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会長･副会長のあいさつ
日本トロンボーン協会会長　伊藤　清

このたび､日本トロンボ-ン協会が発足いたしまLたo　これも関係者各1:I:の

努力の賜ものと思いますo

これからは亀のごとく一歩一歩前進L､歩んでゆきたいものです｡

そのためにEl本中のトロンボーン吹きが､一致協力して下さって､お互いに

とってプラスになるような企画を期待し､それが実行されるのを見守りつつ､

有意義に成長しようではありませんかD

トロンボーンを愛する皆様､トロンボーン協会に入会して下さって､遠慮の

ない御意見をよろLくお願いしますo

円本トロンボーン協会副食艮　薗田憲-

日本全国にはいろんなジャンルのトロンボーン奏者がいると思います｡私が

やっているのはディキシーランドジャズですが､このジャズという音楽で一番

大事なものというと即興演奏ですo

その即興演奏の種籾にもジャズの謄史がありますo　ニュ-オリン7:'ジャズ､

ディキシーランドジャズ､スウィングジャズ､モダンジャズ､フュージョンに

いたるまで様々な即興演奏のスタイルがあるのですo

我々ディキシーキンブスのやっている初期のジャズ､は,あまり理論的ではな

いけれど､自分の感情を素朴に表現するもC,)で､やっていてたい-んに楽しい

ものです｡

ところで､この協会にはいろんな職業､古楽ジャンルの方々が参加するわけ

で､それぞれの分野相鑑の知識交換をして､例えば､初歩の方はベテランの人

たちのアドバイスの記事を説むなどして骨でレベルを高め音楽を楽しもうでは

ありませんか｡

日本トロンボーン協会副会長　春山和雄

11本トロンボーン協会がこの10月に正式に発足LまLfJことは､プロのjJ-､

アマチュアのfJ-を問わず､汚･頚三を心から愛する方々にとって誠に堆い､ことで

はないでしょうか｡

今日､ありあまる惜織社会の中で､知識を行きるのはごく簡単なことですが､

肝心なことは人と入､仲間と仲間の心のふれあいではないでしょうかo

小さな輪を大きな輪に広ける努力も必要ですが､人間hjJ志の和も大切L:Lて

ゆかなければならないと思いますo

現在は小さな桂でも皆様と力を合わせて大樹になるよう､再つのを心かLI,離

うー一一人でありますo

GREETING:

It lS a privilege and my great pleasure to send Warmest greetlngS tO Japanese Associatioll Of Trnmbo111St

o汗icers and members from the ofhcers and members of the InternatlOnal Trombone Association. On the

occasion of your first JAT Journal l congratulate you andwish you continued success with the JAT and its

journal The actlVitleS Of your associatlOn ar'e exclting, and it is my hope and goal that we can work ever

more closely to promote the artistic advancement of the teachlng, performance and llterture Of the tmmbone

in all countries. Agaill. my best wishes to all and thank you fc'r this opportunity to write to You.

･･i__J T三J,-

LT.A.の事卿ulJと全日より､ J.A.T.の事務た.17)と会員の皆様-お祝いの挨拶をお送りできますことは､私のrT善で

あり宗ひでありますo JA.T会報の創刊に際しお祝いを述べると共に､ J.ATと会報の末永い成功を望むものて

あります｡

貴協会の活動は素適であり､全ての同でトロンボーンの教帝､演奏､文献の芸術的発展をより横板的に促進さ

せることは､私の希甲でありF]的でありますo

最後にもう一･度､私にこのメッセージを送るという機会を与えて卜さってありがとうこざいますU

毘協会の御発展をお祈り申L上けます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抑祭トロンボーン協会会長

