していた本番
2日前に､加藤さんからメールが来ました｡
｢今日､クメール語で曲を作ってみました｡アン

当日のプログラム

コールで弾きませんか?｣

<第1部>

クメール語で曲を作った?I

1. The Lord bless yo､l and keep you ｢主は汝を

加藤さんは声楽家というお仕事柄もあり､語学に

祝福し､守り賜う｣作曲ジョーン･ラタ一,宿

長けていらっしゃることは知っていましたoフラ

曲

ンス語､イタリア語､スペイン語､ドイツ語､ロ

2.Liberame ｢リベラ･メ｣

シア語､ラテン語､英語etc‑

3.AveMaria ｢アべ･マリア｣作曲

一通り勉強した

加藤洋一
作曲

フォーレ

加藤洋一

そうです｡カンボジアにも昔行ったことがあると

4. Sheherazade ｢シェエラザード｣作曲リム

言ってらしたけどo

スキー･コルサコフ

｢あまり期待しないで下さい｡｣

編曲

加藤洋一

5.映画｢シンドラーズリスト｣作曲

と､ありましたが､私はその気持ちだけでも嬉し

ン･ウィリアムズ

くて､このコンサートがきっといいものになるこ

6. ｢タイム･トウ一･セイ･グッバイ｣作曲

とを予感していました｡

ルトリ

<休憩>
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編曲

ジョー

加藤洋一
サ

の合間にお話をする加藤さん｡

ンボジア｢希望の家｣レクチャー>
<第2部>
1.ジブリ･アニメ･メドレー

編曲

加藤洋一

2. ｢ムーン･リバー｣

3.ザ･ミュージカル

｢スターライト･エクスプ

レス｣ ｢オペラ座の怪人｣ ｢ウエスト･サイド･ス

トーリー｣編曲

穏やかな声と優しい笑顔で曲

<理事長の松永茂妥さん､菊地龍彦さんによるカ

加藤洋一
気持ちです｡どうしてなのでしょうか?それはいんば学

アンコール: ｢1bmohe (友‑)｣ ｢千の風になって｣

舎のホールが美しい自然に囲まれていることが一つの
要因です｡会場へのアクセスは決して良いとはいえま

中には東京や埼玉など､遠方から駆けつけてくだ

は自然に囲まれた木造のホールでコンサートが開催さ

さった方々も｡数日前､集客を心配した私に､ ｢な

れたその大きな価値を実感しました｡ ｢千の風になっ

んとかなるでしょう｡｣と言って､さらに私の不安

て｣をアンコールで全員で歌ったとき､初めて皆さんと

に拍車をかけてくれた菊地さん｡しかし､菊地さ

歌うのに最後の間の取り方がピタリとあったのです｡こ

んにかかると､予想を超えてなんとかなってしま

んなこと奇跡です｡会場の全員の気持ちがひとつにな

うところが怖ろしい!!

れるんです｡感動して体が震えてしまいました.小鳥の

1
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でした｡

せん｡それでも多くの方々がいらっしゃいましたC私たち

会場一杯の皆さん｡満員お礼状態

会場は満席｡席を出して足りなくなるほどでした｡

さえずりを都会では耳にすることが少なくなくなった生
活をおくっている人は私だけではないと患います｡いん

ば学舎のコンサートは魂のきらめきがたくさん詰まった
魔法の箱のようでしたo会場にいらしたすべての人々
の心がそうさせたのだと思います｡ ｣

■子のmirなっT
｢千の風になって｣は､アンコール曲として前々

d勿夢きス′からの戯

から決まっていましたC

1曲1曲終えるごとに､加藤さんのテンションが

のようにこの曲を練習していて､突然｢八旗さ

高まって､歌手魂に火が付いてきているのが感じ

ん!｣と思ったのです｡その途端､涙が止まらな

られました｡コンサートは聴いてくださる方の

くなってしまいました｡昨年6月に亡くなられた

｢気｣が､演奏者を左右するのです｡お客様の聴

八旗紘治さん｡ 10年間｢希望の家｣の活動に大き

いてくださる集中力､拍手が､加藤さんの歌に本

く貢献し､一緒にカンボジア‑行った八旗さんの

番ならではの熱気を加えていっていました｡そし

計報を､私は信じられずにいました｡お写真をピ

て､ 2

アノの横の棚に飾っていたのですが､それでも実

日前に作ってくださったクメール語の

コンサート前日､いつも

感が沸いていませんでした｡お通夜にもご葬儀に

｢Tbmo he｣は大好評でしたo

下記､コンサート後いただいた加藤さんからのコ

も伺えなかった‑せめてこの気持ちを音楽でお祈

メントですo

りさせてもらおう､とこのアンコールを八旗さん

｢このコンサートは今までに経験したことのない驚きと感

に捧げることに決めました｡

動でした｡演奏者という側から客席をみているとお客様

当日は晴天ながらとても風の強いElでした.ま
王城八旗さんが｢俺も来ているよ｣と知らせてく

側からのお気持ちが伝わってくるのです｡優しく温f､･ ･
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お話をする高木さん｡

