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ニューオリンズからの寄付 によって

揃 えられた真新 しい楽器で熱演す

る気仙招 スウィング ドルフィンズ .

彼 らの演奏 は違難所にいる被災者

の皆 さんを大 いに勇気づけた。写

真下左端の指揮者はバンドの指導

者 須藤丈市会長 (*)

…
サッチモが結んだ 愛と友情の被災地支援

311の大震災は多くの人命や財産と共に,人々が地道に育んできた文化まで一瞬のうちに奪い去つてしまつた。気仙沼で活動を続けてきた

ジュニア ジヤズ・バンド「スウィング・ドルフィンス」もその一つ。津波で流されてしまつた楽器さえあれば,被災者の皆さんを演奏で勇気

づけられるのに一。だ, そんな彼らの願いが奇跡のように叶う日がやつて来る。4月 24日 ,アメリカからの支援金で揃えられた楽器によ

るビックバンド・サウンドが選難所に響き渡つたのだ。それは日本人が戦後の焼け野原のなかで聴いたジヤズ同様,未来への希望に満ち

ていた。そして,こ の寄贈された楽器こそ・ 日本のサッチモ 'と 称されるトランペッターと,そのビアノ&バ ンジョー奏者の妻が米 ニューオ

リンズと長年にわたつて築いてきた愛と友情の証しなのである。●高橋慎― 写真提供 日本ルイアームストロンケ協会
'*‐

PhdO by Yosho Kazum)
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|■ F■ こ夫曾有の被害をもたらした

:三 I=三 |::東 北lL方 では,発生 か
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1[=き た現在も,不便な避難所

三 千■:二  =■ てtヽ る方が大勢いる。筆
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具 こある母方の実家が被
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まする被害をこうむった。
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を 決 して他人事ではな