ロバ-卜･グレイ



日本トロンボーン協会の発足を祝って

114､トランへ､′卜協/lt仝i{

中山富士社

このfJぴ､トロンボーン協/i?が碓;⊥LrJことをlJL

づ､心かし`,お祝いLます,,私たち日本トランベント

協会としては､ H LI缶,TlT:,iLjf.号:iレ) i-ifAh'右/i?が日誌､暮l_された

ことはFji弟が′f:耳tlJように姉しいことです｡近好日･

ロンボーンl'Lil'),Tのレヴェルが与えL■,ILないく　L■,い進

歩{Lてきまし7Jが､協三号ができたことによ-'て日本

や体のレヴェルV)向日t:川中かかかることでしょう

し､内外本P;の:k端もtT,権に73.･ることてLiうし

いl外とレ)交;T;Lはれに人u)で.花々が什/･L,)中V)虻

になし■,ないよう､睨望[･レ)広い.'ti!'谷`末や耗fデP;になる

ことが､ ′卜U)令:lr㌣与Ll諾:‡の'JjL町では必'RJなことでしょ

う〕

そレ),･.Elでも大いに桝f.JTをしています.〕 ′卜紘vjiJi協

こきU)従't､なる御稚Lbilr心かL`.仰一'ておりますー

良き隣人を祝って

日本ユーフォ二アム･チューバ協会Elfi.l';lく

安元弘行

本トロンボ-ン協/l強F,FJk7iJ L■〉び I u ji_･

心かL-,おTをL川】し卜けま1-_,

耽々ユーフすニアム　テユーバ協会い∫かけさまで

iJ,成　一J-E,川-を迎えることが出水圭LT∴

‡'&.;,-;.I. llLI山門で1､だJく'rけべき.L.Flも多く/)毛されて

いる状態ですが､ LlHblI,三吉U)h',I)ににiり､ ILlき帖八を

1']'ることが.Ll､4､､ )､安心付く悠しております｢

',h校とも北がErlv)侶;･;･与1;1.).:iv-)碓IIjiv)ため(: 1､7kく

お一'さでナいU)fL.1与,よFJしくお樹いいたします｢一

I■JJJrI'L川tトロンボーン帆/lモTLノく

佐藤　茂

HJトトロンボーJ t':),三こ..lLl'l<おめでとうこ:{います

(;J'irEl川ミトロンボーンh,'lJ/i†(ST:㌔ ) luE!.'i和:'{)ll Hlに

托i上してIltや/､If :jミと7_,.りまLt∴　LTI動レ)小心とな

-,ているul)は約川T'b7,..日､Il ･刷FM ･ 1㌧)､.lr'.iji弓や､

),ll;''丁.州りJ/かJi I)LL′Zなと刑fLri､レ)指･hLを,三HfJ /し､

･;ヤバ､ラエティに1･.I:′'しでいますJ

職fEr. li I.F.HJ'f l川湖:;､ヤマハ:All',ラ;い小+陀[･',浅1ミ肘;rlJ

TJとJ)(:'Tニ肘1'LJl宗肖､テレビ･化.;:,.印刷など1,)/,Lモ什

llL T主まいも､ Il;frrli■J･..ト体技･Iiモ松と∴一･,lfして

おり､日印rHと抑畑V)キヤ　′フで:.r.･ソ;-しながL-,1.71.別を

巧的.ll-してまいりました
/,th虹, lrl'小'=ル〕公L亡mU)FEiJ.,IlJでトロンボーンアン

サンブルによるコンサ-ト71,附し､地峡C,)/LヤのfLl'

..1'をTfilることができよしfJl.二ilZL,粍t:JluFでは､

一榊.'j7 1 JL ,､-モニーI'lL''HZ,.米川トロンボーンセクシ

ョンレ)メンバーJF=H･小目･L:I,iう形It(,が柁となって

心機1:._I.､アンサンブル'巨)..rdfl]/i,柵JiLしています

刷山川卜rv)地IiiTJl.T.動がl日､トロンボーンr':1,三号U)

孤-,kを油L:て､十川レ)トロンボニストV)])一々と1虫托

し､ ｢トロンボ-ンU)鴨｣が大きくiJi.かれは､札止

!Jこ/t7i･:二付Lい小.;iありませ/i

推持会員よりのあいさつ

日本トロンボーン協会設立に寄せて

E I 4､浅LIEl;i製造(楓･T･.L･教fJl-･駁tli lJi某訊

黒川晋三

日本トロンボーン協/1㌦呈Jl二おめでとうございますc

P'i今の,;{i･架設:主鮮レ)Jll.1.IJは多ji榔二㌔liって大食めざま

Lいものがございます｡

こういっ1=中で七日目､ロンボーンJ好古､指･*れ
･･gflf'衣のjJ'々相Fl.の女流､ Lt'J I.U).虫#･.'1櫓fR=jとLて協

会が.没､Lr:されまLfJ1Lは大変すぼL',しい･Jtとおよろ

こび申しいけます｡

私jf､､ :ilこLa諒の製造､枇･;i;にJT>わつているもC/)と放

しましても､お求めJE'!いfJIhl1-i.:iがよりII'iIJ(ニilT.川さ

れる小を熱幣放しております.)そういった,LIB.唯でト

ロンボーンll'']=iliu)汗及､向卜を‖tl'･)とL l二,演習/12､

itifみ/lt'号V)Li;施､ ;ff相対i介､ 1l川は棟`(, ul)域の総状

と､多jJLIltiにLfTiるlIモ両悪日として､丈､小:;･':/tかLl,

七人までU)トロンボーン葺け束の交流'31:tHJとLて碓

姓される一よl,を心よりお折り申し　卜けますD

ム主縁に維持仝ilとして徴わではありますが､協会

の碓蛙に助))する輯71-でごさいます.｡

現在の維持会Jt御芳名(i)J卜打順)

(怖河Iナ浅LI a;),製作F･斤

(㈱卜fT'ill語:i

(他卜fTliI; ;i.LiTlj.

(鞠セルマーシャパン

(悌'li iL'JJ架ul.hLh Jを放列

㈱ダク

(柵ネロ､ムー:I.3:主

(他グローバル

日本架設:irlj望Ia㈱

野中i't妨㈱

ブーi/-&ホークスi槻

ヽ一/

ヽ_/
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第1回日本トロンボーン協会総会報告

S‖牛10日.A)相川Iii..i:iO分よ･)叫と!j,; ･帥州け､;∫:ド

/l!f'['･.'において､ H小トロンボーン協/i?範　rlrTi.･LIT1号(協

三号,.,LrL ､'T'.総公)かl削かれまL /+∴ ..tL,ZかjVrJ(.J)(i Jしっ

碓起入代よ､′iく､tI ,;･紳itレ)才丈はU)あと"如l七川として

山本1kJ､lL　伊藤陀･itが.】苑･ト,+f選りする申､ iL'V)

ように公は進みまLTJe

1.柁也かし',現lfまでレ)毒手遡鰯;FH (松本　照H氏)

