
pprreessss  
職員の皆さん、はじめまして＆こんにちは。「音楽のあるまちづくり」検討会議、

通称「音まち会議」の庁内広報紙≪音まちpress≫第１号です。今後不定期ながら

会議の進捗状況やタイムリーな話題、できれば市内のイベント、アーティスト情

報、名盤紹介まで、気楽にお伝えできる紙面になればと思います。どうぞよろしく。 

 

本事業は年度当初、市長特命で開始し、全庁的な協力の下、検討を進めていま

す。今後対外的にもメッセージするにあたり、事業趣旨を以下にまとめました。 

 

所沢市は、あらゆる世代の市民や市内を訪れる方々に、うるおいと安らぎ、そし

て活力を与える「音楽のあるまちづくり」を推進します。その実現に向けては、プ

ロ、アマを問わず市内音楽団体（個人）の活動を掌握し、情報発信や相互連携を

支援し、音楽を通じた交流や音楽環境の活性化を図ります。各種関係機関・団体

とも協力し合い、音楽を演奏する機会、聴く機会を市民にとって常に身近なものと

して定着させ、豊かな音楽文化が持続的に発展できるよう取り組んでいきます。 

 

 

事業の実現に向けて、庁内有志が結集、定期的に会議を進めています。 

上記趣旨に沿い、「音楽のあるまちづくり」（略称「音まち」）のイメージ形成に始

まり、本市の音楽状況、市でできる事・できない事、民間の有効利用など、年齢も

嗜好も異なるメンバーが肩肘張らずに、自由闊達な議論を重ねています。 

会議はオープンで行っています。興味のある方は事前にお問合せください。 

「音まち会議」結成、その活動内容とは？ 

      

 

 

  

    その取組み内容が明らかに。満を持しての創刊号！ 

 

 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

VVooll..１ 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 

「音楽のあるまちづくり」の趣旨について 

 

プロ・アマ問わず盛況なミューズの演奏会、ジャズやロックの真髄が聴けるライブ

店舗、毎週公民館に集う音楽サークル、そして所沢から羽ばたく若手アーティスト

たち。実際には多くの老若男女が地元・所沢で音楽を楽しんでいます。ただ、情報

が行き届かず、聴きたい、演りたい欲求が満たされない事も多いようです。 

「音まち」ではそんな点と点をつなぎ、線や面にする役割を担おうと思います。い

つでも気軽に音楽に触れ、情報の行き交う場、そんな「音まち」を目指します。 

 

ここで行政では把握しきれぬ情報収集を市の新規創業ビジネスプランで優秀賞

を受賞した音楽サイト「ptoko」に協力依頼しています。また、既に実績のある音楽

団体の演奏会や音楽店舗、市主催の音楽イベントへの「音まち」推奨の証しとして

ロゴマークを製作しました（右上）。色違いで８種類。今後ポスターなどにプリントさ

れ、「音まち」のシンボルイメージとしてお目にかかる日も遠くないはずです。 

このほか、昨年２回開催し好評だった市庁舎市民ホールでの「ミニコンサート」の

開催を企画検討中です。出演者には市民団体だけでなく、ミューズとの連携も視野

にグレードアップして、「音まち」活性化を庁舎から発信したいと考えています。 

Sep. 20th 2013 

実は、既に音楽のあるまち!? ｉｎ 所沢 

オリジナル・ロゴマークを作りました！ 

          ７月24日、市内で結成された本市ゆかりのアーティスト、

JAY'S GARDENがシングル「頑張っていこうぜ」でメジャーデビュー。頑張ってほし

いね。会議のアフターで市内の某音楽喫茶へ。若手経営者と音楽を介した所沢の

未来論で盛り上がる。ただの酔狂、否、その志に大いに刺激を受けたのだった。 

編集・発行：企画総務課 



pprreessss  
日に日に寒さが増し、身も心も閉じこもりがちな今日この頃。「音まち」検討会議

の庁内広報紙≪音まちpress≫第２号です。音楽を聴くには最適のこの時期、当会

議の活動が豊かな“音楽”体験の一助になることを願ってやみません。 

 

前号でお伝えした、いつでも気

軽に音楽に触れ、情報の行き交

う場の実現に向けて「音まち推

奨制度」を開始します。 

「音楽のあるまちづくり」に相

応しい音楽行事や団体（個人）、

店舗等に対して、「音まち推奨」

の認定を行い、市として積極的 

に広報宣伝に努め、専用サイトを立ち上げて情報の一元化を図っていきます。 

推奨に向けた情報収集には、民間活力を導入、音楽情報サイトを運営している

「ptoko」の協力を得て行います。現在、選定基準作りが大詰めを迎えています。 

 

音まちお奨めの名盤紹介第１弾は大瀧詠一 

『ロング・バケイション』（1982）。伝説のロックバ 

ンド、はっぴいえんどの松本隆と大瀧の黄金コンビが復活。

絶妙なスタジオワークは未だ色褪せません。季節外れと思う

なかれ。ラストの「さらばシベリア鉄道」で厳寒に誘います。 

      