〈二ニースて:量 :=する日々を過ごしている。

一日でも早い復興を,そ う願う被災者

の方々に勇気を与える,心温まるニュース

が 宮城県気仙沼市から届けられた。市

内の小中学生によるジャズ オーケストラ

「スウィング ドルフィンスJOこ よるジャズ

コンサートパ 去る 4月 24日 に避難所で

ある気イ山沼市総合体育館野外会場で開催

されたのだ。気仙沼市は,今回の震災で

最も大きな被害を受けた地域の一つ。ス

ウィング ドルフィンズも, ほぼ全ての楽

器が津波で流され,練習場所も無くなっ

た。そんな状況下で行われたこのコンサー

トは,今回の震災を受けて,ジャズの聖地

ニューオリンズから寄贈された楽器の, お

披露ロライヴとして開催された。

2005年 ,大型ハリケーンによって壊

減的な被害を受けたニューオリンズと,同

じく巨大な自然災害の犠牲となった宮城

県の間には,以前からジャズを愛する人々

による草の根の交流が行われていた。今

回の楽器寄贈から記念コンサート開催に

至る地域間の友好を, 日本ルイ アーム

ストロング協会会長でトランペッターの外

山喜雄氏に聞いた。

日本発“銃に代えて楽器を"運動

「そもそも, 日本とニューオリンズの交

流がスタートするのは,今から40年 ほど前

に私たちが本場のジャズを学びに,同 地

を訪れたことがきっかけだったと思いますJ

外山氏と奥様の恵子夫人によるニュー

オリンズでの武者修行滞在は, 5年 にも

及んだ。現地で浴びるように素晴らしい

音楽に触れた2人は,大 きな感動を得る

と同時に, ニューオリンズが抱える問題に

も直面することとなる。

「貧富の差が激しいニューオリンズでは
,

豊かな才能がありながら,楽器 を所有で

きない子供たちがたくさんいました。あっ

たとしても,リ ペアされずに相当傷んだ楽

器 を使っている場合も多かった。 そんな

環境にあって,望 まない不幸な道に巻き

込まれてしまう少年たちをたくさん見てき

ましたJ

サッチモ (ル イ アームストロング)が

銃を発砲 し収容された少年院でトランペッ

トと出会ったように,音楽活動に参加す

ること, ニューオリンズの少年たちの心

の支えとなるのでは。そんな思いから,二

「音楽の寄付」と見出しのついた米 ニューオリンズ地元紙の記事.2005■3月 .同 地 カーバー高校のバンドに13本

のトランペットと1本のトロンホーンを寄員曽した

外 山邸 の車 庫 にズ ラ リと並 べ られ た全 国 か ら寄 せ られた楽 器 .ニ ューオ リンズベ■
=■

る全 ての楽 器 は リヘ ア をクローバル か1置送 は日本 道 運 が全 面 ,力 .こ く● I る
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2001年 ニューオリンズのNPO団 体「Fealess T 8ers Cunura Arts CenieJに 楽器

を言増 地元の子ともたちと外山夫妻
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人は17年前から現地に楽器 を送るプロ

ジェクトを開始する。“Horns For Guns

(銃に代えて楽器を)'のスローガンを掲げ

た活動は,現地の人々に信頼を持って浸

透していった。

「そんなボランティア活動を地道に続け

ているときでした。ハリケーン カトリー

ナが襲来 し,■ _― オリンズの街が壊減

的被害を受けたので丸 僕 はすぐに日本

で救済ライヴと募全活動を開始しました。

全国のジャズ・ファンから寄せられた募金

はトータルで 1,OoO万 円集まりました」

被災した現地には, お金のみならす

寄付で募った楽器も贈り続けた。楽器修

理 販売業の株式会社グローバルが 福

田忠道社長 (当 時)の英断で提供された

中古楽器の修理を買って出る等,音楽を

愛する周囲の人々の賛同の輪が広がって

いった。17年 間で約 760個 の楽器が

ニューオリンズに届けられた。

「仙台のジャズバー・ジャズ・ミー・ブリレー

スnob'のオーナー,佐 木々孝夫さんがユ

ニークな支援をしてくれたんです。ニュー

オリンズに募金を, というだけではなかな

か皆さんの関心を呼ぶことが出来ない。

そこで彼は,独自のルートで入手した黒人

のジャズ人形 1,000体 を, 1体 500円

でボランティア販売したんで丸 完売し
,

売上金は全額現地へ渡りましたJ

皆が知恵と行動力を駆使 して, ジャズ

つ聖地を支援し続け, 日本と二_― オリン

ズのジャズが取り持つ関係は,深いもの

こなっていった。

“日本へ恩返 しを"

ニューオリンズからの善意

そこに発生した,今年 3月 の大震災。

日本の東北地方が壊減的な被害を受けた

ニュース0世 界を駆け巡った。

「ニューオリンズの老舗ライヴ ハウス

'テ ィビティーナ・がすぐに反応 してくれ

ました。ここは,僕 らの `銃 に代えて楽

器を'の精神にいち早く共鳴してくれて
,

ф∩struments A Comm》 なる楽器を集

めるボランティア イベントを主催してい

るんで丸 今年は5月 2日 の開催だった

のですれ 東北地方の窮状を知り,4月
の段階で前倒しをして義援金を送ってくれ

ましたJ

被災し,楽器を失った子供たちに, も

う一度ジャズを演奏する喜びを味わっても

らいたぃ。ジャズを愛する気持ちが一つに

なり,集 まった金額は 11,000ドル (約 90

万円)。 こューオリンズの人々はいつか日本

に恩返しを,の心を持ち続けてくれたのだ。

「皆, 貧しくて, スラムに住んでいるよ

うな人たちが 必死になって募金してくれ

た。今まで我々がニューオリンズに対 して

行ってきたボランティァ 今回は逆の立場

になって彼らが援助をしてくれた。このつ

ながりの輪がうれしいで丸 私は何 も大

変な作業はなく, あっち (ニューオリンズ)