2. /,Lu]lju).削りで主筆ノ王と丸,'LJJ今刈rIIl!)ヾ1t)

3.緒LIc,)紺介と)氏,,忠- (/川棚'は1t)

I.台lくUjあいさ′, (伊雄　三l■Jit)

{,.刺公1'U)あいさ,) (L掛目芯. ･1L IrlEj和は什lU

Li.峨FZりJ)あいさr) (仙f=川●.111氏)

以1.､ rt;'ih王応芥レ) L'l'(り'uJ.されまし/∴

6時.'与り'JtかLL,;外.J会場(:て税帖′ミ'-テfが縦さ才1

まLlJo　を加i17㍍し､ /J_?1くfJr膝11㌧lし　ぶり公lく轍川

二凝　一上し　掛日和婚上し　押lJりく′川-FLlHj､上tの托拶レ)絶､

H本トランペット協全会lく(州llL･‖l:蛸1L H本ユ

ーフォニアム･チューバ協会IJi桔T.:Jiくf,-I,㍍!.†与呈氏､

ホルン協会HiLL;I_tlI職をLIL/ltのtJ傾斜fut Ll多牧vuj

jJJからV).It誌かいlTJlJまLu)お.A,束をいfJfJきましたc

A､ Wfl.17りの木卜糾LJllL I/I qlを'k')た上tそLて1mEH保比

より､ (.,の一Iil,い,LHを."I,,-)ていただいたり､ .t柑fIJ]レ)お

‥iLtをいただきまLJごL,トロンボナLザ(ア7チュ

アU)トロンボーンアンサンブル) Li).iil'J,さの申､なご

やか'J),L榊'Jtのパーティとなりました｡ムl役に仝1tU)

伊鵡il'紙かL▲, (.Z､車/ltl{に山小目し氏rJとV)柑沖;iの

日生があり､ ..1肘掛けレ)うちに肘Jkされ､綾fjr.ll';fTI

巧1.lJi会での/氏.,L1.と､山小I JL氏UつJl'tJE.を子■tることが

できました｡

授A紹介

tT,Il手合lく　fZl小　爪J＼ ･jL!;I.-l二.lJ､Y.f'hy1才r芸

/lt Jく　伊煉　　ulT hTIIK女Trl一斗l汁H

副会lく　在山　和雄"･:し.,-じ11本',k刊･射Tl

l糾iI :･if.　蘭=:･鼓　-とデキシーキンクス

ftil_　rJl lく　/卜け　帖)こ.)と!;..-JJ･';::

副押●lりく　松木　　控に(,I.り<[一一7. ;iltTHil1日､･､)

付卜や　一郎

'iil;lT叩■l'' )暮　卜　WH

帥'li　　的

志村　/jf

∴町.=!■上

1-(‖IL ttJI

榊六六とシャ-フスアンドフう′ツ

如1庸事は,tHI,浅川i

NT H fく'i: t',r'･Ll=川

純なJ.Lll''L与川I

Jr:'バしンクインブラてアンサンブル

.1::)紙進也とIIL!;･､ユニ寸ン

抑H　伸Aff　かiI,I71lL,､-モニー七千':･illトll

久托.r比.fi　外柁省

松竹. El ･; "pJILJノEL:flィ､女,きri･･与13川

'.I/'･.卜''''J　紺休フィ,い､-モニー女幣射.Jl

H川!手:'iifTL　71)-ランサー

対日Il l'J(Lil,ft li."f止..1;り糾人′;

峨　IHJ .i.Jjii ll巾Il小ケ(/.き･iLl指や月協/lt/.LtL'l

ィ､卜　則りl　山r'.mJ'･El一,･iLl)rl･'

†/L藤,k'Jji- IEhIT二l･'トムLJ(∫､)

7i山.lL'.'Jl l糾,)､とンヤーフスアンドプラ/ツ

Jkl'{1 ･;･!.y ･)沌l'珊人rr' [日､人(､芸ffLrlI''.7㍍

T.L.I,日日川'1彦　桐川hL''I一米人･ ['･'

幹　　■卜　.結　締′L NIIIく'k幣米川

川村町lli　税押し

合f汁監!｢ヤJ‖　漣出　火!lE.人･+I)､一､】二･托
LIL柁11..日< )(,..  (lLi,.郎　フロ　アルナ　ム{ケ

協会設立までの過程
松本　願

Pl'lf1161年存､如;i:渋谷にあるネロ架署3(二偶然数人

のトロンボーン炎省がJき;分せまLfJo　井上lluil,: (郎

竹)掛州fl雄(束フィル)尽日lは亀維(14(,r;･.トロン

ボーンイリスデン)今井-lIは1夫(氷人オーケストラト

レーナー)松本緊t; (舵);..令,7三･11不利,TJ)村1-/･tl_一一郎

(シャープス&フラッツ)B

誰とはなしに｢トランペ･ソト協会､ユーフォニア

ムチュ-バ協会も.Lh来7ごことだし､そろそろトロン

ボーンにも協会があってい･い頃だ｣という請にな

り何とか作ってふようという-llになりまLTJo

終々が'.tip;I.､ H込みにより､托起人(:なって卜さ

る方々を111め､ 57111日(:TOY.の発起人が災り､ト

ロンボーン.没､Ll_.tET;職安Li全を碓Ei､三拝紹塙を洋梨プ

ロデュース･フロアルテムジケ祉1く帆T,5-t郎氏にお呼fl

いすることとTd.JりまLlJo　以後､十枚ELllの公議を市_

ね､ lOf1 5日､ it涼.1神化町に3)るLi::七会Fl'..'にで設_1Jr_

総会を聞き､王†j主を伊藤清(N幣)副会長を歯【目せ.
I (ディキシーキング7J　布山和雄(p･)-mrJ)諸氏に

お尉7いすることになりました｡

税在は､ l損亡の仝l<､副公i亡を始めとする柁Lli(I.li･';

任坪一1日　が.次桝の改選まで協会の雌J.;I-::i:あたり.

