
中国支部だより
中国地⽅のマンドリンの「今」を届ける
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⽇本マンドリン連盟中国⽀部

⽀部⻑：佐古季暢⼦
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広島市⺠マンドリンクラブ P4

岡⼭県のマンドリン等

プレクトラム⾳楽の状況�P5

この「中国⽀部だより」は中国地⽅各地のJMUの会員・⾮会

員の区別なく、どのような団体や個⼈がどのような活動をし

ているのかを知りたい、という声が切⽋となり創刊の運びと

なりました。この誌⾯での情報が、リアルな交流につなが

り、将来的には中国⽀部内での合同演奏や交流会などの開催

へ…と発展していくことを願い、中国⽀部内のマンドリン界

の活性化の⼀助となれれば幸いです。

元々、マンドリン⼈⼝の減少の問題があった所に、このコロナ禍

とマンドリンは厳しい状況に⽴たされていると焦燥感を抱いてし

まいますが、そんな時だからこそ誰もがフラットにマンドリン愛

という共通項で気軽に繋がれたらいいなとイチ愛好者として願わ

ずにはいられません。

せっかくある⽇本マンドリン連盟中国⽀部という組織が、⼈と⼈

が繋がるプラットホームの役割として皆様の活動のお役に⽴てる

よう、これからも努めてまいりたいと思います。

⽶⼦マンドリンオーケストラの皆さん



10/22
定期演奏会

＠岩国文化会館

岩国マンドリン
オーケストラ

⽂責：まんまる⼦

コロナコロナで振り回されどおしの年でした。予定

は⽴てても予定に終わり、ついには全く予定すら⽴

てられず休部状態が続き、それはいつ終わるともわ

からない永遠に続くデクレシェンドのようです。

私たちにはクラブ創設60余年⼀度も途切れることな

く定期演奏会を続けてきたという⾃負がありまし

た。それがまさかコロナによって、こうも⻑く活動

停⽌や定期演奏会の中⽌に追い込まれるとは思って

もいませんでした。2020年10⽉に予定していた第63

回の定期演奏会は中⽌。翌2021年10⽉には何とか、

でも県境をまたぐ部員が多い中、彼らの参加は叶わ

ず地元の部員のみで構成、ステージに⽴てたのは半

数にも満たない状態でした。しかも⼊場者数は半分

という規制がかかりすべてを縮⼩してそれでも開催

できたのはラッキーでした。その間2年、参加の叶わ

なかった部員の⼼境はいかばかりだったでしょう。

このまま各地の部員が離れ離れになって、いままで

のような活動⾃体できなくなるのではないかと苦悩

する⽇々が続いたものです。

振り返えれば、私たちのクラブは昭和33年⼭⼝県⽴

岩国⾼校のプレクトラムアンサンブル部のOB有志に

より岩⾼プレクトラムソサエティとして発⾜し、そ

の後岩国プレクトラムソサエティ、岩国市⺠マンド

リンクラブ、岩国マンドリンオーケストラと改称し

て今⽇に⾄っています。⼀時期には100名近い部員を

擁し、部員の中からは⽇本マンドリン連盟主催のソ

ロコンクールにおいて1位をはじめ上位⼊賞者を次々

に排出し、全国にその名をとどろかせたこともあり

ました。しかし、その後⾼校プレアン卒業⽣の県外

流出者が多くなり、新⼊部員の確保が難しく部員数

⾃体も減少、その結果、部員の平均年齢はぐっと上

がってしまいました。

しかし、演奏に関しては伝統的に⾼い⽬標を維持

し続け、演奏曲⽬も⾝の程知らずと⾔われよう

が“新曲、難曲にチャレンジ“という精神を貫き

通しています。年⻑者にとっては実にたいへんな

重圧ですが、当クラブのベテラン達は若者に負け

じと、薄くなった⽬をこすり覚えの悪くなった頭

をたたきながら頑張ります。伸びしろは何歳にな

ってもその先にあります。去年より少しでも今年

はうまくなりたいと貪欲に練習に挑む、そうした1

年を何度も重ねて今があるのです。

