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関西λーモニカ連盟吾蚕寺譲 2003/7)弓寺ラ 目 ξ天

表紙ハーモニカ人形=会員の安部番氏提供
裏表紙ハーモニカ 編集局

第14団関西ハーモニカ祭 ご案内〈出演者応募要領〉 事 業 部 3 
交流旅行ご案内01/29--30三重県湯の山温泉〉、参加者募集 事業部 5 
ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集局 7 
1.....9月研修会のお知らせ 研 修 部 長 10
和谷泰扶、サマーセミナー(81ト3)琵琶湖湖畔にて 特別顧問和谷泰扶 11
大石昌美氏をゲストに開催、南大阪ハーモニカ祭り、 1119日曜日 MiOHAS 12 
写真ニュース=ハーモニカ賞、体験教室、ピクニックコンサート等= 編集局 13 
洛水H同好会、最近の活動状況 筒井松太郎 17
私の活動状況と予定 菅村一雄 17
第 1回MYK(都〉クロマチック・クラブ・ホームコンサート (9/11) 川本 健治 18 
全日本H連盟フォーラム 2003の報告 理事長 19
庄内ハーモニカアンサンプル満10周年記念演奏会 庄内H7ンサンプル 20
大矢博文氏がH大賞、岡村貞彦氏と小林由美子氏がH賞受賞 問中祥雄 21
平成15年度日本ハーモニカ芸術協会定期総会に出席して 西田幸司 22
とっておきの話[29] その嘘ほんと? 特別顧問 森本恵夫 23
ハーモニカが上達する為の大切なこと(3) 三重奏 池田輝樹 25
第4回ハモニ館まつり (4/19) 吉見治 26 
第 3回世界水フォーラムの協賛会場で演奏(3/22) 寺村 安雄 27 
豊中アンサンプル、私たちもがんばっています 豊中7ンサンプル 27
音楽はハート・トゥ・ハート (4/29みどりの日、花と音楽のフェスタ〉滋賀H口ーズ 28 
関西ハーモニカフレンズ会員募集! 関西日7レンズ 28 
HiOHAS主催ピクニックコンサート、堺市東雲公園で盛大に4/13開催 MiOHA S 29 
大東市立公民館ハーモニカ一日体験教室(2/23)、20名が参加 吉村則次 30
細田友美513コンサート高石市アプラ小ホール 吉村則次 31
細田友美クロマチック・ハーモニカ教室案内 編集局 31
堺女性大学クロマチックハーモニカコース、 32名で 3年日開講 吉村則次 32
ハーモニカで議員立候補者を応援 吉村則次 33
私の演奏がFM放送に乗った! 吉村別次 33 
会員異動のお知らせ 組織部長 34
スクラップ・ブック=新聞記事〈小林由美子、木谷悦子、小出彰、等〉 編集局 35 
ナベネジを使ったリードとパルプの取替方法 菅村一雄 39
リードを長持ちさせる方法ありませんか 匿 名 様 41
音楽の教科書は、楽譜と知識の宝庫 吉 村 則 次 42
サカホーン〈小学校で使われているハーモニカ〉 安部 寄 43 

実にいろいろな配列のハーモニカが売られています 吉 村 則 次 43
新しいハーモニカ CD、お薦めカラオケ CD 吉村 則次 45 
〈日本ハーモニカアカデミー》複音ハーモニカ奏者認定制度のご案内 大石 昌美 47 
野崎小唄選手権大会で入賞 大東H7ンサンプル48
財団法人音楽文化創造の音楽技能検定(2003/10/26)のご案内 編集局 49
連盟会員名簿 組織部長 53
編集後記 編集局長 21

惇司圭司「呼淘
第14回ハーモニカ祭り申込用紙2件、返信用封筒、振込用紙吟会員のみに同封
第5回南大阪ハーモニカ祭り申込用紙吟対象者のみに同封

本誌全般に亙り、字数の関係でハーモニカをHと表示しである場合があります。
次号00月号〉の原稿締め切りは8115(金〉、発行は9/16(火)H祭りプログラムを同封
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関西ハーモニヵ連盟 妥主事反 2003/10)弓苦手一一固 とた

表紙ハーモニカ人形

裏表紙ハーモニカ 編集局

F、

、ーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 3 
第14団関西ハーモニカ祭り、いよいよ10/19大東市サーティホールで事業 部 7 
大石昌美氏等をゲストに開催、南大阪ハーモニカ祭り、11/9日曜日 MiOHAS 8 
徳永ハーモニカ教室一門会コンサート、11/3岸和田浪切ホール 編集局 8 
第5回アジア太平洋ハーモニカ大会香港2004/8/4--8 編集局 9 
第 1回香港ハーモニカフェスティパル、 2003/10/4--5 編集局 9 
2004/6世界音楽祭インスプルックに行こう 吉村則次 10
大石流「日本ハーモニカアカデミー」設立記念コンサート 2003/3/14 71ンクラブ 11 
ハーモニカ振興会主催第 3回全国ハーモニカ研修会 10/30--31浜松編 集 局 11 
盲導犬育成支援チャリティ・コンサート2003に出演して 武田守正 12
庄内ハーモニカアンサンプル記念コンサート 坂川重雄 12
垂水ハーモニカ友の会、ひょうごボランタリープラザに登録 酒巻勇二郎 13 
大石喜一郎活動状況報告 大石喜一郎14
写真ニュース=芸術協会コンサート、木谷悦子TV、和谷泰扶等= 編集局 15 
和谷泰扶セミナー(2003/8/1......3琵琶湖湖畔〉 姉川 敏彦 23
菅村一雄活動報告と予定 菅村一雄 25
戦後の器楽合奏の胎動、藤本延一氏、仲村洋太郎氏、大場善一氏等 吉村 則次 26 
とっておきの話[30]何故五線譜を使わないか 特別顧問森本恵夫 21
、ーモニカが上達する為の大切なこと (4) 四重奏等について 池田 輝樹 29

音楽ボランティアをやってみて思うこと 村上祇子 30
アンサンプル楽譜「峠の我が家」 池田 蹄樹 31 
NHK大阪文化センター入会・ハーモニカ教室受講のご案内 編 集 局 31
交流旅行(11/29......30三重県湯の山温泉、四日市〉追加募集 事業部 35
著作権法恐れるな?! 編 集 局 36
習いたい希望は少ないが、習っている人は多い、中高年のハーモニカ 編集局 38 
明治大正の日本のうた、五十音順、作曲年代順一覧表作りました 吉村 則次 39 
おさい銭ライブで演奏して来ました、大阪市福島区 JR高架下 編集局 40
リードの折れと「息の形」との関係 吉村則次 42
レコードのザーという音の消し方を教えてください 林一義 43 
FM rちゃお」でハーモニカを宣伝 青木聴 43
6/22佐秀会コンサート〈奈良県河合町まほろばホール〉がFMハイホーに編集局 43 
NHK-TVでクロマチック・レッスン 編集局 44
お薦めカラオケ CD 吉村則次 44
財団法人音楽文化創造の音楽技能検定(2003/10/26)のご案内 編 集 局 44
スピードと高さが変更できる CDプレーヤー、練習やカラオケに最適吉村 則次 45 
新しいハーモニカ CD 吉 村 則 次 46 
スクラップ・ブック=新聞記事〈和谷泰扶、庄内アンサンプル等〉 編集 局 41 
なぜ「シJは吸うのか、ドレミの吹き吸いと音の配置を考える 吉村則次 49
ピンセットでパルプ改良工具 吉 村 則 次 52
会員異動のお知らせ 組 織部 長 52

F司圭オ年勿
第14回ハーモニカ祭りプログラム 各 1部
同チラシ各2部

本誌全般に亙り、字数の関係でハーモニカをHと表示しである場合があります。

次号(2004/1月号〉の原稿締め切りは11/1(金〉、発行は12/8(月〉、定時総会招集

炉
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と欠目2004/1)弓与ラ~幸良

ハーモニカを吹こう

ハーモニカ

関西ハーモニカ述盟

表紙

裏表紙

内
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事業部 10
古村則次 10

編集局 11
森 本 恵 夫 15
吉村則次 17
坂本篤造 17
大石喜一郎 18 

吉村則次 19
吉村則次 21
事務局長 22 
池間輝樹 23

池田輝樹 24

編集局 24

田中祥雄 25
保理江元子 26 
Mi 0 H A S 25 
菅 村 一 雄 26
吉村則次 27
大石喜一郎 35 
保理江元子 36 

吉 村 則 次 37

編集局 39

編集局 39

編集局 41
編集局 41
吉村則次 42
編集局 42
組 織 部 長 43

吉村則次 43
編集局 44

局

理事.長

事業部

編集局

編集局

77ンクうプ梁木

編集局

集制

平成 16年度定時総会招集ご案内

第15回関西ハーモニカ祭りは、 10/16土曜日奈良県大和郡山市で

第 5回アジア太平洋ハーモニカ大会、香港2004/8/4--8
ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉

大石呂美演奏会と講習会 2003/3/14 堺市サンスクエア

2004年度会報発行日程

交流旅行01/29--30三重県湯の山温泉、四日市〉関西から37名

三重県協会から21名、中部地区から3名、合計61名が参加して実施

峠の我が家をありがとう

写真ニュース=関西ハーモニカ祭り、エコーズグリーン発表会等=

とっておきの話[31]全力投球 特別顧問

レベルが高かった徳永一門会コンサート

数字譜礼讃

数字譜礼質

複音のかたも五線譜の「知識Jは必要

音楽技能検定に数字譜、文部科学省も数字譜を必要と認めてる?

関西ハーモニカ祭り~反省意見~

ハーモニカが上達する為の大切なこと(5)
NHK連続ドラマ「プレーメンの音楽隊」にハーモニカが

特別顧問粛藤議孝氏がカラオケと楽譜付き CDを2枚発売

第 3回ハーモニカ振興会“研修会"に参加して

第 3回ハーモニカ振興会全国研修会に参加して

大石臼美氏等をゲストに南大阪ハーモニカ祭り 11/9盛大に実施

縁は異なるものハーモニカなもの

まるで学生ハーモニカ大会、香港Hフェスティパルに参加して

茨木市や大阪市でハーモニカの音がしています

“人としてやってはいけない事"の言葉のうれしさ

新しいハーモニカ CD、アンサンプルに最適な楽譜

スクラップ・ブック=シールマンス、姉川敏彦、内山進ほか

若手がハーモニカ団体の役員に、ただし厚木での話

もり・けんが映画音楽を 活動状況

アジア太平洋ハーモニカ大会香港2004追報

「昭和の歌謡曲J全19曲のMD完成

策木進、近鉄百貨!占でデモ演奏

会員異動のお知らせ

ハーモニカでパレード、歌は六甲おろし

“ハーモニカの鉄人"蔚藤寄孝、CD発売!!

F、

F凧

同封物

定時総会出欠はがき

本誌全般に亙り、字数の関係でハーモニカをHと表示しである場合があります。

次号(2004/4月号〉の原稿締め切りは 2/20(金〉、発行は 3/22(月)
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関西ハーモニカ連盟三蚕華麗 2004/4J寺三聖子 百ー と長
表紙ハーモニカ人形 裏表紙ハーモニカ 編集局

当述盟主催第 5回西臼本ハーモニカコンテストのお知らせ 事業部 3 
第民団関西?ーモニカ祭りは、 10/16土畷日奈良県大和郡山市で 事業部 3 
前号の記事訂正 問中祥雄 3
第5回西日本ハーモニカコンテスト出場者募集 事業部 4 
東海道リレーコンサート (6/12京都市アパンティホール〉案内 田中祥雄 3 
東海道リレーコンサート (5/16大津市びわ抑jホール小ホール〉案内 筒井絵太郎 4
ピクニックコンサートを4/11日曜日 大阪城公園で Mi OHAS 7 
FIHジャパン主催ハーモニカコンテスト案内 編集局 8 
第5回アジア太平洋H大会の詳細、大会参加者説明会及び顔合わせ会 事業部〈吉村)9 
KHFハーモニカサロンと楽しいハーモニカコンサート 関西日フレンズ11
研修会のお知らせ 研修部長 12
五線譜の勉強をする機会を 匿名 12 
当述盟定時総会決議報告 • 理事長〈事務局長)13 