とこっち (宮城)で自然 とやりとりがまと

よって行きましたJ

・ティビティーナ '以外にも,支援を表

明する人々が続々と名乗りを上げた。同じ

く現地のライウ ハウス・ニューォーリンズ

ジャズ セレブレーション'の オーナーは
,

paypa(ペ イパル :イ ンターネットを利用

した,国際オンライン決済サービス)に
募金口座を開設 し,東北への支援募金に

乗り出した。

「うれしかったのは,現地で集まった募

金を・ トヤマのところに送れば大丈夫だ '

と判断してもらったこと。長年,2国間の

交流を図ってきたことで,信頼を持ってい

ニューオリンズの皆さん,あ りがとうございましたI贈 り物を手に満面の実みを浮かべる子どもたち.楽 器はライヴの1

週間前 気仙沼に届けられた。PhOto by Takao Sasa噸

`'24曰 720名 (当時 )の運難所となっている気仙沼市給合体育館前「サポート広場」で
_■妻から子どもたちべと 改めて楽器が手渡された(*,

:気仙沼復興支援ライウ,の 最後は 外山夫喜ら出演者全員による(聖者の行進).避難
所に鳴り響いた希望のサウンドは 間違いなく天国のサッチモにも届いたことだろう(*)
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スウィング ドルフィンズの子どもたちが感謝の言葉を寄せ書きした大漁旗を掲げる外山喜雄 息子夫妻。この旗は夫妻自ら この夏ニューオリンズベ持参する予定だ(*)