協会のiTTT酌が軌Jiiに来る様(=会桔tL_r･迷子jする所存で

ありますが､締れよ､帖Jムく､多くレ)jJ一々に'1設IHIと

して参加してtflき､協会cJ)稚髄に抑助)]賜わL)lJく

存じております｡

推持会長入会説明会報告

1日j 5日休日::iOpTnよりf13㌔行水武ホテルf左のHTlにお

いて､日本トロンボーン協会相木-f/lHlの入会位相U)

わV)説FjJl会が問かILまL l∴

協/liかL-,は､理rJtiくの′川二雌犬､ .lilJ坪･Jりくの松ィ､

幣､ ･】.rf'llFH')1tL;)l糾,'iuz!じが汁.柵o　お1LまL)いlJfJいた

JJ'々は､ H本;AL13:',製造梓式公社　中林様

ブージー&ホークス(怖　一女広様

(㈱セルマージャパン　什盲lミ様

(柵ネロ)ALl語注　も･,.,′k柁

(㈱'F: (.-･如才川1.触朴　遠藤様

(搬卜J:T架琵;主　武山l川､

㈱HAe L_小′ト株

(俺lltT淑ri:il.･　′ト町純

〔怖グローバル　喋松i.'1.ですD

理･)りく托相のあとリ2､Il_U)経過糾:1.と合札/-;L絶ul)

か,丈..榊Jに√'いての..k川)がfJなi)れまし/∴
J.lLi阜心.LJfF;の縁､行汁よりお祝と711-1]まLL/)お目葉/i,

いfJlJき1,たく｣(けIIとLて抑協))いTJfごりること(:71'

りまLf∴　EL';3､町中‡'tt,/5､回(～;与illi崇も付すJJ/lhHlとL

て巻加LていfJ/+jHるこいこなりまLたC

二川7.や,V)J)一々かL●,は｢山.lfl･U)トロンがニ7.卜か

いるレ)でニヤ?:･グラシ･′ク(:かかわL',1-rhtdの山､

IlbLl叫を､If_てて紙しい｣とul)∴葉い,fJIきまLIJL､

今絃U)1.T,刺..t叫(:,)いて

(rJlltLiu)kI3..,15　ざ･仝壬はuj作成(千川)

i:_i.I(,沌U)rE収(11億HI.慨の制作

甘クリニック(り'JrLl,/1号独rIvつもul)3　他協/l†とvl)fTlFl]

U)もレつ)　jil外来.･''1 :X='去ことU)辛州こ/1ひコンサ-ト

葺フェステfベルレ)l'rulilI'

し軒､-'1協会/1, Y,'JごjlJ二伸一指目前仁とするわレjtJ引批　糾山

域との壮者.-†V)架!F･.卓Jt化LI

LIJ. Lv7柑なFJllJfEさを,I):税する-く､ 'JJチ)] Lてj,//tりま

すU)で､多くしっJJヤがJtE'11JITIliとしてぢ加していた

lJj. T糾hll,)∴　脚立jJi/1,1,馴) I)ますiうおl紺いいfJ

Lま1,



CONCER T REPOR TS

トロンボーンの青色を楽しんで

什･1.,の!?fZHl.:肘きなトロンボーンを吹こう--と､

地味だが:米しいtl'(射(絹柁続けているトロンボーン
r･%吋薪の川体｢il!-トロンボーン協会｣ (佐藤戊仝良)

がl刑l孜､静I叫Ihfも5八幡の仙fJ南部公比館で初のコ

ンサート,+yI刺しイ∴ ｢サマーコンサートートロンボ

-ンの溌Lみ｣と書名打って号rわれlJコンサ-トには､

小一い･､川JかLl,親一連れまで約70人が詰めかけ′=D

コンサートは2乱射友0　第1≡糾ま､トロンボーン

という激語.Liを知ってらL-,おうと｢どうしてrJ.ljるの｣

コーナー7f.設け､トロンボ-ンを分解して古の出る

什組みを′)こl'iiI'L tJ｡

節2.lTllは､ ｢,､'7イアン･ウエディングJ　といった

ラブソングからホヒュラー､ベートーベンのコラー

ルまで帖広い(;i捕/rilつた0 -互iI'奏茶の.rLi]tの合ったト

ロンボーンの--モニーに聴衆は聴き入ってい7=｡

riL):トロンボーン協会｣は5午前にもt,成されtJo　メ

ンバ-は､ rEJ=キミ人･;'･午濃7.-を■卜じ､に､楽器1.i.:勤稚の

仝ヰILl､ if.!亨'fE･'',那栄にいる人などいずれもトロンボ

ーン(:神経し7ご11人｡

叫lI ;刈,は比鮒.lu)ヰむけil)て､ H 1 i"_Ⅰのil.一新を

#;LHでいる.-, 1/..捲き/しは｢トロンボーンに興味のあ

る人は水ではしい｣と."r,している｡また中小'ti:'′F_な

どL/)他線LrWJめに　い.'!'.rXく端本､､も考えているというC

フロブラム:j'1 -.･lfl;茶色U)小瓶

かいサラファン

どうしてなるのウ

スライド;liJ'み

てウ?tピース指[冬

バズィンクtii吉本

;ill a,:i S'[i l｢

--モニーの手折淳.:

コフ一･･･ノレ

:5〉　_たfj　ハT7イアン･ウェディングソング

セブンインプレッションより

梢V〕バレ-

ベ71バーベル7:

FIj '<tな)'kl事

-イドン作曲トータルエクリプス

時計の音
ベートーベン作曲　コラール

メンバー紹介

クロージングマーチ

出演者トロンボーン　青木　淳､沖LLJ一裕､小島達也

佐藤　茂､ lHlJ呂裁､森T.-　他

ピア/　佐藤麻耶(一

"-J会　村松Ildil'

北九州トロンボーンアンサンブル

第1回演奏会

私たちは去る9 F128日(日)北九州市小倉区のニュー
ロビンカルチャーセンターホール(:於で､第---lL)71'iI'

奏全を畔Jきましたo　メンバーは様々な墳文の人々が

いますので､練門の時問がうまくとれず.苦労があ

りよしf=が､満券含､1ll L二打人のホールは大人満LTl､

お茶樵からは｢トロンボーンてきれいな-ーモニー

するのね｣等々､楽しまれた様ですo　このことは､

我々の強い吻みとなりましたo　曲目とメンバーは卜

記のとおりですo　協会の成功をお締りします｡

北九州トロンボーンアンサンブル

代表i!,J滞光･

プログラム

1.アヴェヴェルムコルブス　　　　モーツアルト

2.カンツオーナ　　　　　　　　　　マ1)一二

3. 5-)のキャロルによる組曲　　　コリンズ編曲

4. 3つのモテトより第2糸【1曲　　　ブルックナー

5.カンツオン33　　　　　　　　　　　マッサイノ

6. G練l･.のアリア　　　　　　　　　バッハ

7. 4本のトロンボーンの鵜の組曲　ペ～テルス

8. 4本のトロンボーンの鵜の4つの′ト品

ウッド

9.タワーミュージック　　　　　　　ネリベル

lf).ボスコ･ロスコ　　　　　　　　　ぺダーリン

Il.ファームガール　　　　　　　　　ぺダーリン

12.トロージャントロンボーン　　　ぺダーノン

出演7㌢　有留Jl三∴郎､井端祭rk､大庭三紀､

近藤　彩､森卜　格､デj一滞光一-､

中程H美､福rIlO宴　-

-二二二:--　CONCER T ZNFORMA TtON

薗田憲一とディキシーキングス

暮ごり川Il　糾ナ～.カー二バ,i

丁.it)pm H:Hlpm

TELり:i　2日0 12f;1

1日l　挑1･1,ナ　′ンユビル

7:()軸Tn　川:1.-)F,A

Ttl:LtH .-171 7'1日

l:川･'JJ:･:,7lFTけfキン-に即おう1号

すノポロ?tクーホール(鋭1･'rm HI交).I.･.I,,.)

1:叫3m　-Ll:川柳

)'･約TELll:; 772 7日日.-) 1リ.()00

2;川　風UIl･1イン'/

1､日Jりう:1日.う:''7.-)7

2111　抑rllI'(,I

_).11日　ボL　ン　エール

ヽ:日日.J~L･ lJ:HLIH｢

TELり.), 7.-)() .日日.3

lJEi‖　lJJJ上ltテーt HT7ン)

Tr,I_りi　～'バ:,川27

日)日日　jLLL.1)デ1キンーキング71多r?7-/･ンクラブi:.柑'

テ　ィナー′､-テl

与や　レ?.トラン｢サンバレー｣FTfil.:i駅卜巾

TELり12.-) ll　333r),

向井滋春

12日.30日　節子iJH}IT INN

TE.1杵滋存ホットセLソション

向井滋存(Tb)板檎欠列(Ⅰ')

iL1-rt光即i (13)　tEl沢長次郎(Dr)

PM7:30　-

TELO3　351-2021

東京金管五霊幸田クリスマスコンサート

12月19日働　甥: ･穀会　川二ノ9,fl練池′ I-_ドl暮,A)

7:30pm Yl,OOO

12日25日　　府中ダリ-ンプラザけやきホール(船中凱荊)

ti:15p血　¥1,500

トロンボナンザ　第7回演奏金

時: 1987g-1 1317tH-)