1 5年度事業報告、 16年度事業計画、新役員一覧表、改正後の当連盟規約全文、
1 5年度決算報告、 16年度予算 18 

関西ハーモニカ連盟ホームページ開設お知らせ 梁木進 23 
ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集 局 24 
写真ニュース=定時総会、交流旅行、南大阪H祭り等= 編集局 27 
関西ハーモニカ・ポップス合奏団定期演奏会10/26 村上 浩一 35 
関西ハーモニカ・ポップス友の会コンサート 12/14とアンケート結果 村上 浩一 35 
エコーズ・グリーン六甲平成16年行事予定 西 田 幸 司 37
私の「昭和の歌認曲、日本の歌Jが奈良県の FMハイホーに 吉村則次 37
第2回MYKクロマチックハーモニカクラプホームコンサート 川本建治 38
とっておきの話[32]わが心のハーモニカ 特別顧問森本恵夫 39
ハーモニカが上逮する為の大切なこと(16)楽譜について 池 田 輝 樹 41
NHK-TV rプレーメンの音楽隊」にハーモニカ 池田輝樹 42
三重県ハーモニカ協会との交流演奏会(11/30四日市〉 田中 祥雄 43 
交流演奏会を終えて 永野富康 44
ハーモニカ交流旅行に参加して 辻部暁子 44
ハーモニカでバッハ!内山進のリサイタル11/22 吉村 則次 45 
泉ハーモニクスの発足にあたって 寺村安雄 47
スクラップ・ブック= 編集局 50
小規模の会場での演奏の設備 吉村則次 51
今度は大丈夫?KHA活動報告 大石喜一郎55
キーが変えられる機器が出た 吉村則次 56
新しいハーモニカ CD 吉村則次 57 
CD. MDの音飛びについて 菅村一雄 59
吉村則次氏等の長浜ロイヤルホテルでのX・masSound Night 菅村 一雄 61 
演奏するときは相手を考えよう 吉村則次 61
美空ひばりが 1位、読売新聞音楽アンケート 編集局 62
第 15回兵庫のまつりーふれあいの祭典 酒巻勇二郎 63
定時総会に初参加して 光野利一郎64
畏友花岡慎吾さんを偲んで 六島昭治 65
会員異動のお知らせ 組織部長 66
締め切り日は変更できません 編集局長 67
大石昌美ライブコンサー卜(3/14堺市サンスクエア、3113大東市民会館)77ンクラプ梁木 68 
寺村安雄等、幼稚園で演奏 岩崎恭史 21
F司圭す特淘 第5回西日本ハーモニカコンテスト応募要領
東海道リレーコンサー卜〈大津、京都〉
次号(2004/7月号〉の原稿締め切りは 5/21 (金〉、発行は 6/22(火〉
勝手ながら、編集局長がインスプルックの大会に参加するため、発行が 1日遅れます。
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関西ハーモニカ述盟一三蚕幸辰 2004/7~月与手一回一ーと定
表紙 こぐまくんのハーモニカ〈リプリオ出版の絵本〉から

裏表紙ボラ・ミネピッチ・ハーモニカ・ラスカルズ 編集局

第15回関西ハーモニカ祭り 00/161ニ曜H奈良県大和郡山市〉ご案内 事業部 3 
当連盟主催第 5回西日本ハーモニカ・コンテストのご案内 事業部 5 
第7回浜松 1泊 2Hハーモニカ・セミナーご案内 古橋サークル 6
、ーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集 局 8 

森本志夫氏のリサイタル、今年の南太阪ハーモニカ祭り 11/1ご案内 MiOHAS11 
絵本「こぐまくんのハーモニカJ 吉村 則次 12 
関西から 9名が参加、アジア太平洋ハーモニカ大会香港 事業部〈吉村)13
写真ニュース=大石島美コンサー卜、ピクニックコンサー卜等= 編 集 局 15""22 
7月以降の研修会のお知らせ 研修部長 23
10/2木谷悦子、大阪音楽大学でセミナーとコンサート 編集局 24
今年の音楽検定は 10/24 編集局 24
大石呂美ハーモニカライブ・コンサートを振り返って 梁木進 25 
金川、もり・けん、楠の各氏が日本ハーモニカ賞を受賞 編集局 26
大石呂美氏、関西で 2日迎続でコンサー卜 吉村則次 26
東海道ハーモニカ・リレー・コンサート近江国を終えて 筒井松太郎 27
洛水ハーモニカ同好会最近の活動状況、ぴわ湖放送に出演 筒井松太郎 28
和谷泰扶クロマチック・ハーモニカ・サマーセミナー 2004 和谷 泰扶 29 
和谷泰扶クロマチックカ京都教室2004年秋則入門クラス生徒募集 和谷泰扶 30 
ハーモニカが上達する為の大切なこと(7)、習うこと教えること 池田 締樹 31
NHKーTVrプレーメンの音楽隊J終了 池 田 輝 樹 32
池田輝樹氏テレビ出演 編集局 32
大屋町田悶コンサート 新山ミツ子 33
今年も快晴・・・みんな集まれボランティア 大石喜一郎34
「っちいばんすい」が正しい、土井晩翠 大石喜一郎34
HiOHAS主催ピクニックコンサート大阪城公園4/11を振り返って 梁木進 35 
大東市立公民館教室、初心者向け講座を新規に開始 吉村則次 35
マイクには風防を。屋外のコンサー卜の PA 吉村 則次 36 
発表会の意味 吉見治 37
堺女性大学新規教室17名で開始、 OBクラスも19名で 吉村則次 37
5/19カラオケ&スナック木村〈大阪市阿倍野区昭和町〉でリサイタル 吉村 則次 38 
第二びわこ学園新築移転記念コンサートとお茶会の集い 菅村一雄 39
和谷泰扶セミナー〈東京〉 編集局 39
お薦めの新しい CD 吉村 則次 40 
スクラップ・ブック=細田友美、各ハーモニカ教室、等 編集局 41
私のドボルザーク「新世界交響曲j等が奈良県の FMハイホーに 吉村則次 41
今年もやります桜の下でハーモニカ演奏、ハーモニカを吹いてみれば?編 集 局 43 
述盟のホームページは更に進化しています 梁木進 44 
時間厳守は不可欠マナー - 吉村 則次 44 
ハーモニカのためのお薦めのカラオケ CD 吉村 則次 45 
吉村則次、姉川敏彦等の CD発売 編集局 46
テレビ・テーマ山政奏MD提供 吉村則次 47
やはり数字譜だ 大石喜一郎48
「つきのさばく Jは「月の盆漠J、曲名は正確に 吉村則次 49
イタリア料理底で「荒城の月変奏曲」を演奏 水 野 昭 三 49
会員異動のお知らせ 組 織 部 長 50
会員名簿 組 織 部 長 51
2年前から予約できるホールがあります 吉村則次 56
*毎月連載しております特別顧問森本恵夫氏による「とっておきの話jは、今回休載とします。
同封物関西ハーモニカ祭り申込用紙〈ソロとアンサンプル〉、同返信用封筒、同振り込み用紙
〈該当者のみ〉南大阪ハーモニカ祭りのソロ申込書、アンサンプル申込書

次号(2004/10月号〉の原稿締め切りは、 8/20(金〉、発行は 9/21(火〉
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関西ハーモニカ述盟壬註幸良 2004/10)弓手ラ 目 と欠

表紙 ジュニア・オーケストラ アジア太平洋大会香港にて

裏表紙オーストリアのラーキルへンのHグループの旗 編集局

事業部
MiOHAS 
飛岡保雄

編集局

研修部
事業部

第15回関西ハーモニカ祭り(10/16土曜日奈良県大和郡山市〉ご案内

森本恵夫氏の前奏を含む今年の南大阪ハーモニカ祭りご案内

宇治ハーモニカ・スクール創立15周年記念コンサート

ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉

10月以降の研修会のお知らせ
加藤悦子、梁木進、園友栄等が優勝、第 5回西日本Hコンテスト

喜びの優勝者の写真

優勝者の言葉

ジュニア・ソロ部門 国友栄、クロマチック・ソロ部門 加藤悦子
複音部門、毎日の練習の積み重ねが良かったのか-..-.. 梁木 進

デュエッ卜部門 ダブル S・九州、小アンサンプル部門 トリオ OZ

大アンサンプル部門 ドラゴン 7
都クロマチック・ハーモニカ・クラブ・ホームコンサー卜

香港の夏は暑かった、アジア太平洋ハーモニカ大会香港2004報告
関西からの出場者の活躍、コンテストの結果

写真ページ参加者、コンテスト、ホーム・コンサート等 事業部 19
第 5回アジア太平洋ハーモニカ大会に参加して 姉川敏彦 23
各国からの出場者に会える国際ハーモニカ大会 吉村則次 25
課題曲の楽譜公開〈クロマチック及び複音〉 事業部 29 

クロマチック イ同歌 VILLAGEVOICE 復音奮進 GUYPTION
シグモンド・グロープン氏と再開 姉 川 敏 彦 35
ベテランの味発掠、ハーモニカ演奏半世紀以上=京都新聞編集 局 36 

とっておきの話 (33)多くを学んだ香港アジア大会 特別顧問森本恵夫 37
リクエスト方式で演奏会 (8/18堺女性大学教養講座〉 吉村 則次 39 
加藤悦子氏等が入賞、 FIHジャパンコンテスト(6/6)の結果一覧 編集局 40
ハイライトはラーキルへンコンサート〈オーストリア旅行(6/5-..21)) 吉村 則次 41 
写真インスプルック・コンテスト、ラーキルへン・コンサート等 吉村則次 45
ハーモニカが上達.する為の大切なこと(18)、ミニ・モニにHを教える 池田 輝樹 47 
もり・けんがハーモニカ賞=朝日新聞記事 編集局 48
写真ニュース=日本H芸術協会コンサート、みんなのHコンサート等=編 集 局 49 
NHK神戸文化センター慰問演奏 村 上 浩 一 51
新しいハーモニカ CD香港大会で買ったもの 吉村則次 51
青嵐の過ぎたる空へハーモニカ 大石喜一郎 54
緩音ハーモニカの魅力、倍増 木下加奈美 55
四方ハモ話 光野利一郎 56
平成16年前半の記録 大石喜一郎 57
関西ハーモニカ述盟のホームページをご覧になりましたか? 梁木 進 58 
ドボルザークの「家路Jがカラオケで。お薦めのカラオケ CD 吉村 則次 58 
渋川小に友情のハーモニカ贈る=京都新聞記事 姉 川 敏 彦 59
会員異動のお知らせ 組 織 部 長 60
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医司圭司「呼吻 第15回関西ハーモニカ祭りプログラム

次号(2005/1月号〉の原稿締め切りは、1l/5(金〉、発行は12/6(月〉総会招集通知

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。
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件

I~J(小、ーモニカ連盟妥主主幸良 2005/1)弓与ラ 目 と欠

表 紙 力ラス製のハーモニカ、実は2004アジア太平洋大会寄港の入賞者トロフィー

巣表紙上 に同じ 編集局

平成17年度定時総会のご案内 理事長 3

2005il~の会報発行予定表 編集局 4

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 5 

ドイツの世界大会は今年10/2--6、アジア太平洋大会は2006/8/3--6 事業部〈吉村)8 

第16団関西日祭りは尼崎市アルカイックホールで10/16日時日に 事業部 8 

写真ニュース=関西ハーモニカ祭り等= 編集局 9 

第4問研修会、楽しい役に立つ音楽クイズ、香港大会報告 研修部 14

良い音楽は健康のもと 編集局 14

JEUGIA明北花田カルチャーセンターでクロマチックハーモニカ講座

関西ハーモニカ祭りをふり返って

森本恵夫氏を迎えて盛大に南大阪ハーモニカ祭りを開催

南大阪H祭りの森本氏リサイタル実況、南大阪愛好者の録音 CD販売

焼け跡でひろったハーモニカ、

平和になって60年寺村安雄ハーモニカチャリテイコンサート

カラオケボックスでハーモニカの練習を

第 5回研修会(シンコペーション〉の報告

独断と偏見によるハーモニカに関る素朴で楽しい話[四方ハモ話]

オーケストラのカラオケを"ックにハーモニカを吹いて見ませんか?