 

 

  

 Ｘマスに第九に歌合戦…。音楽に溢れた師走直前の第２号！ 

 

 

 

 

音まち発足後、初となる冠コンサートがミューズの全面協力により実現します。出

演は所沢在住のハーピスト、景山梨乃さん。国内外のコンクールでの輝かしい受賞

歴を引っさげて、現在ベルリン・フィルのツアーに同行している逸材です。 

日 時 12月27日（金）/午後０時20分～55分 （御用納めの昼休み！） 

会 場 市庁舎１階市民ホール ※入場（鑑賞）無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年のラストを美しいハープの調べで締めくくりましょう。職員の皆さんは少々

お昼を急いでご来場ください。音楽好きのお知り合いへのＰＲもどうぞよろしく。 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

VVooll..２ 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 

「音まち推奨制度」をスタートします！ 

Nov. 25th 2013 

音まちコンサート Vol.１が決定しました 

          音楽漬けの青春時代、月刊情報誌「シティロード」があっ

た。公演情報を過不足なく掲載し、全てが事足りる必携のアイテムだったが、競合

誌「ぴあ」のメジャー化の前に廃刊に追い込まれた。その「ぴあ」も今はなく隔世の

感を思う。「音まち」があれば良質な音楽に出会える、そんな役割を目指したい。 

編集・発行：企画総務課 

音まち推奨第１弾となった「所沢JAZZバル2013」 

景山 梨乃 ミニ・リサイタル 〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜  

1990年、東京生まれ。4歳よりピアノ、8歳よりハープを始める。  

2000年、日本ハープコンクールジュニア部門第１位、2008年、 

リリーラスキーヌ国際ハープコンクールシニア部門最高位（１ 

位なしの２位）、2010年、オランダ国際及びＵＳＡ国際ハープコ 

ンクール第２位を受賞。 ソリストとして、新日フィル、日フィル、 

パリギャルド吹奏楽団等と協演。2008年、東京芸術大学入学。2009年よりパリ・エコ

ールノルマル音楽院に在籍。2012年度からはベルリン芸術大学にて学ぶ。 



pprreessss  
冬到来。連日の寒さに辟易しつつ、「四季」によって、多くの作曲家が創作意欲を

刺激された事実にはたと気づく。有名なヴィヴァルディをはじめ、ハイドン、チャイコ

フスキー、グラズノフなどにも同名の名曲があります。聴き比べも楽しいですよ。 

 

市役所御用納めの12月27日、 

「音楽のあるまちづくり」の一環

として、音まちコンサート Vol.１

「景山梨乃ハープリサイタル」を

市役所１階市民ホールで開催し

ました。昼休みの小さな演奏会

でしたが、多くの市民が訪れ、心

温まるひとときを過ごしました。 

ベルリン在住の景山さんですが、生まれ育ちは所沢。曲間には「所沢は私の全

てです」と話され、幼馴染みとの再会に和気あいあいとする姿が印象的でした。 

引き続き第２弾、第３弾を検討中です。ご意見、ご感想もお待ちしています。 

 

第２弾はサザン・オールスターズ『熱い胸騒 

ぎ』（1978）。さまざま異論もありましょうが、 

やはり伝説の始まりのこの１枚。全編通じて疾走する若き桑

田節をぜひ堪能してほしい。お奨めは大ヒットデビュー曲を

差し置いて、不謹慎だけどなぜか憎めない「女呼んでブギ」。 

      

 

 

  

♪冬を愛する人は心広き人～。…寒いの苦手なんで一生なれまい。 

 

 

 

 

フォークデュオ“ゆず”の２月19日発売のニューアルバム『新世界』に、路上時代

の名曲「所沢」が収録されます。さぞや所沢を持ち上げてくれているのかと思いき

や、歌詞には一切地名は出てこず残念。とは言え、ファン待望の胸キュンソングの

ＣＤ化は、全国に「『所沢』っていいよね」のフレーズを生む可能性あり、かも…。 

 

 

 

 

 

 

所沢市ホームページおよび広報２月号に「音楽のあるまちづくり」情報が掲載さ

れました。前号で予告しました「音まち推奨制度」も本格始動まであと一歩です。 

推奨対象には音楽店舗も考えています。ライブを聴ける店、音楽に造詣の深い

店など、「音まち」に相応しい情報を収集しています。いずれＭＡＰ化を検討中。 

VVooll..  ３ 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 

景山梨乃ハープリサイタルを開催しました 

Jan. 30th 2014 

           茫然自失。「音まち名盤」第１回で紹介した矢先、まさかの

大瀧詠一急逝の報せ。盟友・細野晴臣曰く「彼に詰まっていたポップスの宝庫はど

こへ」。あのサウンドプロダクトは誰にも真似できまい。間髪入れずに名プロデュー

サー佐久間正英の訃報も届く。彼なくして現在のＪ－ＰＯＰの隆盛はない。合掌。 

編集・発行：企画総務課 

繊細で優しいハープの響きに聴き入りました 

 