アンコールで｢八旗さん｣の

てくれたのだと思わずにはいられません｡なんと
か成功させなきや､と肩に力の入っていた1回目D
今回は｢助けてほしい｣とお願いしたら､手を差
し伸べてくれた人がたくさんいてくださった｡そ
の方がずっと良いコンサートが出来るのだという
ことを､教えてもらいました｡その思いはひとつ､

｢希望の家｣を支えたい､という気持ち｡

れているような風｡曲を始める前に､皆さんにも
祈っていただきたい､とお伝えしたところ､加藤

4#社

さんが｢みんなで歌いましょう｣とご提案くださ

ご来場くださった皆さん､当日の会場作りや送

ったのです｡そんなに上手く1回で歌えるのかな､

迎をしてくださった｢いんば学舎｣のスタッフの

と正直なところ私は半信半疑だったのですが､加

皆さん､ステージマネージャーを引き受けてくだ

藤さんのコメント通りのことが起こったのです｡

さった波多江和子さん､家族総出で受付や案内を

八旗さんの写真を楽譜の横に置きながら､皆さん

してくださった竹村彰さん､奈緒美さん､将くん､

の歌声を聴いていたあの瞬間を､私は一生忘れな

当日､写真を撮ってくださった前田完‑さん､そして

いと思います｡

両親と家族に､この場を借りて心からの感謝を伝

コンサート後､ ｢歌が終わった時､一瞬風が止んだ｣

えたいです｡

という声を聴きました｡何か言葉にできない空気

そして改めてC加藤さん､理事長の松永さん､菊

がその場を包んでいて､それを感じ取った方も多

地さんにも､御礼申し上げます｡

かったのではないでしょうか｡私も生まれて初め

恵三〆タ‑の禾勾

て体験した感覚でした｡

F聖碧熊‑.ity‑
l

(上)トロ‑セの木
どうです立派でしょ!
幹の太さに比べて､枝
の広がりと葉の茂りが

アンコール曲が｢千の風になって｣に決まったあ

の日から､この瞬間は用意されていたのかもしれ
ません｡前日の八旗さん‑沸き起こった思いは｢い
つまでも俺は"希望の家"と一緒だよo

(左)ジャックフル
ーツの木

コンサー

スイカ2個分ぐらいの
ジャックフルーツが直

トにも一緒にいるよ｡｣という彼からのメッセージ

だったのだと､感じています｡

接木の弓削こ1ぶら下がっ

■コJ/サーit#君

てできます｡フルーツ
は｢1Eわれに案る｣で
すが､こちらはちょっ

前回より多くの方がこのコンサートに関わって

とグロテスクかな｡

くださったことが､これほどの充実感をもたらし
‑1
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国際丈化学部という学部に身をおき､小さいと

すぎてスーツケースに入れて持って帰りたかっ

きから世界の文化に触れるのか大好きだった私

た｡バレー大好き冗談大好きなチョムラン･チョ

は､カンボジア､というか貧しい人々のことを他

ムロンにはどれだけ引っ張り回されただろう｡優

の人よりは身近に考えていたっもりだったCそれ

しくて礼儀正しい

は単なる幻想で､自分もどこかで彼らを遠くの方

チャリアと､美人

から眺めていたのだ､そう思い知らされたのは今

さんなのに男の子

回の訪問の一番大きな収穫だ｡今は日本で､快適

をよく追いかけま

な都市生活や周囲の杜撰な金銭感覚の中でも自

わしてはバシバシ

分を見失わずに､彼らを近くに感じる事が出来る｡

たたいていたレッ

今でも触れられそうなほど､声や､匂い､体温ま

ケナの姉妹は､お

で近くにある｡

手本にしたいほど

ツアー旅行ではなく自分の足で東南アジアを

仲がいい｡英語と

見て回りたい｡高校時代に短期留学でフィリピン

日本語に堪能なサ

観光地

ムアイは､私や子供たちを日々助けてくれる希望

として訪れるのではなく､観光産業で経済を支え

a)家のヒーローだ｡子供達全員でテレビを見てい

る国の本質に迫りたい｡今臥友人の紹介でこの

た時など､サムアイがリモコンを握っていて,小

｢希望の家｣へ訪問し､現地のスタッフや子供た

さい子達に適切でないシーンをその都度早送り

を訪問してから､ずっとそう願っていたo

ちの手を借りて､私のこんなわがままが実現して

カットしていたr

しまった｡思えば､何か手伝えることはないかと

カーとメンボンは賢くて親切な姉弟｡重い私をよ

出かけて行ったはずなのに､私のほうが助けられ

く自転車で運んでくれたスライロワの笑顔が東

ていたc i/クレーションから帰ったら･皆で車

から離れないG

の掃除｡ナレットさんの黄緑色のハー

ナイスカ､ソトサムアイ!ウィサ

その他のfl共達も､みんなキャラ

が濃くて元気で仲良しで親切だった｡それに彼ら

フパンツ｡もう何年はいてるかなあ｡

は本当に勉強熱心,Jそれは､彼らが私たちにクメ
ール語を教えてくれるときの粘り強さや真剣さ
からもうかがえるo勉強‑の姿勢が染み付いてい
るのだろう｡しかも､勉強ばかりになってしまう