とっておきの話 (34)つづくスターを期待して 特別顧問

第4岡スズキハーモニカ振興会全国ハーモニカ研修会に参加して

ハーモニカが上達する為の大切なこと(19)

楽しかったポンちゃんコンサート

ゴム底の靴を履こう

盛況線に終わった茨木の夏のイベント

2004年度垂水ハーモニカ友の会のボランティア活動一覧

高等学校学園祭でハーモニカ演奏〈大東市大阪府立野崎高等学校〉

新しいカラオケ CD

新しいハーモニカ CD

シールマンスがまたやって来る

第15団関西ハーモニカ祭りの全部の演奏の CD販売ご案内

交流授業に参加して

会員異動のお知らせ

大石喜一郎編曲集・ 04出版のお知らせ

存司圭ナ特均

定時総会tJj欠回答はがき〈会員のみ〉

次号(2005/4月号〉の原稿締め切りは、 2/18(金〉、発行は3/22(火〉

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

吉村則次 15

林和子 15 

MiOHAS16 

MiOHAS16 

寺 村 安 雄 17

吉村則次 19

研修部 21

光野利一郎 23 

梁木進 24 

森 本 恵 夫 25

保理江元子 25 

池悶輝樹 27

畑婦美子 28

吉村則次 28

大石喜一郎 29 

酒巻勇二郎 30 

吉村則次 31

吉村則次 31

吉村則次 32

吉村則次 32

梁木進 33 

田 中 祥 雄 35

組織部長 36

大石喜一郎 36 

内
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関西ハーモニカ連盟蚕豆幸良 2U05/4)=ヨ事手-1ヨ と反
表 紙 故クロード・ガーデンの昭和30年代の LPのジャケット関連記事参照

裏表紙ハーモニカ 編集局

平成11年度定時総会報告 事務局長 3
平成11年度役員表 事務局長 4
平成16年度決算報告、 11年度予算等 会計部長 5"'8
2006/1/10総会終了後の記念写真 編集局 9
f、ーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 10...12 
研修会は 4/4新大阪のココプラザで 研修部 12
連盟主催交流旅行は 11/25......11 /28大分へ 事業部 13
ピクニックハーモニカコンサー卜は、 4/3[1鴫日大阪城公園で M i OHAS14 
梁木進ハーモニカ教室合同発表会 4/10昭和町の阪南パラドームにて 梁木 進 15 
第1回クロマチック・ハーモニカ・コンサート inNagoya 編 集 局 15 
寺村安雄、複音講習会〈特に分散和音)5/15北区エステー卜ビルで 寺村安雄 16
都クロマチック・クラブ・コンサー卜は5/11火曜日宇治市で 川本建治 11
ハーモニカが上達する為の大切なこと (20) アド・リブについて 池田 崎樹 18
総会出欠はがきに盛られた会員からのご意見、近況等 事務局 19
写真ニュース=クロード・ガーデン、南大阪H祭り等= 編 集 局 21...26 
クロモニージャパンコンサート クロモニージャパン 21
懐かしい曲をバイオリンとソプラノで鑑賞(幸田胞子演奏会〉大東Hアンサンプル 21 
エコーズ・グリーン六甲第6回クリスマスコンサート 戸 田 秀 徳 28
雲重く風寒き日のハーモニカ 大石喜一郎29
平成16年度後半の記録 大石喜一郎30
クロード・ガーデン氏逝去 特別顧問粛藤詩孝 31
「グリスビーのブルース」はすごかった、クロード・ガーデン氏逝去 吉村 則次 31
F 1 Hコンテスト出場者募集中 編集局 32
リード合奏に大きく貢献した大場善一氏逝去 吉村則次 33
とっておきの話 (35)大場善一氏を悼む 特別顧問森本恵夫 34
独断と偏見 ハーモニカに関する索朴な話「四方ハモ話(3)J 光野利一郎 31 
徳永延生ハーモニカ教室発表会盛大に開催、当連盟会員9人も演奏 吉村 則次 38 
MD伴奏を使用する場合のご注意、フロアー・モニターをつけてよ 吉村 別次 39"'40 
「なごり雪Jr時代Jr冬ソナ」等ヒット曲の模範演奏・カラオケMD販売 吉村 則次 40 
美しい韓国のメロディ~韓国TVドラマのテーマ曲のカラオケ 吉村則次 41
カラオケでHを吹いてみよう--メーカー別カラオケのキ一一覧表 梁木進 43"'45 
ジュージヤ・カルチャー〈堺市ダイヤモンド・プラウ〉教室の時間変更 吉村 則次 43 
大石喜一郎ハーモニカ教室の状況 大石喜一郎46
すぐ手をたたかないで 吉村則次 46
ハーモニカ教室を教えて! 編集局 6 
「ハーモニカのここ 10年」の原稿募集 編集局長 41 

第 1聞の関西ハーモニカ祭りは? 吉村 則次 48 
会報の封入と発送を業者に委託 編集局 49
堺合同クリスマスコンサート開催 国口幸輝 49
ボランティア活動で、兵庫県「こうのとり賞Jを受賞 J 尾路 進 50 
なつかしいケンタッキーの家、アンサンプル楽譜 池田輝樹 51"'53
特別顧問、和谷泰扶氏、クロマチック教本入門編発売 編集局 8 
特別顧問、徳永延生氏、クロマチック・ハーモニカ最新教則本発売 吉村 則次 41
会員異動のお知らせ 組織部長 54
スクラップ(新聞等掲載記事、写真〉 編集局 55
ハーモニカを取り上げた、ケンウッドのカーステレオの広告 吉村則次 56
編集後記 編集局長 28
次号(2005/7月号〉の原稿締め切りは、 5/20(金)、発行は6/20(火〉
関西ハーモニカ祭り出演者募集、秋の懇親旅行詳細案内と申し込みを予定
誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。
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関西r、ーモニカ述盟吾吾事辰 2005/ 7 Jヲ主ヲJ 目 と欠
表紙 アメリ力、ペンシルパニアのジェイミーちゃん <2003/4/6生まれ当時l歳余り〉

裏表紙ハーモニカ 編集局

今年のハーモニカ祭り 00/16尼崎市アルカイックホール)IB演者募集 事業部 3 
述盟主催交流旅行(11/25-11/28大分〉のご案内 事業部 5
ソフィア場、堺市北支所で七夕コンサート ソフィア堺 5 
和谷泰扶、クロマティック・サマー・セミナー 8/5"7大津市のぞみ荘 和谷 泰扶 6 
ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 7 
蔚藤詩孝先生とサロン・ド・エンカを迎え、第 7回南大阪H祭りは、12/4 HiOHAS 9 
和谷泰扶セミナーJEUGIA三条本応にて7/24 モげイラ楽器 10 
研修会のお知らせ重奏・合奏の楽しみ方 7/12ココ・プラザで 研修部 11
筒井松太郎が日本H賞を受賞、佐藤俊美が日本H芸術協会師範に、

梁木進が同会準師範に
ハモ祭りに出ょう

ピクニック・コンサートまたまたトラブル、次回は10/2に

堺女性大学クロマチック・コース合計39名に

特別顧問和谷泰扶氏が、洗足音楽大学ハーモニカ科の講師に

木谷悦子が全国慈善コンサート〈新聞記事〉大東は5/28
垂水H友の会、兵庫県知事から感謝
東大阪公民館ハーモニカクラプ開設と追加募集

複音講習会〈特に分散布1音)(5/15北区梅田エステートビル〉を終えて

寺村氏の分散和音の講習会(5/15北区侮田エステートビル〉に参加して

谷村和男 15、中川和子 16、笹IJJ恵司 17
梁木進 17 
大石喜一郎18
吉村則次 19
吉村則次 19
吉村則次 20
編集局 21....28
山 本 義 信 29
吉村則次 31
川本建治 31
川本建治 32
菅村一雄 32
編集局 33
尾路進 33 
梁木進 34 
吉 村 則 次 34
吉村則次 34
森 本 恵 夫 35
池田締樹 37
編集局 40
田中祥雄 40
ハモ祭PA担当41
H ドレ ~77会 43 
吉村則次 44
吉村則次 44
吉村則次 45
組織部長 49
編集局長 54 
編集局 59
編集局 60

梁木進J、ーモニカ教室合開発表会

第5回KHF楽しいハーモニカコンサー卜を終えて

大石昌美氏がハーモニカ60周年記念パーティ

和谷泰扶氏の教則本入門編発売
堺市の巨大ショッピングセンターや西日本 JRジパングクラブで演奏

写真ニュース=梁木コン、大石コン、徳永教室コン等=
牧野I、ーモニカ同好会創設15周年記念研修発表会を開催

都クロマチック・クラブ・コンサート5/17火曜日宇治市「口和j

クロマチックって何ぞや? FMうじのホームページから

城南新聞に都ハーモニカクラブコンサートの記事が

ボランティア交流会に招かれて

精力的にたびたび開催されたクロマチック「吹きまくり会」

r 1月17日は忘れないJ感謝状を受賞

述盟のホームページ
ジェイミーです!表紙を飾る 1歳の双子

クロマチックのマウスピースの掃除に100円ショップのプラシを

早とちりと勘追い、とっておきの話 [35]
ハーモニカが上達する為の大切なこと(21)
響け共生のハーモニカ、もり・けんがハンセン元患者とコンサート

こんなんやってます、関西ハーモニカ述盟〈朝日新聞 PR版〉
ハーモニカ祭りの音量等について

懐かしい音色を一緒に(泉北コミュニティの記事〉
クラシックは L、かが

新しいハーモニカ CD
カラオケは楽し、どこで買う?

会員名簿と会員異動のお知らせ

原縞はお返ししません
こんなに多いハーモニカの教室

寺村安雄チャリテイコンサー卜8/14(ベンタ卜ニック・ラブ誌より〉

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2005/10月号〉の原稿締め切りは、 8/19 (金〉、発行は 9/20 (火〉

理事長 11
吉村則次 11
MiOHAS 12 
吉村則次 12
編集局 13
編集局 13
酒巻勇二郎 13 
寺村安雄 14
寺村安雄 15

内
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関西ハーモニカ連盟 4きさ幸良 2005/10)弓与さP 目 とた

表 紙 アメリカ、ペンシルバニアのジェイミーちゃん(当時l歳余り〉

裏表紙今年のドイツで開催の世界大会のロゴ 編集局

今年のハーモニカ祭り 00/16/己崎市アルカイックホール〉案内 事業部 3 
2006年の述盟定時総会は1/9大阪市凶区北京料理徐闘で 事務局 3 
第 6回西日本ハーモニカコンテスト2006/7/30日曜日びわ湖ホール小 事業部 3 
関西Hポップス合奏団第30聞記念定期演奏会10/8メイシアタ一 関西H;f..，プ:{ 4 

連盟主fth交流旅行 01/25-11/28大分〉のご案内 事業部 5
吉村則次氏によるクロマチック修理講習会11/19西宮市フレンテ案内 西原 正男 6 
大阪城公闘でのピクニック Hコンサート 10/2ご案内 Mi OHAS 7 
粛藤詩孝先生と MEQを迎え、第 7回南大阪H祭りは、12/4JJ¥!市民会館 Mi OHAS 9 

ME Q (モダン演歌カルテット〉つてなに? M i 0 H A S 10 
クロモニー・ジャパン、第 6回J、ーモニカふれあいコンサート 11/12 クロモニー 11 
関西日フレンズHサロンと第 6回楽しいHコンサート 関西H7レンズ 11
第 5悶Hフレンドコンサー卜〈都クロマティック Hクラブ)11/27 JII本 建治 12 
一段上の/、ーモニカをめざして、綾音H講習会10/9のご案内 梁 木 進 13 

F骨、 | ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 14...16 

写真ニュース=各地のコンサー卜、吉森正隆氏の想い出、等= 編集 局 17"'22 
8/14 焼け跡で拾ったハーモニカ、寺村安雄リサイタル 寺村安雄 23

第6回楽しいHコンサー卜のお知らせ 関西H7レンズ 26
あふれんばかりの聴来が集まった堺市役所北支所で夏の集い ソフィア堺 27
酒井涼爾氏の「ハーモニカに支えられた人生Jがハーモニカマガジンに 編集 局 27 
ふうちゃんのハーモニカ(ハーモニカ関連書籍案内〉 編 集 局 28 
第3図柄l谷泰扶クロマティック・サマーセミナー8/5-7報告 姉川敏彦 29"'31
関西ハーモニカポップス友の会第37回みんなのコンサート 村上浩一 32
垂水H友の会、 NHK神戸文化センター等各種施設慰問演奏 村上浩一 32
夏休みキッズハーモニカ教室 梁木進 33
堺市ダイヤモンドシティ阪急子供売り場で梁木進氏がキッズH教室 吉村 則次 33 
ボランティア活動を通じての出会いと喜び 菅村一雄 34
ハモキチ仲間、吉森正隆君の思い出 酒井涼爾 35
ハーモニカコンテスト生みの親、吉森正隆氏逝去 吉村則次 36
日本ハーモニカ芸術協会〈佐秀会〉がクロマチック認定試験 編集局 37

中川敬ーさんの死を悼む 村 k 浩一 37
あのバッハを演奏したジョージ・フィールズ等逝去 吉村則次 38

〆~ とっておきの話 [36]上手なことは良いことだ 特別顧問森本恵夫 39
ハーモニカが上達する為の大切なこと (22) 池日I 締樹 41 
連盟のホームページ、さらに進化 梁木進行

こんなにある!誰でも出られるハーモニカコンサー卜 編集局 43
新しいハーモニカ CD 吉村 則次 44 
日本ハーモニカ芸術協会関西支部述合会コンサートの CD販売 梁木進 45 
子供に聞いてもらう曲、クラシック小品集の演奏とカラオケM D頒布 吉村 則次 46 
和歌山の田掘氏、茨木の小西氏が優勝=FIHコンテストの入賞者一覧 編集局 47 