そして、今年の桜もすっかり散ってしまった頃、

やっと先の活動の⾒通しがおぼろげにも⾒えてき

ました。毎年1⽉に1年間の活動計画を⽴てる総会

を開催できたのは、なんと４⽉に⼊っての事でし

た。1年前に会場予約した10⽉22⽇の定期演奏会

は半年後に迫っています。各トップの選出、演奏

曲⽬の決定とやることは⼭積みです。しかし、そ

こは当クラブの技術委員の⾏動⼒と運営委員のバ

ックアップと部員全員の結束で、例年にない短期

練習期間で演奏会成功を⽬指します。クラブの存

続さえ危うい時期を乗り越えた今年、若い新メン

バーがたくさん駆けつけてくれました。また今年

は会場を新しく改装された岩国⽂化会館に変更し

ての開催となります。初⼼に戻り新たなスター

ト、ちむどんどんする！！



ー⽶⼦マンドリンオーケストラー

⿃取県⻄部の⽶⼦市で活動しています。⽶⼦のマンド

リン好きの⼥性数名から始まった⽶⼦マンドリンオー

ケストラは結成40年を迎えます。現在は常任指揮者を

作曲家、吉⽔秀徳⽒にお願いし、指揮、指導、編曲ま

でお世話になっています。地元のメンバーはもとよ

り、ご縁でつながった賛助メンバーが関東、関⻄、四

国、中国地⽅、各地より駆けつけ、総勢50名を超える

メンバーで毎年秋に演奏会を⾏っています。演奏会の

特徴の⼀つは毎年⿃取ゆかりのピアニスト、声楽家、

児童合唱団等を迎えた⽶⼦マンドリンとのコラボステ

ージです。イタリアのカンツォーネ、超絶技巧のピア

ノコンチェルト等、⽶⼦マンドリンの名物となってい

ます。

ーアンサンブル済美ー

⿃取県東部、⼋頭町で活動されています。17年

前、地域の敬⽼会で知り合いの三名がマンドリン

とギターを演奏したのが結成のきっかけ。その後

友⼈、知⼈が仲間に加わり、現在13名のメンバー

で、公⺠館や福祉施設の慰問などで演奏を披露さ

れています。

去年は結成16周年の記念コンサートを開催されま

した。また今年は、六⽉に⿃取市⺠⾳楽祭への参

加、兵庫県宝塚市の「マンドリンアンサンブルア

マービレ」との交流コンサートの開催等益々意欲

的に活動されています。

レパートリーは童謡唱歌、懐メロが中⼼で、練習

ではメンバーがお互いに意⾒を出しながら曲を仕

上げていきます。休憩ではコーヒーをいれ、お菓

⼦を⾷べながら、活動や近況を話します。会話の

中では、誰々さんに⼿伝いを頼もうかとか、誰々

さんは元気にしてなさるか、と地域に住む⽅々の

とのつながりを⼤事に活動されている姿勢を感じ

ます。⼭間部の地域が育んできた、住⺠同⼠のつ

ながりの深さならではと思いました。

地域に根差し、できる範囲で無理のないペースで

活動される、ほのぼのする団体さんです。

ー⾃⼰紹介ー

私の名前は真栄晃（しんえい�あきら）といいます。

⼤学からマンドロンチェロと指揮を始めマンドリン歴

は15年です。最近はクラシックギターも習っていま

す。現在は地元⿃取に住み、地元の団体に所属しマン

ドリン⾳楽を楽しんでいます。今回は⿃取のマンドリ

ン事情について皆さんにお伝えしようと思います。

鳥取
マンドリン事情

ー⿃取のマンドリン団体ー

⿃取にはマンドリン団体が五つあります。

 社会⼈団体

�○⽶⼦マンドリンオーケストラ

�○アンサンブル済美（さいみ）

�○マンドリン研究会⿃取

 学⽣団体

�○⿃取⼤学マンドリンクラブ

�○⿃取⼤学医学部ギターマンドリン部

今回はこの中から私が参加している、⽶⼦マンド

リンオーケストラとアンサンブル済美をご紹介し

ます。

⽶⼦市は昔から商売の町として発展してきまし

た。その中で、外から⼊ってきた⼈を分け隔てな

く仲間に迎え⼊れるという、⽶⼦⼈（よなごじ

ん）の気質や伝統を育んできました。地元、賛

助、どちらのメンバーも⼀緒になって楽しみ、⾳

楽や思いでを作っていく姿はまさに⽶⼦の団体な