帆誠二18.15

TIA橋メモリアルホール(卜野)
/F鮪t'Jtll　700日

曲目: Lorna Doone Sulte

Seven Bagatelles

ONEITA

ラフォース:Pq重奏曲　他

CONDUCTOR LljM桁的.Ll'.1演者ト｡ンボナンザ186

問(>わせ　03-715-3313　緒瀬

ヽ_′

ヽ_/



DISC INFORMA TTON

コンチェルト　フォーバンドvol.1

SKX-250.I)り　¥2.5川l

トロンボーン独/kt I::I:卜ll

スコットランドの釣芸･Li'1_･l,-._

ロンドンデリ-の:吹

バイエルン･ポルカ

演奏(.i'J長ディフロ7ウィンド

オーケストラ

指揮　伊略　述

トロンボーンフェスティバル(仮称)開催

クリニックとコンサート架?nli楽譜.1LのFlli′ト

多彩な.Fh.'.jf~F1-を迎えて

1号)87fトj Fj2tjl=川

;::習;l左入･､;:‖亡念/l!餅

.rY一鮒は縁日､ LL紬i ･ /lt鮎にて托iミ放します

染lJへアコーナーもl机IL

ヽ一′

トーキンファイブ･ポップスコンサート
一一トランペット吹きの休日--

曲H　トランペソトロたきの休日

スターダスト～クT)フォード･ブラウンに仲ぐ

ペニーレーン

-バネラ凪日エスタデ日

当L三省の子J･進

そりすべり

トランへリト吹きのJ'一守r11!

如日的｢サウンドオブミュージ､ノク｣

食17{it. LL ･r･_本のためL,)

｢二,)の日本は｡;1;によるパラフレーズ｣

エリック･サティのシャンソン

｢わTJLはあなたが大女J'き｣

{yr;l捕　如;I;/s･TmI-市村叫

在原　_'12 ･大隅旅人(Tp) illillJ-);:悼(tin)

校本　照に(Tb)佐野L川1[-Ji(Tuba)

レコI Ef番r,3･ SKX-25053　¥2,500

一会報名と協会マーク募集-

この公HiのH.FiiJAと協会のシンボルマ

ークのデザインff与Hーしまで｡採1fJの

jJJt二は戴過な'1.1'.～.J,をさLあけま

.;､るって11絹f"7)まで｡

ごんiJ.娃お待ちしておL)ますー

l.T.A. Japan COLUMN
(国際トE)ンホーン協会日本支部)

日本トロンボーン協会r勺i:ITA Ii本土.･';i;をiY_::ラ

幣様のITA入会のお丁イムい71,しますこ,人/_Lさされま

すと､牛P抑HH:非のトロンボーンみYl (寸-ケスト

ラ､アンサンブル､シャ7Iミューシシャンetc)U).If.

紺の株7､本法･本石･作.E").などと二ついての論文､

レコード･架爪､その他‖川k杓の･Z什;~ほを掲搬LfJ機

関紙と/(.滞､催し物を):fTL',せるパンフレ･ソトが送L-,

れてきますo

申し込みjjiL-
･般全日　軒l.'F.J22ドル　日.…OH)

二句J･HuiOドル(指,()0011)

:.iHiり60ドル　日2,OOOH)

､;::/i:会Ll　牛lLlH.5ドル(3,000日)

通',:;:;稚hlHより1. 2ケIJ迩れでfEiiきま寸が航

空便は年-rHH1ドル(12.8()りlり)刑耶〔

以卜､必EA'な余部日米ドルか日本fJ日　と'(.わ7I､住

所(フリガナ) A,iLtJ.-蘇(,∴　奉じ1艇蘇-flを日本トロンボ

ーン協会-Jl棉lulJr勺EfJ際トロンボーン協会日本文(.I.Jf;ま

でお送L)卜さい｡ r-E';L IF'11妄ITA '1哨fHト申し込ま

れる力1よ卜HLl-米ドルにてお申し止み卜さい.,

Internat10nal Trombone Assoc)atlOn

Vern KagarlCe. Secretary TreasIIrer

School of MusIC

North Texas State LTnlVerSlty

Denton. TX 762tl3, uS.A



事務局便り
事務局長　原　瀬郎

jT立返､ LlT楽雑,.上に日本トロンボーン協会の"LHl,那

拭ってかL-,､ 'FLE主jのトロンボーンJqh･符よI)入会o)問

介せが多く蛸Lい悲叫をあけています.,丈それだけ

に矧HJ月の方々からの期経もあるのだという1-,を感

じておりますo　勿論r%JJは沖縄から北は北掬=)凸まで

のトロンボーン本邦や′歪如月かL',U)便りや'心.溝があ

りますが､ L卜令W･､ ['[:架のジャンルい並々で､協会

の趣旨でもある様(I ｢本会はトロンボ-ンを壕する
'fLてU)人が入会する･rt'仏i,tJJし-｣の条Ii'lを!'い二満

TJLでおり､日本トロンボーン協会としてィ､必Ii'-ら

シャンル別､派㈹別､ ''!';:の喋を取拾いlJ協公として

の碓艇の･少を肺み.Ltl.LlJ根に悠じております,,
/.LきEl数は､ loll 3日の総全日.挿JtYJえ,)つけ叫/I-は

2()Or.,Jy越える勢いです｡

是非トロンボーンに他姓のあるjJ-々-の人/ltの糾

.浦をお暇い放します0

人全に′)いては､協/_Lt規約が､ 1.1と後レ)ページにあ

りますレ)で､ tll)A.I!一に必紫■lt叫を..Ll人ul)卜､卜HLl什

1･)iまでこ郵送､御送令卜さいo

住所　〒112　射!;,.邦文山メ.人様tI)-　7　-ll

パレドール丈か.メトロプラザ2F

㈲フロ　アルナ　ムシ､ヶ　EJ,i

I】本トロンボーン協会
rrEL Oニ', tHニー(;ti77

FAX O.'与†=:; titi.-lt)