スクラップ・ブック〈コンテスト俊勝小西進)、木谷悦子、近藤宏一等 編集局 48 
四方ハモ話 (N)独断と偏見ハーモニカに関する素朴な話 光野利一郎 49
新しいカラオケ CD 吉村 則次 50 
平成17年前半の活動報告 大石喜一郎 52
会員異動のお知らせ 組織部長 54
誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2006/1月号〉の原稿締め切りは、 ll/ll(金)、発行は 12，/ 1 2 (月〉
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関西ハーモニカ連盟~幸良 2006/1)弓手ラ 目 と欠

表紙 アメリカ、ペンシルバニアのジェイミーちゃん(当時l歳余り〉

裏表紙ハーモニカ 編集局

連盟定時総会紹集ご案内 (2006/119大阪市西区北京料理徐図〉 事務局 3 

2006年のハーモニカ祭りは 10/15、さやかホールで 事業部 4 

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集局 5 

写真ニュース=各地のコンサート、吉森正隆氏の音楽葬、等= 編集局 7~10 

ハーモニカが上達する為の大切なこと (23) 池田輝樹 11

1/29一段上の Hをめざして、複音Hの講座とミニコンサー卜 梁 木 進 13 
F、

一段上のハーモニカをめざして、複音H講習会 10/9の報告 梁 木 進 14 

井上隆寿氏の資料を探しています 編集局 14 

. 05夏茨木のハーモニカ活動 大石喜一郎 15 

キッズハーモニカ教室 梁木進 16 

吉森正隆大先輩の思い出〈四方ハモ話V) 光野利一郎 17 

ハーモニカ教室で「アザレア」発足 菅村一雄 18

10/16第 16回関西ハーモニカ祭りの録音CD発売 事業部 19

会報掲載の「音飛び」について、 NHKより礼状をいただく 菅村一雄 21

FM放送で 6年 青木隠 4 

会員異動のお知らせ 組 織 部 長 22

編集後記 編集局長 6 

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合がありますo

F夙 | 次号(2006/4月号〉の原稿締め切りは、 2/24(金〉、発行は3/20(月)

I司圭寸宅勿

定時総会出欠はがき

本誌全般に亙り、字数の関係でハーモニカをHと表示しである場合があります。
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J伊岳、

ノヲ甥勝、

関西ハーモニカ連盟妥き幸良 2006/ 4 J弓幸手 自 とた
表紙泣いてんとハーモニカ吹きいや アメリカのディさんの双子の娘 | 

裏表紙桜の下でハーモニカ 編集局 ! 
当連盟定時総会(2006/1/9)決議報告 事務局 3-8 I 
事業報告(3)、新役員表(4)、決算報告(5)、予算(8)、等 i 

和谷泰扶氏、東京都交響楽団と 4/2東京芸術劇場にて 編集局 6 
社会福祉事業奉仕活動功労にて表彰を受ける 事務局 7 
ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集局 9 

今年の会報発行予定表 編集局 12
第6回西日本ハーモニカコンテスト (7/30)のご案内、締め切りは5/1 事業部 13 
新役員に期待する 事 務 局 長 13
研修部を担当するに当たってo 4--7月の研修会のお知らせ 研修部 15
桜の下でハーモニカを吹きましょう、ピクニックコン412大阪城公園 MiOHAS17 
アジア太平洋大会(2006/8/3--6)台湾へ行きましょう、開催要領 編集局 19
第10回浜松ハーモニカセミナ一 徳永延生 24
梁木進ハーモニカ教室合同発表会 3/26阪南パラドーム 梁木進 25 
写真ニュース=当連盟総会、各地のコンサート、交流旅行等= 編集局 26 
楽しかった2005年世界ハーモニカ大会〈ドイツ、卜ロシンゲン〉 吉村 則次 31 
ハーモニカのメッカで演奏・夢、実現! ! 姉JIj 敏彦 37 

歳を忘れてハーモニカを吹く 田中祥雄 34
小中学校の音楽の時間がなくなるかもしれません 筒井松太郎 39
実現した父子共演コンサート 菅村一雄 41
ハーモニカが上逮する為の大切なこと(24) 池田 輝樹 43 
大分県佐藤貴茂氏より、合同演奏会開催に関して感謝の手紙 編集局 44

総会回答はがきに盛られた会員からのご意見 事務局 45

1/29一段上のHをめざして、複音Hのセミナーとミニコンサート結果 梁木進 46 
盛況だったクロマチックハーモニカ修理講習会11/19 吉村 則次 47 
垂水ハーモニカ友の会第 l回みんなのハーモニカ発表会 問巻勇二郎 47
複音「吹きまくり会」はいかが 吉村則次 48

楽しかった交歓演奏旅行 湖西Hフレンズ49

ハーモニカ教室発表会御礼 田 中 祥 雄 50
第6回KHF楽しいハーモニカコンサートを終えて 大石喜一郎 51
スクラップブック=まちおこす愛好者、庶民のハーモニカ= 編 集局 52 
四方ハモ話 (5)音楽の種類? 光野利一郎 53 
大阪音楽大学ハーモニカ講座案内 編集局 53
クロマチック・H グレード認定等日本H芸術協会からのお知らせ 編集局 55

難病支援ネットワークで演奏 吉村則次 23
ハーモニカ向きカラオケ CD 吉村 則次 57 
第6回ハーモニカフレンドコンサート 都クロマティククラブ 都クラブ 58 
懐かしい青春の曲のハーモニカ演奏と方ラオケのMD(楽譜付き〉発売 吉村 則次 59 
新しいハーモニカ CD 吉村別次 59 
会員異動のお知らせ 組 織 部 長 60
楽しい大成功だった九州交流旅行と関西・大分合同ハーモニカ演奏会 仲村 民 61 
編集後記 編 集 局 長 65
日本ハーモニカ芸術協会関西支部連合会コンサート 7/2のお知らせ 日本H協会 66 
川田正子さん逝去 編集局 5.25
誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2006/7月号〉の原稿締め切りは、 5/19(金〉、発行は6/19(月〉
存司圭司「尋淘 5/28FIHジャパンハーモニカコンテスト応募要綱=申し込み締め切りは3/25
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川駅

川穂ヘ

関西ハーモニカ述盟 4註幸良 2006/ 7 J弓与ラ 目 とた

裏表紙ハーモニカ 編集局

第11回関西ハーモニカ祭り 10/15さやかホールご案内、出演者募集要項事業 部 3 

第 6回西日本ハーモニカコンテスト (7/30)のご案内

出場者数、開始時刻、交通、入場券等のご案内

アジア太平洋大会(2006/8/3--6台湾〉へ関西から35名が参加

アジア太平洋H大会〈台湾〉参加者による演奏会兼懇親会(119)ご案内 吉村 則次 8 

7月以降の研修会のお知らせ 研修部 9

4130研修会〈複音、諸島li後藤貞男〉の報告 研修部 10

第28四日本ハーモニカ賞受賞者決定

表紙犬とハーモニカ提供山本恭子氏

西日本ハーモニカコンテス卜の PAについて

南大阪ハーモニカ祭り 1115堺市総合福祉会館ご案内

雨に泣いたピクニックコンサート

ポップス友の会コンサー卜 (4/29阿倍野区民センター〉報告

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉

梁木進ハーモニカ教室合同発表会3126阪市パラドーム報告

写真ニュース=各地のコンサート、研修会等=

ハーモニカが上達する為の大切なこと (25)

音楽連盟総会で講演

スクラップブック=rアエラjの表紙を飾ったシールマンス=

ナベネジを使ったリードとパルプの取り替え方法

四方ハモ話 (6)研修会の感想

演奏仲間も集う歌声喫茶

新しいハーモニカ CD

ハーモニカ向きカラオケ CD

ハーモニカキー識別シール発売のご案内

スクラップブック=尾路進=

懐かしいポール・モーリアの曲のH演奏とカラオケのMD発売

北九州コンサート

会員異動のお知らせ

会員名簿〈五十音順、地域J眠〉

編集後記〈ワープロその後〉

徳永延生 CD 冬のソナタ 発売

事業部

編集局

5 

8 

仲村長 11 

事業部 13

MiOHASl5 

MiOHASl6 

関西Hれ力 16 

編集局 11

梁木進 20 

編集局 21

池田輝樹 26

保理江元子 29 

編集局 30

菅 村 一 雄 31

光野利一郎 33 

菅村一雄 34

吉村則次 34

吉村則次 35

光野利一郎 36 

編集局 31

吉村則次 14

後藤宏男 6 

組織部長 38

組織部長 39

編 集 局 長 44

徳 永 延 生 48

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2006/10月号〉の原稿締め切りは、 8/18(金〉、発行は 9/18(月〉
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F司圭司「呼均 〈当連盟会員のみ〉

関西ハーモニカ祭り申し込み用紙 2純〈ソロとアンサンプル〉

同返送用封筒

同振り込み用紙



関西ハーモニカ述盟 醤きさ幸良 2006/10)弓主喜子 自

表紙 ジュニア・アンサンプル アジア太平洋大会にて

裏表紙 「こぐまくんのハーモニカJより

第17団関西ハーモニカ祭り (0/15)さやかホールご案内

連盟主催チャリティ・ハーモニカ・コンサー卜 (2007/3/4)ご案内

第17団関西ハーモニカ祭り (0/15)さやかホールご案内

早春ハーモニカ・チャリテイコンサート開催に当たって

10月以降の研修会のお知らせ

南大阪ハーモニカ祭り 1115堺市総合福祉会館ご案内

ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉

第11回浜松 1泊 2日ハーモニカセミナーご案内

第6回西日本ハーモニカコンテスト (7/30)を終えて

同 入賞者一覧表

優勝者の写真

~ 優勝者の言葉、岡 直弥、北村サユリ、妹尾裕子、ハーモニー、

スウイング・ダックス

FIHジャパン主催ハーモニカコンテスト (5/28東京〉入賞者一覧

PAの実際 (7/9研修会〉の報告

第 7回Hフレンドコンサー卜 11112宇治市宇治日和

Hでクラシック、中谷晃 第 6回やよいミュージアムコンサート

写真ニュース=西日本コンテスト、各地のコンサート、研修会等=

アジア太平洋大会(2006/8/3--6台湾〉の写真

アジア太平洋大会のコンテスト出場者国別分布

日本は老人天国か、アジア太平洋大会に参加して

風掠る梢過ぎゆく楽の音、ハーモニカサロンと Hコンサートを終えて

理事原田忠雄が堺市功績者表彰(民生功績〉を受賞

平成18年前半の活動報告

大東アンサンプル改組しました。「法円坂アンサンプル」もよろしく

ハーモニカが上達する為の大切なこと (26)

新しいJ、ーモニカ CD、ハーモニカ向きカラオケ CD

ハーモニカ二重奏の演奏見本及びカラオケのMD及び楽譜販売

~、 l 買っておいてよかったポール・モーリアカラオケ

高槻ジャズフェスティバルに参加

宇佐美進編ソロとアンサンプル「惣いl-Uの歌誌1111集~昭和制 llJ発売

法円坂アンサンプル、全く初めてのかたのための教室、生徒募集

インスプルック国際背52i祭参加はL、かが

7/9研修会 (PAの実際、講師吉村則次〉の報告

第6回アジア太平洋H大会コンテスト課題曲(綾音〉

病気に勝てなかったハーモニカコンテスト、四方ハモ話(7) 

日本ハーモニカ芸術協会からのお知らせ

会員異動のお知らせ

岡 直弥氏、よみうりテレビに出演

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2007/1月号〉の原稿締め切りは11/10(金)、発行は12/4(J]) 

-2-

とた

編集局

事業部 3 

事業部 4 

事業部 5 

事業部 6 

研修部 7 

MiOHAS8 

編集局 9-11

古橋Hサークル12

実行委員長 13 

実行委員長 14 

編集局 15

編集局 16 

編集局 20

吉村則次 21

有~H クラブ 23 

中谷晃 24 

編集局 25

吉村則次 29

吉村日IJ次 32

吉村則次 33

大石喜一郎 39 

編集局 40

大石喜一郎 41 

吉 村 則 次 42

池田 卸樹 43 

吉村則次 47

吉村則次 48

古村日IJ次 48

井上純一 49

編集局 50

吉村目IJ次 51

吉村則次 52

研修部長 52 

編集局 53

光野利一郎 56 

編集局 57

組織部長 58

編集局 58
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関西ハーモニカ連盟妥きさ幸良 2007/1)弓与ラ 固 と欠

表紙ハーモニカ提供森本恵夫氏裏表紙ハーモニカ 編集局

2001年度定時総会 (1/8北京料理徐闘にて〉的集ご案内 理事長 3
連盟主催チャリティ・ハーモニカ・コンサー卜 (200113/~) ご案内 事業部 4 

第18団関西ハーモニカ祭りは2001110/1~長岡京市文化会館で 事業部 5 
当連盟特別顧問斎藤議孝氏音楽生活50周年記念祝賀会12/11開催ご案内編集 局 5 
2001年度会報発行予定表 編集局 6
研修会のお知らせ(20011iJ/l徳永延生氏〉 研修部 7 