らではだと思います。

⽂責：真栄�晃



活動は基本的に月2回
第2土曜日17−21時
第4日曜日13−17時
＠青崎公民館

広島市民
マンドリンクラブ

⽂責：富永 和也

広島市⺠マンドリンクラブです。

結成は1972年なので、2022年で50年間活動してきたこ

とになります。

今年はコロナの影響もあって休部されているメンバーも

いますが、在籍数は40名になります。

活動場所は、⻘崎公⺠館を利⽤し、基本的に⽉2回の練

習を実施しています。

メンバーの参加状況で変更する場合もありますが、第2

⼟曜⽇の17時から21時、第4⽇曜⽇の13時から17時で

計画しています。

練習内容は、年に1回の定期演奏会を⽬標に選曲した曲

が主ですが、定期演奏会以外に依頼演奏や部内発表会等

の企画もありますので、その都度、調整しています。

定期演奏会については、基本的に2つの合奏ステージと

アンサンブルステージで構成することが多いです。

その合奏ステージについて、⼀つは幅広い世代のお客様

に楽しんでもらえるように、映画⾳楽やJ-POP等、ジャ

ンルを超えて知名度の⾼い曲を選曲することが多いで

す。もう⼀つのステージでは、マンドリン合奏のために

書かれた曲を選曲し、よりマンドリンの魅⼒を知っても

らいたいと考えています。

今後の⽬標や予定としては、2022年は46回⽬の

定期演奏会を実施します。

前回の第45回の時には活動の節⽬として加賀城

浩光⽒に合奏曲を委嘱し、オリジナルメンバー

以外の他団体に所属している演奏者にも参加し

てもらい、総勢80名の⼤合奏が実施できまし

た。

来る50回⽬の演奏会の時にも同様な企画を発案

し、80名を超える奏者で演奏してみたいです。

ここ数年、コロナの影響を受け例年通りの活動

はできていませんが、活動の年間スケジュール

は以下の通りです。早く、これらのイベントを

実施できる⽇々が戻ることを願っています。

 1⽉�総会

 2⽉�部内発表会

 4∼5⽉�春合宿

 8∼9⽉�夏合宿

 10⽉�定期演奏会

 11⽉�⻘崎公⺠館祭り

 11∼12⽉ 反省会/選曲会議



岡山県のマンドリン等
プレクトラム音楽の状況

⽂責：難波 経雄

マンドリン団体：�

岡⼭⼤学ギターマンドリンクラブ(OGMC)

戦後間もなく医学部内で創部し、その後全学部⽣に広

がり活動している。昭和31年(1956年)より毎年12

⽉に定期演奏会を⾏い、他⼤学との合同演奏会や依頼

演奏も随時⾏っている。

エスペランサ

昭和53年(1978年)頃、岡⼭⼤学ギターマンドリンクラ

ブの卒部者4⼈で始め、次第に仲間が加わった。

岡⼭市内で⽉1回集まって合奏を楽しんでいる。依頼

演奏を随時⾏っている。

岡⼭プレクトラム室内合奏団

Plectrum�OkayamaChamber�Orchestra(POCO)

平成10年(1998年)に結成し、倉敷市や岡⼭市で活動し

ている。岡⼭県内をはじめ、兵庫県、⼭⼝県や滋賀県

などからも参加している。1∼2年に1回演奏会を⾏っ

ている。

令和4年7⽉10⽇(⽇)倉敷市⺠会館で演奏会を⾏う予

定。

マンドリンアンサンブル・アモーレ

岡⼭市の就実⾼校ギターマンドリン部の卒部者を中⼼

に活動している。随時演奏会を⾏っている。

マンドリンアンサンブルStellato(ステラート)

平成24年(2012年)に結成し、岡⼭市を中⼼に活動して

いる。年1回の定期演奏会を⾏っている。 

マンドリンアンサンブル・コンカローレ

昭和60年(1985年)に設⽴し、倉敷市、岡⼭市を中⼼に

活動している。2年に1回演奏会を⾏っている。

岡⼭マンドリンサークルSaicenone(さいちぇのーね)

平成23年(2011年)に設⽴し、岡⼭市を中⼼に活動して

いる。⽉１回の＜弾こう会＞を⾏っている。

⽟野ギターマンドリンクラブ(⽟野GMC)

