
バンブーギターって知っていますか

（その２）

平成30年１１月16日（金）

13：30 開演
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バンブーギター演奏「デュオ・アルゲンテウス」

昭代公民館 シニア教室



オープニング 紫陽花 / LICANFENG



本日のプログラム

1. オープニングと紹介 （ ５分）

2. ギターの仕組みあれこれ （10分）

3. バンブーギター演奏（１） 演奏：デュオ・アルゲンテウス（20分）

4. バンブーギターとは 製作者：前田剛志 （10分）

5. バンブーギター演奏（２） 演奏：デュオ・アルゲンテウス（25分）
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1．紹介

•バンブーギター製作者：中山修

その弟子：前田剛志

•バンブーギター演奏：

デュオ・アルゲンテウス

前田剛志

矢ヶ部輝明
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バンブーギターデュオ
「アルゲンテウス」メンバー紹介

•前田剛志（技術士（建設部門）、コンクリート診断士） 71歳

建設コンサルタント会社で、土木技術者として、主に、河川構造設計技術者として勤務。
定年後、バンブーギター製作家中山修に師事し、バンブーギター製作者として修業中。ギ
ターは、中学生より始める。

•矢ヶ部輝明（技術士（総合技術監理部門、建設部門）） 64歳

建設コンサルタント会社で、土木技術者として、主に、環境計画、地域づくりを専門とする
技術者として勤務。退職後、小学生から始めた趣味のギターで、演奏会、高校ギター部の
演奏指導等をおこなう。
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２．ギターのあれこれ

•ギターの歴史

•ギターの種類

•ギターの仕組み



ギターの歴史

リュート

三味線 琵琶



スペインで広まったのはビウェラ ⇒ 今のギターへ



ギターの種類

エレキギター
アコーステッィクギター
（フォークギター等）



フラメンコギター と クラッシックギター



ギターの仕組み



２．バンブーギター演奏（１）
ギターの名曲の数々

（オープニング） 紫陽花 / LICANFENG

1. オルフェの歌 /  Ｃ．ジョビン

2. ベサメムーチョ / C.ベラスケス

3. ミロンガ / カルドソ

4. カバティーナ / S.メイヤー

5. オブリビオン / A.ピアソラ

6. インスピレーション / ｼﾞﾌﾟｼｰｷﾝｸﾞ
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オルフェの歌 /  Ｃ．ジョビン



ベサメムーチョ / C.ベラスケス



ミロンガ / カルドソ



カバティーナ / S.メイヤー



オブリビオン / A.ピアソラ



インスピレーション / ｼﾞﾌﾟｼｰｷﾝｸﾞ



バンブーギターとは バンブーギター製作者：前田剛志

•バンブーギターが生まれた経緯

•バンブーギターの特徴

•バンブーギターを広める活動



バンブーギター製作者：
中山修のご紹介

•出身：秋田生まれの新潟育ち

•中学生の時にギターにあこがれ、東京でレッスン

•大学時代に、スペインへギター留学

• 9年間、本場スペインで、巨匠ナルシソイエペスのも
とで演奏技術を磨くとともに、ラミレス工房にてギター
製作の修行を行う

•日本帰国後、ギター演奏、ギター製作家として活躍

• 38歳の時にバイク事故により、ギター演奏家を断念

•奥さんの実家大川で木工所で働く・・・・・・・ 20



若き中山修氏（左）と、巨匠ナルシソ・イエペス氏（右下）
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竹は魅力ある素材には間違いない！
バンブーギターの紹介
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ギタリストたちとの交流

右：レオナルド・ブラーボ
左：村治佳織

24



日本経済新聞
西日本新聞 等で紹介
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ギター製作の現場（中山工房）
久留米市城島
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弦楽器フェアーへの出展風景

27クラシックギター フェスタ 2016 in 大阪港南ATC にて

第58回弦楽器フェアにて

左は中山修氏。中央は、ｽﾄﾗﾋﾞﾊﾞﾘ
ｳｽﾓﾃﾞﾙの巨匠Stefano.Comia氏



５．バンブーギター演奏（２）

1. 水神の踊り （バンブーギターのソロ演奏）

2. エストレリータ、ひまわり (バンブーギターのソロ演奏）

3. 湯の町エレジー （古賀メロディーの二重奏です）

4. 悲しい酒

5. 誰か故郷を想わざる

6. 浜辺の歌 / 成田為三 （エンディング曲）
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水神の踊り



エストレリータ（小さな星）



ひまわり



湯の町エレジー



『湯の町エレジー』 歌詞

１ 伊豆の山々 月淡く
灯りにむせぶ 湯の煙
ああ 初恋の
君を尋ねて 今宵また
ギターつまびく 旅の鳥

２ 風の便りに 聞く君は
出湯の町の ひとの妻
ああ 相見ても
晴れて語れぬ この思い
せめて届けよ 流し歌

３ 淡い湯の香も 路地裏も
君住むゆえに 懐かしや
ああ 忘られぬ
夢を慕いて 散る涙
今宵ギターも むせび泣く



悲しい酒



『悲しい酒』 歌詞

1 ひとり酒場で 飲む酒は
別れ涙の 味がする
飲んで棄てたい 面影が
飲めばグラスに また浮かぶ

２ 酒よこころが あるならば
胸の悩みを 消してくれ
酔えば悲しく なる酒を
飲んで泣くのも 恋のため

3 一人ぽっちが 好きだよと
言った心の 裏で泣く
好きで添えない 人の世を
泣いて怨んで 夜が更ける



誰か故郷を想わざる



『誰か故郷を想わざる』 歌詞

•１ 花摘む野辺に日は落ちて
みんなで肩を組みながら
唄をうたった帰りみち
幼馴染のあの友この友
ああ誰か故郷を想わざる

•２ ひとりの姉が嫁ぐ夜に
小川の岸でさみしさに
泣いた涙のなつかしさ
幼馴染のあの山この川
ああ誰か故郷を想わざる

•３ 都に雨の降る夜は
涙に胸もしめりがち
遠く呼ぶのは誰の声
幼馴染のあの夢この夢
ああ誰か故郷を想わざる



浜辺の歌 / 成田為三



『浜辺の歌』 歌詞

１ あした浜辺を さまよえば

昔のことぞ しのばるる

風の音よ 雲のさまよ

寄する波も 貝の色も

２ ゆうべ浜辺を もとおれば

昔の人ぞ しのばるる

寄する波よ 返す波よ

月の色も 星の影も

３ はやちたちまち 波を吹き

あかものすそぞ ぬれひじし

やみし我は すでに癒えて

浜辺の真砂 まなごいまは



アンコール：禁じられた遊び（愛のロマンス）



また、どこかで

お会いしましょう
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本日は、ありがとうございました



イエスタディ



赤とんぼ