佐秀会、楽理講習会開催のお知らせ (200111/8斎藤議孝氏〉 佐秀会支部述合会 8 
第11回関西ハーモニカ祭り (10/15) アンケー卜の結果 事業部 9

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集 局 10 

写真ニュース=各地のコンサート、研修会、テレビ等= 編集 局 13 
関西ハーモニカポップス合奏団第31固定期演奏会開催報告 村上浩一 18
ハーモニカでクラッシック、やよいミュージアムコンサー卜~新聞記事~中谷 晃 18 
会報に関するアンケートの結果に関して 編集局 19
ハーモニカが上達する為の大切なこと(21)ハーモニカ教則本について 池田 輝樹 21 

ハーモニカ響く復興へ、高槻の木谷さん国交省から感謝状~朝日新聞~編 集 局 24 
第6回西日本Hコンテスト優勝の言葉、複音ソロ部門で一位を戴いて 桝谷 郁男 25 

2006/10/1複音ハーモニカ修理と調律の研修会の報告 研修部 26
修理と調律の講習を終えて 株式会社鈴木楽器製作所山口牧 26 

近年にない盛況ぷり、南大阪H祭り、「南大阪はHが盛んjを証明 M i OHA S21 
プロのシャンソン歌手山口早智子氏と共演 笹 山 恵 司 28
垂水ハーモニカ友の会活動報告 垂水H友の会29
新しいハーモニカ向きカラオケ CD 吉村 則次 30 

「ハーモニカでアカペラ演奏」の記事から学ぶ 姉川敏彦 31
アンサンプル優勝にはアドラーの曲等を? 吉村 則次 32 
鬼に金棒四方ハモ話 (8) 光野利一郎 33 

老人施設での演奏のプログラム 吉村則次 34

あらいなおこ CD発売及び2006/12/30コンサー卜ご案内 編集局 33
老人施設での演奏プログラム 匿名 3iJ 
岡直弥君、徳永延生氏が5000人の前で演奏、道上洋三パーソナリティで吉村 則次 35 
吉津妙子さんがポール・モーリアの「恋はみずいろJを追悼演奏 吉 村 則 次 35
自分で作れる Hの便利品の紹介簡単マウスピース、音階スケール 姉川敏彦 36

イナパウアーもとび出したサマーコンサー卜 菅村一雄 31

プログラムは送らないでください~編集後記~ 編集局長 38
新しいハーモニカ CD 吉 村 則 次 38 

会員異動のお知らせ 組 織 部 長 39

日本ハーモニカ芸術協会関西支部連合会の関西の役員 編集局 39

六島昭治さんの死を悼む 村上浩一iJO

徳永延生三岡市白い絵本教室生徒募集 編集局 4

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2007/4月号〉の原稿締め切りは 2/23(金〉、発行は 3/19(月〉
医司圭寸宅勿

定時総会出欠回答はがき

あつぎハーモニカコンサート2001のチラシ、あらいなおこ2006112/30コンサートのチラシ

日本ハーモニカ芸術協会関西支部連合会演奏会(6/10和歌山〉ご案内と出演者応募要領
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関西ハーモニカ連盟 4主主宰艮 2007/4 J弓与号 目 と欠

表紙 ムーミン谷のスナフキンとハーモニカ〈姉川敏彦氏提供〉

裏表紙ハーモニカ 編集局

2007年度定時総会 0/8北京料理徐園〉の決議通知

事業報告-3、事業計画一3、新役員表-4、決算報告-5、予算一8 理事長 3 

今年の交流旅行は9/29(土)"'30(日〉、行き先等計画中 事業部 5

第18団関西ハーモニカ祭り 2007/10/14長岡京市文化会館 事業部 6

第9回KHFハーモニカサロン&楽しいハーモニカコンサート5/30 大石喜一郎 7 
研修会のお知らせ(2007/4/1徳永延生氏、 7/8梁木進氏、 9/23白鳥達夫氏〉研 修 部 9

佐秀会、楽理講習会 (2007/1/8斎藤脅孝氏〉報告 佐秀会支部連合会 10

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集 局 11 ..... 

南大阪ソサイアティ主催ピクニックコンサート、河内長野市4/8日曜日 MiOHaS 15 

H・セレプ・イン・コンサート (4/22生駒市中央公民館〉 村上 博昭 16 

第9回南大阪ハーモニカ祭りは11111新築の堺市東文化会館で MiOHaS 16 

梁木進教室合同発表会3/25 大阪狭山文化会館 梁木進 17 

第8回宇治橋クロマチック・複音ハーモニカコンサー卜は6/3 都 Hクラブ 18 

民謡ハーモニカ講習会 4/20主 催 三 木 楽 器 講師蔚藤脅孝氏 三木楽器 19 

徳永延生氏クロマチック Hコンサート 6/23 主催三木楽器 三木楽器 20 

好きです !Hコンサート6/24 .....この気持ち伝わるまで奏でたい~ 三木楽器 21 

梁木進コンサート 7/29日曜日大阪市立中央青年センター 梁木進 22 

写真ニュース=各地のコンサート、研修会、テレビ等= 編集局 23-
第8回KHF楽しいHコンサートを終えて 大石喜一郎 28

奈良市立南部公民館で演奏 2/13 青木 聴 28 

寺村安雄ハーモニカクラブ合同発表会 谷村和男 29 

ハーモニカのギャリソン 2枚同時アルバム産経新聞 編集局 29

会員異動のお知らせ 組織部長 30

定時総会の出欠回答はがきより 述盟に対するご意見及び近況 事務局長 31 
ハーモニカが上達する為の大切なこと(28)ハーモニカ教則本について 池田 輝樹 33 

新しいハーモニカ教室開講和泉市生涯学習ハーモニカ教室 中 谷 晃 33 

連盟主催チャリティ・ H・コンサート (2007/3/4)の出演者と演奏曲事業部 36

FIHコンテストご案内 編集局 36

トンボ楽器製作所、訪問記 山本健司 37

がんばろう神戸!アジア音楽仲間の集い第26回チャリティに参加して 垂水H友の会38

四方ハモ話 (9)ハーモニカに自信を持って 光野利一郎 39

三重県ハーモニカ協会の近況 永野富康 40

粛藤詩孝氏楽理講習会 笹山恵司 41

ハーモニカを演奏するのに音楽の知識はいるのか 吉村則次 41

新しいハーモニカ向きカラオケ CD 吉村 則次 43 

ハーモニカ長寿番付 編集局 43

新しいハーモ二カ CD-ウィリアム・ガリソンが2枚も~ 吉村 則次 44 

ハーモニカ教室を教えてください 梁木進 45 

当連盟主催関西ハーモニカ祭りの過去の会場、出場者数等 吉村則次 45

ハーモニカ置き台「ハーモニカとまり木J 販売 中村あけみ刊

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2007/7月号〉の原稿締め切りは5/18(金〉、発行は6/18(月〉
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関西ハーモニカ連盟 4きさ幸良 2007/7 J弓手ラ 目 と欠

表紙明治時代のハーモニカ教則本池田輝樹氏提供関連記事参照

裏表紙ハーモニカアンサンプル 編集局

第18回関西ハーモニカ祭り 10/l1f長岡京文化会館、出演者募集要項 事業部 3 
9/29，.....30福井市への交流パス旅行のご案内、参加者募集 事業部 4
7月以降の研修会のお知らせ (7/8梁木進、 9/23白鳥達夫〉 研修部 5 
南大阪ハーモニカ祭り(11/11堺市東文化会館〉ご案内と出演者募集 MiOHAS7 
ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集局 9 

写真ニュース=各地のコンサー卜、研修会等= 編集局 12 
3/4当連盟主催の早春チャリテイコンサー卜の報告 事 業 部 17
姉川敏彦氏が受賞。第29四日本ハーモニカ賞受賞者決定 理 事 長 19
4/1研修会〈徳永延生氏リズムトレーニング〉の報告 研修部 20
梁木進ハーモニカ教室合開発表会報告 梁木進 21 
Hセレプ・イン・コンサート〈斎藤詩孝氏等、 4/22生駒中央公民館〉 村上 博昭 22 
みんなのハーモニカコンサート (4/30)を終えて 村上浩一 23
鈴木楽器ハーモニカ工場見学 (4/16-17) 寺村安雄 24 
あるある、関西のハーモニカの教室 吉村則次 25
堺女性大学クロマチックハーモニカコース、今年度14人で新規開講 吉村則次 25 
JEUGIA(ジュージヤ〉の関西の教室 編集局 25 
梁木進ハーモニカ教室に入門しませんか? 梁木 進 26 
子供には教科書掲載曲を 吉村則次 27
当連盟では、平成か西暦か、西暦・明治・大正・昭和・平成・対照表 吉村 則次 27 
アコースティック演奏とカラオケ使用について 菅村一雄 29
クロマチック教室生徒募集~法円坂アンサンプル、ジュージヤ堺北花田吉村 則次 30 
ハーモニカが上達する為の大切なこと(29)明治時代の教則本 池 田 輝 樹 31
郵便は着かないことがある 編 集 局 長 33
オーストリアのクラーゲンフルートでハーモニカアンサンプル大会 吉村 則次 35 
芥川賞作家、庄野潤三氏はハーモニカが好き 吉村則次 36

大阪狭山市が一番!都市人口 1万人あたりの連盟会員数 吉村則次 37
第4回茨木ハーモニカファミリ一発表会 8/31金曜日 茨木Hファミリー 39 
スクラップブック=郷愁行きハーモニカ電車等= 編集局 1f0 

桜の下、ハーモニカ仲間も飛び入り参加 菅村一雄1fl
ワープロ、 r~ ソコン等でハーモニカの絵を描いてみよう 吉村則次 41
金属疲労は当たり前、リードは壊れるもの 吉村則次1f2
カラオケや PAの使用 吉村則次 43
4/8数年ぷりに開催できたピクニックコンサー卜花の文化園 M i 0 HA S44 
四方ハモ話(10) 光野利一郎 45 
新しいハーモニカ CD 吉村 則次 46
会員異動のお知らせ 組 織 部 長 47
ハーモニカ向きカラオケ CD 吉村 則次 47
会員名簿〈五十音順、地域順〉 組織部長 48

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2007/10月号〉の原稿締め切りは、 8/17(金〉、発行は 9/17(月〉
ハーモニカ祭りのプログラム同封予定

存司圭司「呼淘 〈当連盟会員のみ〉

関西ハーモニカ祭り申し込み用紙 2種〈ソロとアンサンプル〉

問返送用封筒、同振り込み用紙
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関西ハーモニカ連盟壬きさ幸良 2007/10)弓与ラ 固 と欠

表紙ハーモニカ 山本恭子氏提供

裏表紙理事もり・けん氏の「歌い継ごう、日本の歌jの表紙 編集局

第18団関西ハーモニカ祭りご案内 10/14長岡京記念文化会館 事業部 3

52名が参加、 9/29-30福井市への交流パス旅行 事業部 3

8月 31日を予定、 2008年の西日本ハーモニカコンテスト 事業部 3

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 4 

9月以降の研修会のお知らせ 9/23楽理 2008/1/21パスとコード 研 修 部 7 
寺村安雄ハーモニカクラブ合同発表会 寺 村 安 雄 8
柳川優子による複音H講習会 (11/10土曜日愛日会館〉ご案内 MiOHAS9 

柳川優子コンサー卜(11/11日曜日堺市東文化会館〉ご案内 M i 0 H A S 10 
南大阪ハーモニカ祭り (11/11堺市東文化会館〉ご案内 MiOHASll 