てくれたようで丸 そのぶん.責任は重大

です。募全をしっかりと被災地に届けなけ

ればなりませんJ

楽器 と練習場所を失ったスウィング・ ド

ルフィンズに, こうして■‐―オリンズから

楽器が届けられた。必要な楽器のオーダー

を聞き,外山氏が楽器 を揃 え,前出の

“ジャズ ミー・フリレースnob"の佐々木氏 ,

〈定禅寺ストリートジャズ フェスティバツの

の実行委員と共に,子供たちに新品の楽

器が手渡された。

「仙台で開催 している定禅寺ジャズ・フェ

スも,今まで積極的にニューオリンズ支援

を行ってくれていました。東1ヒ とニューオリ

ンズには, いつの間にかジャズを絆とした

民間レベルのネットワークが出来上がって

いたんです」

届けた楽器はトランペットが4本 , トロ

ンボーンが4本 , サックスがテナー2本
,

アルト2本,バ リトン2本…,キ ーボード

とギター,ベースは外山氏が気仙沼に送

り,栃木の宇都宮ジュニア ジャズ オー

ケストラからも以前使っていたドラム セッ

トが贈られて,地元での練習,演奏活動

を行う下地が整えられた。

“サッチモに届 け"と被 災地で熱演

寄贈された楽器のお披露ロコンサート

が行われた4月 24日 ,外山氏は恵子夫

人と共に気イ山沼入りし, ドルフィンズのメ

ンバーと共演を果たした。

「前日の夕方に東京での仕事を終えてから

の現地入りでした。夜中に仙台に着いた

ときは,大雨が降っていたのですが 翌

朝起きてみると空は快晴。同行してくれた

スタッフと共に,一路気仙沼を目指しまし

た」

会場となった,気仙沼市総合体育館に

着いてみると,7,8台 ものTVカ メラと
,

多くの新聞記者が一行を待ち構えていた。

日本～ニューオリンズを結ぶジャズの絆ヘ

の関心は高く,同ライヴはNHKを 筆頭

に民放各局のニュースでも,大きく取り上

げられた。

約 2時間に渡って開催されたライヴで

は,定禅寺ジャズ フェスのバンド,仙台

のストリート ブラスバンド「ジャンピング

クロウ」等が出演し, ドルフィンズの子供

たちを盛り立てた。被災地にもかかわらず

野外会場には,音楽に一時の潤いを求め

る人々が400人以上も詰めかけた。

「 ドルフィンズはアンコールも含めて全 6

曲を演奏 し,観客から喝采を浴びました。

オープニングはドルフィンズのテーマ曲と

も言うべきくオン・グリーン ドルフィン・

ストリート)。 ウディ ハーマンのくウッド

チョッパーズ ボウル)では, メンバーが

果敢にアドリブに挑みました。〈聖者の行

進〉では私も演奏に加わり,空から子供

たちを見舞ってくれているサッチモに届け

とプレイしましたよ」

アンコールの (ふ るさと)で は, 多くt~

観客が感極 まり涙 を流 した。「事情 によ

り気イ山沼を離れる人もいるでしょう。そた

な方々もふるさとを思い出してください_

メンバーの MCが被災者の胸に響いた

演奏終了後,外山氏はメンバー全員から

サインを求められ,`元気にスウィンク _

てください | ニューオリンズに届くよ:

に 11'と書き記 したそうだ。

「ライウが終わってから,車で東京に戻二

途中.被 災地 に立ち寄 らせていただ
`

状況を目の当たりにして身の引き締まるモ

いがしましたJ

米国のルース駐日大使のツインタ~で
=

言及された同ライ幌 国際交 7Ft基金C=
力も得 られ,市民間での草の根レベ ,

の国際交流は充分に果 たされたはす
´

被災された人々の涙と笑顔, その,こ

の証しだろう。

「今回のライヴを,支援してくれた二_

オリンズの方々が喜んでくれた。それ「

れしいです。 ドルフィンズのメンバー‐

は, 自分たちでメッセージを記 した大 ■
=

を作り,楽器のお礼にニューオリンス

レゼントしますJ

被災した東北地方の復興には, 力.1

の時間がかかるだろう。 しかし, ド′́
~

ンズの子供たちのようなパワーがあ
「

_

着実に事態は好転してゆくはずだ。

ｌ

ｌ

・

“元気にスウィングしてください!ニューオリンズに届くように11‐

070 J‐ ZZ」 APA● JUN[2011



液状化で自宅が“全壊"認定 被災地・浦安からニューオリンズ～気仙沼を結んだジヤズ魂

気仙沼とニューオリンズ,被災地間の橋渡じ役

として楽器と素晴らしい演奏を届けた外山喜雄

恵子夫妻.懸命にボランティア活動を行う2人だ

,実 は彼ら自身が今回の震災で大きな被害をこ

うむっているのだ。

2人 が自宅兼事務所を構える千葉県浦安市は

地震による地面の液状イヒで 多くの家屋が居住

不可能なほどの被害を受けた。外山氏に話を伺

t、 市内の状況を確認するために,筆者は浦安を

訪ねた。

市内の関静な住宅街にある外山邸は,外から

眺めただけでも分かるほどに傾いていた。周囲を

見渡せば 近隣の住宅もそれぞれ 石 [左 こ

`斜している。

ご夫妻に出迎えていただき にに実

^ン
てもら

う。地下から噴き出た砂でエアコンの室外讐が埋

もれ,地面に大きな段差がついたことで鉄製の柵

が大きくひしゃげている。

「室外機は人力では移動できない程 砂の中に埋

投していました。それだけの量の砂が地面から湧

き出てきたんですJ

外山氏に状況説明を受けながら ご自宅の室

内に案内してもらう。2階のリビングまで歩いてい

くだけで 軽い船酔いを覚える程,家屋が傾斜じ

ている。この状態では とてもこの家で生活する

ことは出来ないだろう。

「敏感な方は 一瞬で頭が痛くなるそうです。僕ら

はここが事務所ですので,昼 間は仕事のために滞

在し,夜は被災者害1引 が使えるホテル等に宿泊す

る生活を送っています」

ご自宅で取材した後は,外山氏に市内を案内じ

てもらった。住宅街では多くの家がイ頃き 駅周辺

の道路や広場は,縁石が大きくずれて 地面の土

が露出している。ある企業の社宅は,玄関が地面

から70～ 80セ ンチも浮かび上がっていた。巨大

な下水管が地面を突き破り,完全に露出した地域

もある。

浦安市の一日も早い復 日を見守ると同時に 困

難な状況のなか,無私の心で音楽ボランティアに

励む外山ご夫妻に,改めて頭の下がる思いがした。

(文 写真 :高橋慎―)