蹴込　　鮒がむく込　如;,､リ171-'Sf汀

撰集部からのお願い

;L'vl) i ′ル)コーナーに竹枝の情純･ご):I.兄Tfお′.ミf

せ卜さいD

CONCERT　　　杓水､柑‖拝されるトロンボーンのコ

REPORTS　　ンサート､あるいはトロンボーンC,)

&　　　　人一･7Jコンサ-卜uj梢川f､ ‖略､ rJ､J

INFORllATIONSでlf'､料食などをお竹lL-,せ卜さい｡令

回どこでも鼻.1湖｢ご1-LT

A､すでにijなわれたコンサートの

プロクラム､ L'h`'',il絹. IEVllj,..どらお

'.h'せ卜さいI

Q 良 A　　　トロンボーンU)ことなL■,7,.I/Lでも､
'i'i-日日をお′.もせ卜さい,一　汁''J町L,)Ft抑F)

束がお'('㌻えしまでr,

Sale& lうtly　中古･与Ll?.注(トロンボーン),を･,'上りf=い

)∴　riいたくて托しているJ/､メー

カー､モデル'(.､ G,tl!l佃f.'1､お(.1批

仙iTL ''Lt"fHrff,;-をお送り　卜さい.,

且J､わdJH,4.I)出し的(:出1㌢えるかもJ

f1,1でにJAT　､■1協仝あるいは粘1iJyli=F;へtRJ･tl.I_1､二立

見などを遠慮なくお`.blせ卜さい｡
､ILl協会レ) i'iE'.liirや1†糾･機関紙の鮎11t

u)参号にさせてい′Jjきま11,

｢.恵比寿でスタンダードジャズを,,
l

l

トロンボーンの生演奏と美味しい料理､

酒落たセンスの店で気持よく酔ってみま

せんか｡トロンボーンのめずらしいビデ

オもあります｡

●ボトル

サントリーシルキー----¥7,000

●カクテル--　　　　･-=--･¥800より

●料理---　　　　　　---･･¥800より

●M.F(ミュージックフィー)--¥1,500

◎各椎パーティお受け放します｡

■常幸時間■
PM6:30-AMT:00(日､祝日　休)

産品
如!;..郎渋芥L火.,I-il.比-).fF叫1 ---10　8刷りビルBI

TEL. 03-46ト4413

編集後記
村上隼一郎

碓射されTJはかりU)ロケットU)カプセルの中で鮎
ll:しているようで,帆FLiにレつるにはほど遠く強力な

推進JJをたよりに､ひたすL-,七加U)LU-料:つき進む

しかないというあわfJlJ､しい:1',確をLましたo　その

強JJな推進JJというV)が協公L,);dtri･1;.'に;'.tL城されてい

るfl.(LiILL,)JJ-々と､次々に入会されるH本･'f?fFlのトロ

ンボーンJQ･Eや･T蔓.lIj''iくC,) Ji々V)JLh-Lかい71JIはL u)おIi,

やお便りTJ.Ju)です｢,

.LA:flI.li水;ド:i lHEhl'･′,エコトロンボーンレ)券は･

),?rI ･溌-.千:iTi;どにr)LlでV州絹i紙として公lliの常様

レ)おTJLi二届くことでLlう｡

Ll'く軌Jiiにポノ*1)iできたいと外し,riT､います｡が

あ3:L〕剃りはLていませ/t二

次回かi,ii仝Illu/)ふレ)碓亨)になりますJ



岩波書店版｢ワニのオーケストラ入門｣より

?　[)　#　+

氏　　名

生年月日　大.昭.

現住所　〒

帰省先　〒

所属団体

学校名(学年)

ヽー

隼　lJ H ('ji･女)(　才)血液巧'.! A. AB. B. 0

℡

℡



日本トロンボーン協会会則

名称及び事雅局
:才ユ1菜　ィ､公はIlィ､卜いノ11t-ンFrIJ,三?と約1rJ,

I叩.･mtゝ<1- A＼ゝt,ill.111川1日F l rM11h川11､tりA T)

A)-～ L'菜　イゝ:丁.1'jり;1I '1,1ノ･Jllハこ二i.一; (

日的及び事♯
･'15 1束　ィ､公はlJj'Jlトロノil-シソ;レ)full.と.TTこJi･川り.い,てjkか川uj.'r.与■､え化向い二lI:

-rること,lノ【川'.)と十Z.

:Jrl l粂　寸､fTこiHiJ束V〕‖lf'JZL,,主二IJkするノさく二.A:レ).ll.Yjl7,/iJう

H 1?批ITLけ..,I/-レ)托1J

J)フェステ1′tJレ､ーン:1,/ウム､コンサート､ 71l二　ノク`;.山側LilI'Jiび綾すJi

i) .fiJ'/iトロンホー/ I,･n/とび川､山TJ作とレ〕吏一式L

l I l州JtH二おける仙V)Ll=;,:;LJ)愉公役U-そU)胤･hトfWLとレ):k流

.-i)そり他Jl､公U)日日'･))土岐に必.ylJ/L小iE

E3il　[コ

節:'東　本iTはトuンホーンを違する-r-てレ)八が人1†-Tる涜fi'iTi,イJL､本土レ)趣旨にr(

ll.)L i:妃′iiL,)公ーIrJ/と的八したP;をfhHとL ､次uJ.t･tl /i,こil.Zく_

日　11.i :′T HL

LZ t ,'l　■T11

.日　′い11..･l′F三･111. ′ト.･′壬1?Llは帆,1-inレ)Jltl)を必LEJとする,I

H 'rlIぐ祭日'jkか日日Lロンボ-ン'JiLI功も■iがあI) 1･;HTjtihl.,/Jさより柵l均されIJ tl

-')州flT',LtLIL　十､1‡V)紐吊に門Il･LL､触.iこの号川J仝伐を納入した偶人､トflTもJiLr

(l＼ jT/I.