柳川優子が凄いらしい 吉村則次 12

吹きまくり会情報 吹きまくり会13

ハーモニカ吹きまくろう、琵琶湖クロマチック H吹きまくり会12/22琵琶湖Hクラブ13

第9回宇治橋クロマチック・複音Hコンサート 川 本 建 治 14

10/1及び11/25三木楽器そごう庖HOHNERハーモニカフェア 三木楽器 15 

12/23 r第4回好きですbハーモニカコンサートJ案内と出場者募集 三木楽器 16 
写真ニュース=各地のコンサー卜、研修会等= 編集局 11 

第32団関西ハーモニカポップス合奏団定期演奏会10/31メイシアター関西Hポップス21
研修会 (118複音ハーモニカ、梁木進〉の報告 研 修 部 21

開講習会に参加して 武田守正 22

日本H芸術協会関西支部連合会主催第21固定期演奏会に寄せて 田中祥雄 23
好評な三木楽器そごう庖の「好きです点ハーモニカコンサートJ 編 集 局 23 

梁木進コンサートに参加して 矢 野 慶 子 24
複音ノ、ーモニカ講座開設と生徒募集 寺村安雄 24

スクラップブック=国友栄さん、悶直弥さん、等= 編集 局 25 

「日本一美しい音色を奏でる女子高校生JKBSテレビで図友栄を紹介 田中 祥雄 25

五月雨の空駆け抜ける楽の音 大石喜一郎 34
ハーモニカが上達する為の大切なこと(30) 池田 輝樹 35 

F 1 H (世界ハーモニカ連盟日本支部〉主催コンテストを終えて 園友栄 31 

F 1 H (世界ハーモニカ連盟日本支部〉主催コンテストの成績 編集局 38

その曲は何分何秒?、計算して算出できる曲の長さ 吉村則次 39

『夢X情熱=青春度』について 姉川敏彦 40

隔離生活50年支えたハーモニカの調べ 村上祇子 41

森本恵夫さんが、カラオケ CD付き楽譜本発行 編集局 41

四方ハモ話 (11)テクニックと感動 光野利一郎 42

新しいハーモニカ CD、ハーモニカ向きカラオケ CD 吉村 則次 43 
アンサンプル楽譜がやまほどある教育研究社の刊行物 吉 村 則 次 44

住吉中学のHバンドのコンダクターだった芥川賞作家庄野潤三氏 吉村則次 45

宇宙戦艦ヤマトを吹こう~阿久悠さん、宮川泰さん逝去~ 吉村 則次 45 
JEUGIAのハーモニカ教室一覧 編集局 46
理事もり・けん氏が「歌い継ごう、日本の歌jを発刊 吉村則次 46
日本ハーモニカ芸術協会事務局からのお知らせ 編集局 41

380名も参加の関東連盟の合宿研修会 編 集 局 41
会員異動のお知らせ 組織部長 48
「ハーモニカの街あつぎ」が消える 1! 編 集 局 48
誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2008/1月号〉の原稿締め切りは、 11/9(金〉、発行は 12/3(月〉
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関西ハーモニカ連盟長きを幸良 2008/1)弓与ラ 目 と欠

表紙 ド.イツ製ハーモニカ木製人形 トロシンゲン及びフランクフルトで購入

裏表紙古いH教則本の表紙池田郷樹氏提供関述記事参照 編集局

平成 20年度定時総会招集ご案内 理事長 3
関西日祭りは10月11--12日の 2日間連続で堺市のサンスクエアで 事業部 4 
西日本Hコンテスト 2008年8月31日、びわ抑lホール小ホールで 事業部 4
第18団関西ハーモニカ祭り 10/14長岡京記念文化会館報告 事業部 4
1月以降の研修会のお知らせ 2008/1/27パスとコード 4/13編曲 研修部 5 
第7回ハーモニカふれあいコンサー卜祭り 12/16旭区民ホールクロモニー・ジャパン 6
2008年度会報発行予定表 編集局 7
寺村安雄ハーモニー合同発表会12/9泉ヶ丘センターピル 寺村安雄 8 
HOHNERハーモニカクリスマス DA Y 12/24心斎橋そごう 三木楽器 9 
第 4回好きです点ハーモニカコンサート 12/24心斎橋そごう 三木楽器 10 
阪奈ハーモニカ協議会発表会 2/9門真市ルミエールホール 阪奈H協議会11
1I0llNERクロマチックフェア吉村則次コンサート2/17心斎橋そごう 三木楽器 12 
ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉 編 集 局 13 
写真ニュース=ハーモニカ祭り、交流旅行とコンサート、研修会等= 編集 局 17 
9/29--30福井ハーモニカ協会との交流パス旅行報告 事業部 30
柳川優子複音H講習会、柳川優子コンサート、南大阪ハーモニカ祭り MiOHAS31 
ハーモニカとの出会い 高島悠花 32
韓国ハーモニカ連盟釜山支部長らと交流演奏 吉村則次 33
吉村則次クロマチックコンサート 2/17心斎橋そごう滝のひろば 吉村則次 34
ハーモニカが上達する為の大切なこと(31) 池田 輝樹 35 
特別顧問斎藤詩孝氏が「今さら聞けない音楽の基礎知識」を発行 編集局 36
述盟主催研修会(9/23白鳥達夫〉の報告 研 修 部 36
コスモスのように美しく 大石喜一郎 37
手紙コンテスト優秀賞の紹介 村上博昭 38
四方ハモ話 (2) 光野利一郎 39 
クロマチック吹きまくり会案内 吹きまくり会40
MIKIミュージックサロン、クロマチックコース 三木楽器 40 
スクラップブック=新聞記事、雑誌記事等= 編集 局 41
徳永延生DVD発売 編集局 41
岡直弥さん文化奨励賞を受賞 編集局 42
鎖灸院で私の演奏が 吉村則次 42
住所変更はすぐに 編集局 43
アジア太平洋大会(2008/7/25"'27)いまだはっきりせず 編集局 44
三重県ハーモニカ協会の近況 永野富康 45
お薦め書籍、音律と音階の科学~ドレミはどのようにして生まれたか 吉村 則次 45 
福知山ハーモニカ同好会 編集局 45
第32団関西Hポップス合奏固定期演奏会10/31メイシアタ一報告 関西Hポップス 46 
顧問、筒井松太郎氏を悼む 谷口昌子 47
ハーモニカ向きカラオケ CD、新しいハーモニカ CD、 吉村 則次 47 

会員異動のお知らせ 組織部長 48
F司圭オ尋弱、定時総会出欠回答はがき〈会員のみ〉

日本H芸術協会関西支部連合会主催コンサー卜の案内と応募別紙、振り込み用紙、返信用封筒

斎藤詩孝氏の①ハーモニカのための楽典、②CD案内、③子どもの歌のチラシ

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2008/4月号〉の原稿締め切りは、 2/22(金〉、発行は 3/24(月〉

西日本ハーモニカコンテストの応募要領を掲載予定

F、

F、

2
 



4開担、

F 

関西ハーモζ カ述盟妥這幸良 2008/4 J弓与手 自 主欠

表紙原田陽和〈ひな〉ちゃん 1歳7カ月 会員の原田和春さん〈東大阪市〉提供

裏表紙 ラリー・アドラー〈レコードのジャケット〉 編集局

2008年度定時総会 O/l~北京料理徐園〉の決議通知
事業報告等← 3事業計画-3新役員表-4決算報告ーO予算ー 13 理事長 3--

会長就任のご挨拶 会長仲村長 5
新理事長あいさつ 理事長 6
理事長退任のこ挨拶 仲村長 7
第10回南大阪H祭りは11/9堺市東文化ホールで MiOHaS 10 
第7回西日本ハーモニカコンテスト応募要項 事業部 14
2009年早春ハーモニカコンサート開催の件と協力願い 事業部長 15 
定時総会出欠回答はがきに盛られたご意見等 編集局 16
ハーモニカ・カレンダー(行事の実績と今後の予定〉 編集 局 17--
4月以降の研修会のお知らせ 研修部 21
ハーモニカの祭典〈国民文化祭)2009/11/3浜松に行こう 編集局 22
浜松ハーモニカセミナー 徳永延生 22
ハーモニカ教室と団体は200強、講師は59人、さらに増えたH教室 編集局 23
ハーモニカ教室はどうあるべきか、意見交換会5/3のご案内 編集局 24
梁木進複音ハーモニカ講座3/305/11 6/8愛日会館 梁木進 26 
第10回宇治構クロマチック・複音コンサート 6/8 喫茶宇治日和 都クラブ 27 
ハーモニカ振興会主催、特別講習会 3/29MIKIミュージックサロン H振興会 28 

春のSUZUKIハーモニカフェア 4/26"'27そごう 12階滝のひろば 三木楽器 29 
梁木進複音ハーモニカコンサー卜 5/10そごう 12階滝のひろば 三木楽器 30 
第5回「好きですbハーモニカJコンサート6/8出場者募集 三木楽器 31 
徳永延生クロマチック・ハーモニカ・コンサー卜7/6三木楽器開成館 三木楽器 32 

研修会報告1/27実施のコードとパス研修会 研修部長 33 
穴を口の前に、なるほどなるほど 吉村則次 33
事務局便り 事務局長 34
京田辺市がトップに、人口 1万人あたりの連盟会員数 吉村則次 34
写真ニュース=定時総会、各地のコンサート、研修会、テレビ等= 編集局 35--
あなたの演奏を CDに残しませんか 吉村則次 41
中村美律子さんから礼状 村上博昭 42
柳川俊子さんを迎えてチャリティ阪奈協議会Hコンサート2/9実施報告村上 博昭 44 
長野県へはHを持って、駅長が車内でハーモニカを吹く長野電鉄上回線吉村 則次 44 
ハーモニカが上達する為の大切なことく32)ハーモニカ教則本について 池田 輝樹 45 
ビート・ピーダスンの本に、私に関する記事と私が撮った写真が 吉 村 則 次 47
ハーモニカの伴奏で歌声サロン 6/1和泉市コミュニティセンター 和泉フィルH49
関西Hポップス合奏団主催みんなのHコンサート 5/6 関西Hf.，17. 49 
ネパールの山岳民族と交流、ハーモニカで童謡演奏 もり・けん 50 
スクラップ・ブック=新聞等に載ったハーモニカの記事 編集局 51

81歳のH先生、当連盟理事畑婦美子さん、池田市の福祉新聞に 田 口 幸 輝 54

F 1 H (世界ハーモニカ連盟日本支部〉ハーモニカコンテスト 編集局 54
81歳ハーモニカの名手 70の手習い、舞台は世界へ宮本一男神戸新聞編集局 55
製パン修業で渡仏しH演奏に魅せられ続本力さん京都新聞記事 編集局 56
500名の観客と舞台が一体となって第3回ハーモニカ発表会 垂水H友の会 57
生徒2名獲得、ハーモニカの売上大、2/17そごう施のひろばでの演奏会 吉村 則次 58 
小林忠夫先生追悼10周年記念コンサート 保理江元子 59
四方ハモ話 (3)音楽と品格 光野利一郎 61

目次は p20へ続く
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同~

伊、

関西ハーモニカ連盟醤註幸良 2008/7 .Jヨ与ラ 固 と欠

表紙ハーモニカ人形 圏内で販売されていたもの

裏表紙ハーモニカ

第19団 関西ハーモニカ祭り 10/11-12堺市サンスクエア堺出演者募集

第 7回 西日本ハーモニカコンテストご案内、入場券の案内

やっと決まったらしいアジア太平洋大会、 11/1-4杭州

快晴・満開に恵まれた堺市浜寺公園でのお花見吹きまくり会

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉

7月以降の研修会のお知らせ

4/13 編曲と指揮の講習会の報告

第10回南大阪H祭り 11/9 堺市北野田フェスティパル 出演者募集

徳永延生/新井尚子コンサート

写真ニュース=各地のコンサート、研修会、テレビ等=

全日本ハーモニカ連盟「ハーモニカフォーラム2008Jの報告

日本ハーモニカ芸術協会平成20年度総会の報告

1121 吉村則次コンサート そごう心斎橋本底12階滝の広場

ハーモニカ特別講習会のご案内 8/24JEUGIA三条本庖楠光恵

9/15 田中祥雄コンサート そごう心斎橋本底12階滝の広場

教室意見交換会有意義に開催 5/3 KOKOプラザ
楽譜はコピーしてもよいか

徳永延生コンサート 116 三木楽器本社ビル開成館サロン

「しあわせのハーモニーで握手」チャリテイコンサートを終えて

同感想

北九州ハーモニカコンサート

Hとメロディカの伴奏で歌う歌声サロン 6/1和泉市コミュニティ

ハーモニカが上達する為の大切なこと(33)ハーモニカ教則本について

41名になった堺女性大学クロマチック・コースの今年度受講者数

京田辺市がトップ、連盟会員の都市別分布

第4回河内口琴隊コンサー卜 実施報告

河内口琴隊 地元テレビで紹介

二百八十七回

小沢昭ーさんとハーモニカ

スクラップ・ブック=大津ドラゴン 7等=

アンサンプル指導者に登録しよう

全日本ハーモニカ連盟 アンサンプル指導者登録制度

四方ハモ話(14) r皇帝は嫌いJ
淡路ミュージックジャンボリーで演奏

ローカル列車・のどか旅

「アヒルのワルツ」と「この木なんの木Jのカラオケと譜面

夏・湖響 クロマチックコンサート 8/3 大津市民会館

カラオケ CDで練習する

関西日ポップス合奏団主催みんなのハーモニカコンサート 5/6 
会員異動のお知らせ

全国ハーモニカ長寿番付西の大関平松さん ご逝去
編集後記

会員名簿、五十音順と住所地別

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2008/10月号〉の原稿締め切りは 8/22(金〉、発行は 9/22(月〉
存司圭オ雫勿〈会員のみ〉