砂に埋まった自宅裏のエアコン室外機を指さす外山失

妻.家屋は裏側に向かって81セ ンチも沈み,傾いた

■安市内の公園駐車場で 1メ ートル以上も地面から突

き出たマンホール。外山さんは震災の脅威を忘れないた

つにもモニュメントとして残すべきだと語った

ニューオリンズとのもうひとつの絆 日本から名門フレンチ・クオーター・フェスに2バンドが出演!

4月 7～ 11日 の4日 間 ジャズ発祥の地 ニュー

「
リンズで開催された第 28回 (フ レンチ クオー

F― フェスティバ′の (FOF)に 東京と大阪のディ

・ シーランド ジャズ ′ヽンドが出演した。この伝

`ら
る音楽祭に出演したのは,東 京のサウンド

T, ベスパーズ (SOV)と大阪ホット キャッツ

OHC)で , 両′`ンドにとっては初出演。FOFに
三本から2バンドが参加したのも初めて。

=OFは ,北米最大級の無料イベントとして有

こで 毎年 地元の方を初めに国内夕ヽからたくさ

、つミュージシャンと観客が参加する。今年は

二ヽ53万人以上の来場者がニューオリンズの美

■4区 フレンチ クオーターやミシシッピ,の 河

川敷に設置された特設ステージにジャズ R&B
ツウル ブルース ラテン, ワールドや地元特有

のザディコとケージャン音楽を演奏する260の バ

ンドを楽しんだ。

オープニング パレードでは,東京と大阪のバ

ンドが合同で,有名なバーボン通りを1時間余り

マーチングした。28度を超える炎天下でも通りの

両サイドに集まった多くの観客から熱い声援を受

けた。震災直後の日本から2バンドも参加してい

ることに驚いた人も多かった2・ 日本はこれから

も頑張るよ 'と いうメッセージを伝えるために来て

いるというと「一日も早い復興を願っているJと い

う温かい言葉もたくさんもらった。

パレードに続いて,OHCが インターナショナル

ステージでライヴを繰り広げた。関西で活躍して

いるディキーランド ′`ンドのビック アップ メ

ンバーで構成された 彼らは 迫力のあるリズム感

で会場をグッとひとつにした。また 両バンドを

応援するファンで構成されたツアーのメンバー (大

阪 16名,東京■4名 )がハッビを着て 小さ

な鯉のばりを振りなから踊っていたのも大ウケ。

FQFの 最終日に東京の SOVが同じステージに

登場し CD販売の全額を東日本大震災の義援

金として寄付するとアナウンスすると 50枚 ほど

の CDが一時間以内で完売。1,000ド ル以上集

まった義援金は SOVがお世話になっている仙台

の教会べ直接寄付された。

ちなみに 両バンドが出演したのは海外 (ベル

ギー フランス ドイツ, イギリス, スウェーデン

など バント専用のステージで 毎年これを目当

てに た元の人がたくさん集まる。その理由は

海
'tバ

ン｀

'音
ながらの伝統あるニューオリンズ

スタ/'′

'シ
ィズを大切に守り 純粋なクラシッ

ク シース■楽しめるからなのである。 (文 :ク リス)

ステージで熱演 を繰 り広ける大阪ホ ット キャッツ

手::し た東京のサウンド オラ ベス′ヽ―ズ|「祈Jのロゴ八ITシ ,́0,ループ と大阪ホ′ヽ キャナツ(「 ODJC」 のロゴ入11,日子のグループ|
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