4､台はいI u);LH/1,もつて紺払する1

入会及び退会
･')rh'東　本rrtに人三千L iうと1るnは触,ill,)T紘〉/fh/+い三三uudの絶irミニよりIrtiJされ

たものとする｡

:117条　仝LllがL'lL llがIH.-lJ.T_.叫､判tlFG. (今やをl lHJ.Lj.納o)畔､牝LLLLlh nしく

＼l'1分のY.f寸を†i:r)Hる=*))Ul)あっ′_L哨lI. /i.,ilu)流桁を失う1つ

校　　A

･7lH条　本土は次の('<Lil/i･i;TLlく｡

1) /.Lt山　　　　l　'rl

lJI芯11公1く　　'3　1.

.～) ftFlllり主　　　I Y.

1 1 .Ill.LJ坪'Jllく　　2　Y.

I) ) ,･i,.作jTIT･lt i'( (.

(') llEl-JI Il. I I(.

7)監'IL 2 Y.

H) 4･公は1子1U)Y.:'Tl三l<を;1.1くことができる

t日　本全は7,1†仝illf;71くことができる

lO)十二三はIl. r-(.の肘lr)i:)をF'lくことかできる

書仝1<は本/J三･をftJこし絶技する

(

*ll事r l'rlーほ4､1TILr,KJt. L全作/fl'i:､jlLJJT FJ

*11㌢ ･卜二王小公)) ･hiLtレ)社.:二･. LJ)たる

任′　　免

･iHl束　ィ､itレ)子'tLIli'Af.LL,)frl(^･は卜.】Llの規Jii:二よ-′てH i.ラ

日　干'tLLHiJILl公iIおいてIlrとJ'さJliレ)小かL,)室川さJt.はくさ.LL州. F;U)過■l差'(U)イ‥付

をi'Ilて/jiL,tJされる

ご) f'.LLHL,)f川Hli21f　とL fEJ避/i,llfJけない

) ;b',:チ;ミ1､. ;/.:Tl三Irlili,･i･,IT即･1･,IHここJ川=声17)-tE.'JさJLるI lHLしてITl期Ji

m桝.公やIiひ臣.LL叫全件は釣棚L Ilい

日　帆rHlは';iHr叩小J'!がを恥'lL. r川IlとLて(rltJlは触ltJL iモrLliひ臣加Ff公やは仇

lllL TIJい

-') rliI吐か米作レ)F牡目茶Flはf'{Hl/.二t宝.'l'.､もしくはを鵬さLLlJい

機関､運営

節川粂　4､1I:二次V)f剰判ri,こf-'く｡

1)舵/17

2 ) I.1;I,JtT理小;千

:]511条　十し公は　般公i日工よ-,て世･.,:;,されるD

l)社告. l ffiニー回告Jくか招1jiLf制作する

IlJ L付,TTl岬rll/l†111?1{(Il･1して葺i./l!レ)l別件をLRJuI'1-rることかできる

2) i･.-(｢理･JL公　1?lこ､由り公It､ I.,i.,LrP】l'lH:i -,て他r良さLL､必LEJにl心して馳FIIL-

fi"L鮮寸7/l.,かできる

Li )議決:公.為up)p長l亡はHJ.F.1.hu)中より選.HI.し､ U鬼.LLは.■l州. Y.レ)過ft(をも一,て

lk丁る

I I 'li柁f‖-I 'E･;･.'fTftiJ ■11分にInllJi L　結;千/iu'.lil.fT:Pll-lt公U)l央',iu)).い)'き仝桔ZLr,帆

目-r7..

会計及び舎*
･'1112菜　小会U)鼻iJLryは.^･に化ける(,レ)/どもって允てるl

I ) ;三や　　能公il 1.00仰J

.JI J'Tii　　　　　∴nllulIJ

小IIll.::;′1全日　　1.0帆州 ……… ……≡口
入会缶l.()UOH

椎約台il I H lり,()fnll) (1rifJ)

仝tllは1が1 7 11′いI迄L:納入されなくではいけない0

2 ) .1r附JF (補助J=Cを(･TL･)

.iI ･11某111人,そレ)他

:4-111条　本会V)仝"lIIはは､ 7I川11日日に恥まL)1,日｢:j=:illH二終書)ち

･'J''111条　I I監小は公..帽Llr^C.HTい､封.米を総会において桃II,1る,,

Zl eLL･liは他レ)T.(LHをXhることができない3

附　　則

耳目T'東　本仝レ)迦`:L･-;:i/7掛目(:′Jいては'.･irHTTFFl小会によりlk左する｡

:A-5日'条　令luJiび税別レ)改11 (:-'いては､綻公U)u長はLff必IPIJとする,

範17菜　この/L三･日りはu,'ifMHfJ lりJJ THll I)托iJlるo

(