関西ハーモニカ祭りの、申し込み用紙2種、同返信用主箪、同振り込み用紙

編集局

事業部 3
事 業 部 4
編集局 5
吉村則次 5
編集局 6-8
研修部 9
研修部 10
MiOHaS 11 
編集局 12
編集局 13-17
事務局長 18 
事務局長 18 
編集局 19
J E U G 1 A20 
編集局 21
編集局長 22 
吉 村 則 次 23
編集局 2-1
寺村安雄 25

タニムラカズオ 26 
編集局 25
和泉フィルH21
池田輝樹 28
吉村則次 30
吉村則次 31
山本義信 33
山本義信 35
西田嘉昭 36
田中祥雄 36
編集局 31"'40
編集局 40
全日本日連盟41
光野利一郎 42 
高阪他美子43
高阪他美子44
吉 村 則 次 45
山森ふさ子 45 
横 山 賢 一 46
関西Hれプ̂ 46 
組織部長 41
村田利彦 41
編集局長 41 
組 織 部 長 48

ク』



関西ハーモニカ連盟 4詮幸良 2007/10)弓与ラ 目 と欠

表紙菅村一雄氏提供優太さん 8カ月

裏表紙ハーモニカ

第19団関西ハーモニカ祭りご案内 10/11-12 堺市サンスクエア堺

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉

10月以降の研修会のお知らせ 01/8岩崎重昭氏、1/18高橋早都子〉

7/6クロマチック講習会〈木谷悦子氏〉の報告

南大阪ハーモニカ祭り (11/9堺市北野田フェスティパル〉ご案内

第11回宇治橋クロマチック複音コンサート10/13案内

西日本ハーモニカコンテスト第6固までの結果

関西がジャズ部門を独占~今年度FIH・コンテスト(6/1)入賞者名

近鉄カルチャー和歌山ハーモニカ教室開設

写真ニュース=各地のコンサート、研修会等=

岩崎重昭ハーモニカ生活70周年記念祝賀会が盛大に

さまざまな人集い来てそれぞれに美しきかな

ハーモニカが上達する為の大切なこと(34)最新ハーモニカ濁習

赤ちゃんにどんな音楽を?子育てサポートコンサート

思い出残る訪問演奏(民生委員・児童委員を退任して〉

団塊の世代に贈る〈私のファースト・テスップ寄稿文〉

チャンスは偶然の中にあり

もりけん、新しいC0 r飛淘J発売

1993年の日本訪問のピート・ピーダスン〈アメリカ協会の会報から〉

早川健 CDツィゴイネルワイゼン発売

ハーモニカの詩阿久悠作詩

徳永延生氏がNHK-BSに

スクラップブック=もり・けん「ふんふん」発刊等=

韓も bも使えない?(会員からのご意見〉

リズムにズレは必要 字野誠一郎の言葉より

第33回関西ハーモニカポップス合奏固定期演奏会10/4メイシアター

会員異動のお知らせ

梁木進・高阪他美子島リパイバルクリエーションクリスマスコンサート

宇佐美進 想い出の歌謡曲集~昭和・平成編E発行

寺村安雄ハーモニカ合開発表会クリスマスコンサート 12/6

三木楽器そごう庖主催行事

①和谷泰扶セミナー9123 ②秋のSUZUKI Hフェア9/27-28

③HO聞ER H秋のスペシャルフェア10/19④第6回好きです !Hコンサート 12/21

ここにもおられたハーモニカ愛好者〈和歌山県御坊市御房Hサークル〉編 集 局 44 

同封物追加版 第7回西日本ハーモニカコンテスト(8/31)入賞者一覧表

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2009/1月号〉の原稿締め切りは、 11/7(金〉、発行は 12/8(月〉

F耽ヘ

f停称、

編集局

事業部 3

編集局 4

研修部 7

研修部長 9 

M i 0 H A S 10 

川本建治 10

編集局 11

編集局 12

津田敏晴 12

編集局 13

村上博昭 20

関西日7レパ 21 

池 田 輝 樹 22

吉村則次 25

菅 村 一 雄 27

菅村一雄 28

菅村一雄 29

編 集 局 30

吉村則次 31

編集局 31

編集局 32

吉村則次 32

編集局 33

編集局長 35 

吉村則次 35

関西日ポ.，11. 36 

組織部長 36 

梁木進 37 

編集局 38

寺村安雄 39 

40-43 

タ』



関西ハーモニカ連盟 4主主宰侵 2009/1)弓与ラ 自 主欠

F¥ 

表 紙 ピート・ピーダスンの本の表紙前号 p31参照

裏表紙 さつまいもと指揮者

平成21年度定時総会招集ご案内

平成21年度年会費振り込みのお願い

当連盟の平成21年度行事

3/22早春チャリテイコンサート、神戸市オルビスホールご案内

会員異動のお知らせ

2009年度会報発行予定表

1月以降の研修会のお知らせ

関西ハーモニカポップス合奏団第33固定期演奏会開催報告

4/12ハーモニカ演歌サミット開催

第8回アジア太平洋大会は2010/7/30"'8/2シンガポールで

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉

西日本ハーモニカコンテスト、優勝者写真

優勝者のことば

岸本彩、園友栄、岡直弥、ブルーレイク・サウンズ、アンサンプルK

第11回宇治橋ハーモニカコンサート

500部のプログラムがなくなった垂水友の会第4回発表会

クロマチック・ハーモニカ吹きまくり会ミニ発表会 2009/1/4

写真ニュース=第19団関西ハーモニカ祭り=

ハーモニカが上達する為の大切なこと(35)

会員からのお便り、会報について、四国で活躍中等

写真ニュース 関西ハーモニカポップス定期演奏会等

四方ハモ話(5) 第7回西日本ハーモニカコンテスト

ハーモニカ合奏CD発売

梁木進複音ハーモニカ講座 1/18， 2/11 

和泉フィルハーモニカ新春コンサート・第 2国歌声サロン

ハーモニカ川柳

新しいハーモニカ CD

伊、

F司圭司「宅勿

定時総会出欠回答はがき〈会員のみ〉

年会費振り込み用紙〈会員のみ〉

日本H芸術協会関西支部連合会主催コンサートの案内、応募用紙、

振り込み用紙、返信用封筒

編集局

理事長 3

会計部長 4 

事業部長 4 

事業部長 5 

組織部長 5 

編集局 6

研修部 7

村上浩一 8

村上博昭 9

編集局 9

編集局 10

編集局 13

編 集 局 15

田中祥雄 17

柴 田 正 之 20

小林善隆 20

編集局 21

池田輝樹 23

編集局 24

編集局 25

光野利一郎 26 

吉村則次 29

梁木進 30 

和泉フィル 31 

編集局 32

吉村則次 32

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2009/4月号〉の原稿締め切りは、 2/20(金〉、発行は 3/23(月〉

タ』



〆勝、

F、

関西ハーモニカ連盟壬きさ幸良 2009/4 J弓与ラ 自 主欠

表紙 2008/11の中国杭州でのアジア太平洋大会 少年少女の合奏

裏表紙ジョン・セパスチャン往年のクロマチック奏者 編集局

理事長新年あいさつ 理事長 3

2009年度定時総会 0/12大阪市西区北京料理徐園〉の報告

規約改正事業報告事業計画決算報告予算等 理事長 4-10

今年は当連盟創立30周年 理事長 11

連盟創立30周年記念パーティご案内 理事長 12

連盟創立 30周年記念、原稿募集 編集局 12

当連盟規約 事務局長 13

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定〉 編集 局 16--1S 

4月以降の研修会のお知らせ及び報告 研修部 19

コープカルチャー西宮うきうきスプリングコンサート 編集局 21

ハーモニカが上達する為の大切なこと(36)ハーモニカ教則本について 池田 輝樹 22 

写真ニュース=定時総会、各地のコンサート、研修会、テレビ等= 編集 局 25--29 

ハーモニカ川柳 詠み人識らず29

世界大会〈ドイツ・トロシンゲン)2009コンテストの詳細 編集局 30

F 1 H (世界ハーモニカ連盟日本支部〉ハーモニカコンテスト 編集局 30

ベトナムのハーモニカクラプの皆さんとの交流会 梁木進 31 

藤本延一氏と仲村洋太郎氏 吉村則次 33

「あつぎハーモニカ物語」読んだ? 吉村 則次 35 

ハーモニカの効用誇大広報 村上博昭 31

第 7固定期演奏会を終えて 永野富康 31

ローランドの電池式スピーカ-MOB I LE CUBEは便利 吉村則次 38
スクラップ・ブック=新聞等に載ったハーモニカの記事= 編 集 局 39 

会員異動のお知らせ 組織部長 43

全国ハーモニカ演歌サミットいよいよ4112枚方市で 実行委員会 44

人集い喜びの音美しきかな 関西ハーモニカフレンズ 45

KHF関西ハーモニカフレンズ楽しいハーモニカコンサート関西ハーモニカフレンズ 46 

SUZUKIハーモニカフェア4/18...19 三木楽器 41 
梁木進コンサー卜5/3 三木楽器 48 

第7回「好きです点ハーモニカ」コンサー卜 6/14出演者募集 三木楽器 49 

徳永延生コンサート 7/26 三木楽器 50 

国民文化祭静岡2009ハーモニカフェスティパル 編集局 3
日本のうたこころの歌カラオケ 吉村則次 6

読めそうで読めない間違いやすい漢字 吉村則次 15

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合があります。

次号(2009/7月号〉の原稿締め切りは5/22(金〉、発行は6/22(月〉

7月号では関西ハーモニカ祭りの出演者の募集及びと交流旅行の参加者募集をします。
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関西ハーモニカ連盟 4主宰畏 2009/ 7 Yヨ与号 固 と欠

表紙会員の村上祇子さんの孫琳さん〈在ロスアンゼルス)