昭和43年(1968年)に結成し、県南の⽟野市で活動して

いる。年1回の定期演奏会を⾏っている。

令和4年10⽉2⽇(⽇)⽟野市で第51回定期演奏会を⾏う

予定。

津⼭マンドリンオーケストラ

昭和55年(1980年)に県北の津⼭市で社会教育の講

座(津⼭⻘年マンドリン教室)として始め、3年後よ

り⾃主運営で活動を続け、未経験の⽅も指導して

いる。年１回の定期演奏会や依頼演奏を随時⾏っ

ている。

令和4年11⽉27⽇(⽇)�ベルフォーレ津⼭で定期演

奏会を⾏う予定。

児島ギターアンサンブル

倉敷市児島でクラシックギターを中⼼に結成し、

マンドリンも加わっている。随時演奏会を⾏って

いる。

マンドリン演奏家：

伊丹典⼦   

オフィシャルサイトは「伊丹典⼦のマンドリンの

世界」

倉敷市の⽅で、コンサート活動のほか、「マンド

リン�アカデミア」教室を開いて、「アンサンブ

ル・ベルスオーノ」や「アンサンブル・プリムロ

ーズ」を結成し演奏指導をしている。⼭陽新聞や

岡⼭、倉敷、総社などのカルチャー教室でも指導

し、オンラインレッスンもしている。

宮武省吾

⾹川県⾼松市の⽅で、コンサート活動のほか、教

室を開き、⾹川県、徳島県、岡⼭県や東京都内で

も指導している。⾼松市の「マンドリンアンサン

ブルソナチネ」や「プリモマンドリンアンサンブ

ル」、徳島県の「美⾺マンドリンクラブ」や岡⼭

県⽟野市の「⽟野ギターマンドリンクラブ」も指

導している。

ギター製作者： 

松永仁⼀朗  

総社市に⼯房があり、ギターの製作と修理をして

いる。マンドリンや古い楽器の修理もする。



年会費 個⼈ 団体

⼀般 5,000円 8,000円

学⽣ 2,500円 4,000円

日本マンドリン連盟
中国支部会員への加入のご案内

中国支部の最近の動向と予定

sako-mb@hotmail.com 

⼀般社団法⼈⽇本マンドリン連盟への会員募集を随時⾏っています。

会員の皆様には、以下のような特典をご提供しております。

・隔⽉発⾏の⽇本マンドリン連盟機関誌「ＪＭＵジャーナル」の送付。

・⽇本マンドリン連盟の主催⾏事にご参加いただけます。

・中国⽀部内で⾏われる演奏会等の情報を会員にシェアすることができます。

マンドリンに興味がある⽅は、どなたでもご⼊会いただけますので

ご希望の際は下記メールアドレスよりご連絡いただけると幸いです。

(⼊会⾦等はございませんので、年会費のみとなります)

⽇本マンドリン連盟中国⽀部 ⽀部⻑：佐古季暢⼦(さこきょうこ)

https://dolphinitty1930.wixsite.com/mandolin-chugoku

@JMUchu_goku42 @jmu.chugoku

お問合せ等

090−1338−1881

3⽉20⽇に⽀部⻑会議と第53回定時総会がオンラインで⾏われました。

HPで会員の演奏会情報等更新しております。ご確認いただけましたら幸いです。
演奏会情報をお寄せください。HPとこちらへの掲載をいたします。

次号は7⽉発⾏予定です。

伊丹典⼦マンドリンコンサート∼華麗なる無伴奏ソロの世界∼

2022年5⽉29⽇(⽇)開演14:00∼(倉敷市カフェ＆ギャラリー⽵)

⼊場料：2,500円（ドリンク付）要電話申し込み

出演：伊丹典⼦（マンドリン）

曲⽬：「前奏曲第2番」（カラーチェ）、�「セレナータ」（中野⼆郎）、

   「トロイメライ」（シューマン）、「⼩さな空」（武満徹）他

主催・申込み先：カフェ＆ギャラリー⽵（TEL:086-444-6000）

【イベント情報】

https://966c6466-02d9-4f57-b6c3-43aaf9ecd4ff.filesusr.com/ugd/29f19d_869f6290dbb947e788b2fcee75181f9b.pdf
https://966c6466-02d9-4f57-b6c3-43aaf9ecd4ff.filesusr.com/ugd/29f19d_869f6290dbb947e788b2fcee75181f9b.pdf
tel:086-444-6000