日本の子供と違って､本当に外で遊ぶのが大好
き!早朝3時にセンターを出発し海水浴に行っ
た時など(女の子たちは前日から眠らず､全員で輪
出迎えてくれたのは圧倒的な蒸し暑さと､パチ

になって化粧大会をしていた)､車の中でも大騒ぎ､

ンとはじけてしまいそうなはどパワフル全開の

海でも､帰路も大騒ぎ､次の目はみんな寝坊する

笑顔､朝早く起きて掃除をし､交代でご飯を作り､

だろうと油断していたら､いつも通りに起きてき

自分の手で洗濯をし､遊びまわり､よく勉強す

て､朝食の後にはみんなで自転車に乗ってスキー

る‑ ･厳しいけれど幸せな生活に､ここが孤児

(ローラースケート)に出発!ヒイヒイ言いながら

院だということを忘れてしまいそうだったo笑い

もジリジリ熱い太陽の下で思い切り動き回った

だすととまらないトニー､私達が理解している･

10日間だった｡

していないもお構いなしにクメール語で話しか

プノンペンからシェリムアッフに移勤し､アン

け続けるメンホオ､心優しいメンホンなんて可愛

コールワットの見学をさせていただく機会もあ
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った｡ ｢希望の家｣に直接関係はないが､ここで

アルな体温をもって私にせまってくるようにな

も壮絶で波乱万丈なカンボジアが私を待ってい

った｡援助する側

される側なんて､関係ないこ

iたC観光地の見学料で､何倍もの値段を請求され､

｢かわいそうだから｣という同情も違う｡あの笑

気をつけてはいたがまさかチケットブースなど

顔をみていたら､もっと笑ってほしいと思うし､

でそのような詐欺があるとは思わず､全額支払い

もし自分が貧しくても

続けていた｢ふと気つくと､お金が足りな

か行動するだろうと思うのだ｡
日本に帰って､勉強‑の意欲が更に増進してい

い! I Iこのままではプノンペンに帰れないし､

ホテル代もだせない､カードもなくておろせない､

きっと同じ事を考えて何

るご

最後に､カーさん､ナレットさん､了供達､現

まさかの異同の地で立ち往生､一環の終わり‑
頭が真っ白になっていた矢先､同じホテルに日本

地で知り合った友人､このような機会を与えてく

人男性とバックパッカーの女子大生が｡事情を話

ださった菊地さんに､最大級の感謝をG

すとまさかその男性が1 50ドルも貸してくれ､

マンゴーのかぶれはだいぶ治まってきたし､ 71共

なんとか難を逃れたのだったこお金の感覚は日本

たちと遊んでいる最中に転んで作った膝の症も

と同じでは絶対だめ,Jでも彼らとの出会いもまた､

だいぶ薄くなってきたが､この記憶と感謝だけは

カンボジアという国が私に与えてくれた奇跡だ
った｡仲良くなり

一生濃いままだ｡本当にありがとうござい吏した〔

食事をしたり買い物に行った

りCシェリムアップを去る時には彼らとお別れす

I:‑:とこタタ‑の本項●

皆で楽しみます｡

たち｡日によってはカラオケを

るのが嫌で嫌でたまらなかったC

から右腕に謎の発疹が徐々に広がっていき､最終
(上)アンブレラツリー

的には指先圭で真っ赤な発疹に積われて､帰国と

枝葉の広がりと茂りに比べ
て幹の細いこと｡名前の通

同時に病院に郁子した二 マンゴーにかぶれたのだ
ろうということ｢希望の家E

り｢日除けの傘｣です｡

の庭にはマンゴー

やバナナなど､日本にはない南国の植物がたくさ
ん生えている｡食べる際だけでなく､木や実に触
るのは､肌の弱い人には注意が必要かもしれないo
今回の旅での収穫は､ L記したように､カンボ

ジアの人々を身近に感じられるようになった事
だ｡そこから何を得られたのかりそれは､私たち
は皆対等だということo

ソンプル7if答えだ｡今ま

で私も言葉としてはたくさん聞いてきたし､埋解
している気でいた‑

だれだってそうだろうこ

バナナ林に立つチヨムラン君oちょっとおと碇しい
ので心配でした机移EZlさFLJのレポートでは元気な様
子が描かれ一安心です｡ (ち)定植されたバナナの苗
木｡

しか

し今回の訪問で､このことが椅麗ことではなくリ
‑1 3‑