裏表紙ラリー・アドラーの愛奏曲集の表紙 編集局

関西ハーモニカ連盟創立30周年によせて 会長理事長 3

関西ハーモニカ連盟創立30周年を祝う 全日本ハーモニカ述盟会長理事長 4
今年は当連盟創立30周年、当連盟の資料 編集局 5

想い出の写真5会員数の推移 61989年の会員 61999年の会員7役員の変遷 9

関西H祭り実施一覧10コンテスト実施実績と優勝者11交流旅行実施実績12

研修会の実績13日本ハーモニカ賞受賞者一覧15会報発行実績16

第20回関西ハーモニカ祭り 10/10--11、演奏者募集要項 事業部 17

交流パス旅行 9/12--13 参加者募集 事業部 18

7月以降の研修会のお知らせ及び報告 研修部 19

ハーモニカ・カレンダー〈行事の実績と今後の予定) 編 集 局 21 

NHK文化センタ一千林教室、京橋へ移転 岡谷秀喜 23

~アジア太平洋大会2010 シンガポールの詳細 編集局 24

3/22連盟主催チャリテイコンサートの報告と決算 事業部 25

第2回チャリテイコンサートの寄付金〈送り先〉について 会長仲村良 27

連盟創立1979年〈昭和54年〉と私とハーモニカ 仲村民 31 

1979年〈昭和54年〉てどんな年だった? 吉村 則次 33 

ジョー・パワーズが突然や勺て来た 5/16梅田 Lapine 吉村 則次 33 
それは阪急イングスのホーナーフェアから始まった 吉 村 則 次 34

写真ニュース=連盟チャリティ・コン、各地のコンサート、テレビ等= 編 集 局 35 

全国ハーモニカ演歌サミット4/12枚方市民会館1400席満席で開催 実行委員会 43

特別顧問和谷泰扶氏に日本H大賞、梁木進氏、ドラゴン 7に日本H賞 事務局長 45 

日本ハーモニカ芸術協会師範に福島隆志氏、支部の新設、会長等異動 事務局長 45 

梁木進複音ハーモニカ講座公開レッスン 梁木進 47 

和谷泰扶京都教室第2回発表会 9/23 京都府民ホールアルティ 和谷教室 48 

クロマチック Hで日本ーになった悶直弥さん=広報四傑畷より= 編 集 局 49 

ハーモニカがはじめてのかたのための日本の歌カラオケ CD 吉村 則次 49 

ハーモニカが上達する為の大切なこと(37) ナンプ・アンサンプル 池田 輝樹 50 

関西ハーモニカポップス第41回みんなのコンサート 松川義明 53

~事務局便り 事務局長田

和泉フィルハーモニカ第3回歌声サロン 9/13

田中祥雄夏のハーモニカフェア 7/11
徳永延生クロマチック・ハーモニカ・コンサート三木楽器

寺村安雄少年期ノスタルジアトーク&ハーモニカライブ 7/2

会員異動のお知らせ58、会員名簿59、住所地別64

和泉フィルH54

編集局 55

編集局 56

寺村安雄 57

組織部長 58

ハーモニカ川柳

MIKI楽器複音ハーモニカ教室新規開設

やさしい日本の曲二重奏CDと楽譜

厚木ハーモニカトリオ、静かに幕を閉じる、パスの平井武さん逝去

板村さんの想い出

誌面の都合により、ハーモニカをHと表示している場合がありますo

次号(2009/10月号〉の原稿締め切りは8/21(金〉、発行は9/21(月〉

詠み人識らずH.Y. 12 

編集局長 67 

吉村則次 67

編集局 67

岡村貞彦 68 

タ』



関西ハーモニカ連盟会報 2009/10月号 目 次

表紙鼻をすりむいてしまいましたペンシルパニアのデイさんの娘

裏表紙十字屋の広告池田輝樹氏提供 編集局

第20回関西ハーモニカ祭りご案内 事業部長 3 

ノ、ーモニカカレンダー 編集局 4

前号の資料及び写真のキャプションの訂正 編集局長 7 

1 0月以降の研修会開催のお知らせ 研修部長 7 
徳永延生クロマチック講習会報告 研修部長 9 

聞くだけではなにもならない、徳永延生リズムウォーキング 吉村則次 10 

今後の研修会のお知らせ 研修部 11

新しいハーモニカCD 吉村則次 11 

当連盟創立 30周年記念祝賀会およびパーティ，57名で盛大に開催副理事長 12 

日本ハーモニカ芸術協会関西支部連合会コンサート写真 編集局 15

3部門で関西勢が優勝、 FIHコンテスト 編集局長 16 

"ポ ップス会長酒井欄氏を悼むお別れ会開 催 村上浩一 17 

古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた 吉村則次 19 

宮本一男さんを悼む 村上浩一 21

徳永延生コンサート 7/26三木楽器開成館写真 編集局 22

ノ、ーモニカが上達する為の大切なこと (38)庵原要二郎のこと 池田締樹 23 

皇后陛下がカナダで『揺監のうたJを 吉村則次 26 

ノ、ーモニカ川柳 詠み人織らず 26

第5回関東ハーモニカ連盟合宿研修会へ参加して 村上博昭 27 

MDの終駕 MD使用者への警告 吉村則次 29

シュベニンゲンてどこにある?ハーモニカと時計の関係 吉村則次 30 

ドイツ世界大会に関西から 20名超が参加 吉村則次 30 

F、

少年期ノスタルジヤトーク&ハーモニカライブを終えて

編集後記=ワープロの終駕=

高槻ジャズSt.に f高槻ハーモニカクラブ出演Jの記

スクラップ・ブック FIH Hコンテスト ドラゴン7 隅啓治郎

門真H同好会 ネクストエージランキング井上隆寿氏

MDやテープをCDに録音します

吉村クロマチック教室発表会 10/25堺市北野田フェスティパル

fノ、ーモニカJとし、うお庖が明石に

和谷泰扶さんも吹いていたマイケル・ジャクソン

会員異動のお知らせ

三木楽器そごう庖閉庖のお知らせ

王寺Hふれあいコンサート 12/13J R王寺駅前やわらぎホール

演歌サミット枚方 1400席満席、盛大に開催 Hライフの記事

田中光栄講習会とコンサート

大石昌美講習会とコンサート

和谷泰扶さんがNHK-FMで45分

1000円引き、はも祭り??

堺市にはHAMONOミュージアムがあります

クレオ大阪東 クロマチック教室生徒募集

同封物第20回関西ハーモニカ祭り プログラム

同チラシ

次号の発行は 12/7 原稿締め切りは 11/6金曜日

寺村安雄 31 

編集局長 33 

岡村貞彦 34 

編集局 35

吉村則次 40 

吉村則次 40 

吉村則次 41 

吉村則次 41 

組織部長 42 

三木楽器 42 

関西クロマ 43 

編集局 44

三木楽器 45 

三木楽器 46 

吉村則次 8 

編集局 19

吉村則次 24 

法円坂アン 29 

ワ白



関西ハーモニカ連盟会報 2 0 1 0/1月号 目 次

表紙 ドイツの世界大会にて

裏表紙杉岡東丘氏提供 編集局

平成22年度連盟定時総会(及び理事会)招集のご案内 事務局長 3 

平成22年度年会費及び懇親会参加費振込のお願い 会計部長 4 

2010年の西日本Hコンテストは 201017/24土曜日京都府民ホール事業部長 5 

2010年の関西H祭りは2010110/16....17奈良 100年会館中ホール 事業部長 5 

ハーモニカカレンダー 編集局 6

ノ、ーモニカ川柳 詠み人織らずHY 8 

2010年 1月以降の研修会開催のお知らせ 研修部長 9 

，..， 
傘寿記念大石昌美講習会&コンサート 2010/5/9

関西H連盟と四国H連盟のとの交流旅行・演奏会報告

関西ハーモニカ祭り報告

2009/10/25開催のアンサンブル実技指導研修会の報告

写真のページ 関西ハーモニカ祭り 15 四国への交流旅行 16

関西・四国交流コンサート 17和谷泰扶京都教室発表会 21

クロマチック吹きまくり会 21 世界ハーモニカ大会 22

吉村クロマチック教室合同発表会 22

ハノイ(ベトナム)ハーモニカクラブでハーモニカを教える

中谷晃 いづみ健老大学音楽教養講座2009/10/17

第 24回国民文化祭・静岡 2009rHフェスティパル in浜松J

ノ、ーモニカが上達する為の大切なこと (39)

和谷泰扶氏、再びNHK-FMに

小学校の教科書(教育芸術社)掲載曲 抜粋

クロマチック・ハーモニカは正常に持とう

毎日ハーモニカを吹いていた作家庄野潤三氏逝去

演奏に出向くときの要領(確認しておくべき事項)

2009110128.......11/1 F 1 H世界コンテスト(ドイツ)の結果

シンガポールのアジア大会のユニークなコンテストのルール

筒井松太郎先生に導かれ、今ホテル都賀山荘のステージに

生駒ハーモニカコンサート アウトライン

「すみれの花咲く頃Jから芋づる式に、お勧めのCD

受講者懐かしい音奏でる 長岡京でハーモニカ講座

マイクは大きいほうが

会員異動のお知らせ

事務局便り常任理事会 9/28実施報告

F院

同封物年会費振込用紙 あつぎハーモニカ祭りチラシ

研修部長 11 

事業部長 12 

事業部長 12 

研修部長 13 

編集局 15

梁木進 23 

編集局 24

村上博昭 25 

池田輝樹 27 

吉村則次 29 

村上博昭 30 

吉村則次 31 

吉村則次 33 

吉村則次 34 

編集局長 35 

吉村則次 37 

菅村一雄 39 

村上博昭 40 

吉村則次 41 

編集局 42

吉村則次 43 

組織部長 44 

事務局長 44 

ク』
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関西ハーモニカ連盟会報 2010/4月号 目 次

表紙ハーモニカの濁習池田輝樹氏提供関連記事参照

裏表紙ハーモニカ横町雑誌「ジパング倶楽部Jより転載編集局

理事長定時総会あいさつ 理事長 3 

編集局長交代について 旧編集局長 3

平成22年度連盟定時総会(及び理事会)決議報告、新役員表 事務局長 4 

決算報告、活動報告、事業計画、予算案等

ハーモニカ・カレンダー 編集局長 13

2010年度会報発行予定 旧編集局長 16

理事意見交換会開催 1/24 事務局長 17 

第8回西日本ハーモニカコンテスト募集要項 事業部長 18 

後援事業の管理について 事務局長 21

2010年5月以降の研修会開催のお知らせ 研修部長 23 

研修会報告入江章次美しい音の出し方 研修部長 25 

複音ハーモニカ独奏者養成教室 西田幸司 25 

事務局たより常任理事会報告 事務局長 26 

クロマチックハーモニカのためのリズムレッスン 徳永延生 26 

第8回西日本ハーモニカコンテストに思うこと 姉川敏彦 27 

四方ハモ話 (15) r祝創立40周年j 光野利一郎 29

関西ハーモニカポップス合奏団が40周年記念誌を発刊 吉村則次 30 

写真のページ定時総会・懇親会、研修会、コンサート等 編集局 31

盛んなクロマチックコンサート、「吹きまくりJに41人 吉村則次 37 

500人のカラオケ大ホールになった、垂水友の会コン 垂水友の会 37

ノ、ーモニカ教室に持って行くものチェックリスト 吉村則次 38 

ノ、ーモニカが上逮する為の大切なこと (40) 池田輝樹 39 

愛唱歌とっておきの話 村上博昭 41

トロッシンゲン再紡記 大石喜一郎 43

ピンセットはダイソーがいい 吉村則次 44

買いますホーナーのハーモネッタ 1 0万円以上 吉村則次 44 

関西Hフレンズ主催第 13回楽しし、ハーモニカコンサート 関西Hフレンズ45

今年は fまねきねこダックJ 吉村則次 45 

選曲はむずかしい、相手、季節、タイム、オケージョンを考えよう 吉村則次 47 

クロマチックハーモニカで「枯葉Jが独奏されている f夜の門J 寺村安雄 48 

グレゴア・マレ小曽根真とコンサート ~日本経済新聞記事~編集局 48

なぜ結婚式で fマイ・ウェイJ九、い日旅立ち? 吉村則次 49 

フィンランドからのHカルテット「スヴェングJ5/22公演 吉村則次 49 

1 6穴クロマチックはバイオリンより音域が広い

関西Hポップス創立40周年記念誌発刊

ノ、ーモニカ川柳

三木楽器大丸庖主催コンサート等の案内

青木聴さんの死を悼む

会員異動のお知らせ

月の砂漠は、砂漠ではなく沙漠

吉村則次 50 

村上浩一 51 

詠み人識らずHYほか 51 

三木楽器 52 

村上浩一 55 

組織部長 56 

吉村則次 56 

同封物 シンガポールのアジア大会 JTBツアーの案内
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関西ハーモニカ連盟会報 2010/7月号 目 次

表紙 ボラ・ミネヴィッチとハーモニカラスカルズ EPのジャケット

裏表紙ノ、ーモニカ 編集局

畑、

第 21回関西ハーモニカ祭り募集要項

編集局長の実質的な交代について 制作発行方法の変更

第8回西日本ハーモニカコンテストのご案内

カテゴリー別出場者数入場券の申し込み方法等

森やかの郷ハーモニカ合宿交流会

会報を 57冊発行しました、旧編集局長からの退任あいさつ

ノ、ーモニカ・カレンダー

2010年8月以降の研修会開催のお知らせ

5/9 大石昌美氏による研修会の報告

村上博昭副理事長が日本ハーモニカ賞受賞(全日本連盟総会)

源馬恵子氏ほかが単師範に~日本ノ、ーモニカ芸術協会総会報告~

ノ、ーモニカが上遣する為の大切なこと (41) 

小林忠夫先生 13回忌追悼記念、コンサート『ハモニ館まつり J

枚方ハーモニカ同好会、創立20周年記念コンサート

ハニーハーモニー(兵庫県赤穂市)紹介 Hライフ 48号より

非会員の発言許容範囲は?

会員と非会員 連盟は会員により組織されている

事業部長 3 

編集局長 4 

事業部長 5 

事業部長 7 

吉村則次 9 

編集局長 10 

研修部長 13 

研修部長 14 

編集局 15

事務局長 16 

池田輝樹 17 

保理江元子 20 

石田和彦 21 

編集局 21

光野利一郎 23 

吉村則次 25 

ノ、ーモニカの良さが出なかった岩間朱美のハンガリー舞曲TV 吉村則次 26 

理事和谷篤樹氏が人間国宝受賞 編集局 26

55歳で高齢者今回のアジア太平洋大会関西から 20名以上参加 吉村則次 27 

ポケットの中はゴミがいっぱい 吉村則次 28 

楽しい苦しい曲選び、~この街で~がお薦め『トイレの神様Jも 吉村則次 29 

か

ブルースハープを知らない?

会員異動のお知らせ

会員名簿五十音順地域別

おっ!!3人による童橋の日コンサート

くらわんかカルテット 10周年記念コンサート

億永延生先生還暦祝賀会 9/5リーガロイヤノレNCB参加者募集

梁木進複音ノ、ーモニカ講座

北九州ハーモニカコンサート 2010，10/24

スワロアスキー、 ト音記号ブローチ阪売

SUZUKIハーモニカ試奏会&相談会7/25

HOHNER 10HOLES 全モデル吹き比ペデモ

徳永延生クロマチック Hコンサート 9/26開成館ホール

大石昌美複音H講習会&コンサート 11/23開成館ホール

同封物

関西ハーモニカ祭りの 申し込み用紙2件返送 用 封 筒 振 込 用 紙

吉村則次 30 

組織部長 31 

組織部長 32 

もり・けん 41 

山本義信 42 

小林善隆 43 

梁 木 進 44 

後藤宏男 45 

出村恭彦 46 

三木楽器 47 

三木楽器 49 

三木楽器 51 

三木楽器 52 

タ』
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