 

ゆずの幻の名曲「所沢」、ＣＤ化で話題に！ 

“ｍｕｓｉｐｅｄｉａ” （音の百科事典） をご存知ですか？  

 メロディは口ずさめるのに曲名が判らない、出てこないこと、ありませんか？ 以前

は泣き寝入るしかなかったこの問題。今は解決してくれる便利なサイトがあります。 

 その名を ｍｕｓｉｐｅｄｉａ といいます。 （ＵＲＬ：http://www.musipedia.org/） 

 英文なのが厄介ですが、メロディの音符入力、音声入力など、いろいろな検索方法

があるようです。キーボードを弾ける方に協力してもらうのが一番手っ取り早い。 

 解決経験者として一言。「胸のつかえが取れてスッキリすること請け合いです」 



pprreessss  
「世界のムラマツ」として知られる村松フルート製作所が、所沢市内にあることは

ご存知の方も多いと思いますが、市内に関東唯一の沖縄三線製作工房があること

はあまり知られていないのでは…。そんな話題も今後紹介したいと考えています。 

 

前号でお知らせした人気フォー

クデュオ“ゆず”のニューアルバム

『新世界』にその名も「所沢」が収

録されたことを受け、２月21日の

昼休み、市職員有志が集まり発売

歓迎のイベントを実施しました。 

 会場の市役所１階市民ホールで 

は、ゆずのヒット曲名を満載した藤本市長のメッセージに続き、バンド名にちなんだ

「ゆず茶」のサービスや本物のゆずを使った「所沢」の文字制作が行われました。 

 最後は、ご参集のファンとともに「所沢」を合唱。このアクションがゆずのお二人に

届き、近い将来、本物のパフォーマンスが所沢で観られることに期待しましょう。 

 

松田聖子『風立ちぬ』（1981）。ロック好きをも

唸らせた１枚。Ａ面の作・編曲は、本コーナー 

初回を飾った大瀧詠一（涙）。歌声は普段よりハスキーで、人

気アイドルの当時の激務ぶりが推し量れます。収録曲「いちご

畑でつかまえて」に詰め込まれたアイデアの数々ときたら！ 

      

 

このたびは本紙も一般公開始めます。どうもどうも、いやどうも。 VVooll..  ４ 
 

「音まち推奨制度」がスタートしました。 今後、制度を柔軟に運用しながら、市内

音楽環境の活性化を図ります。その概要をお伝えします。推奨対象となるのは… 

 

 

 

 

 

 

 

推奨は音楽情報サイト運営団体「ptoko（ピートコ）」と協力して実施します。推奨

されると「音まち推奨」の表記が許可（ロゴマークを含む）され、チラシ、ポスター等

に掲載でき、「音まち」推進事業の一環としてＰＲしていただけます。併せて、市と

「ptoko」で連動しながらデータの共有と積極的な情報発信に努めていきます。 

詳しくは所沢市ホームページ内「音まち」ページで随時お知らせしていきます。 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 
いつも、身近に、よい音楽を。目印は 

Feb. 24th 2014 

           社会問題にまで発展した佐村河内問題。ミューズの公演

も中止に…。事の真偽は今後明らかになるとして、音楽との関わり方に一石を投じ

たことは間違いない。音楽とは音楽そのものなのか、背景も含めて音楽なのか。

かの作品に感動した人は、事実を知った今、心変わりするのか。極めて根深い。 

編集・発行：企画総務課 

「所沢」byゆず、盛り上げイベントを開催 

 

 

①市内で定期的、継続的に開催していて、営利を主目的とせず、広く市民を対象とし

ている「音まち」に相応しい音楽行事やそうした活動をしている音楽団体（個人）。 

②市内開催の音楽行事で、規模や内容において、本市を広くアピールでき、本市の

イメージアップにつながる音楽行事やそうした行事を運営している団体（個人）。 

③市主催またはそれに準ずる音楽行事で「音まち」に相応しい音楽行事や団体（個

人）。または、特に市長が認めた音楽行事や団体（個人）。 

④上記①～③の行事や団体等を支援し、活動に協力している 

「音まち」に相応しい音楽店舗やそれに準ずる関連団体。 



pprreessss  
新年度を迎え、音まち検討会議も新メンバーを加え心機一転、よりパワーアップ

して活動を開始しています。今年度は「…まちづくり」の原点に立って、実際に街に

出向き、見て（観て）、聞いて（聴いて）「音まち」実現へと検討を進めていきます。 

 

音まち推奨制度は、少しずつですが市民

の皆さんに浸透してきました。地元に根づ

いたホール公演が多い中、ここで航空公園

野外ステージの夏のイベントを推奨しまし

た。かつてアルフィーをブレイクさせた伝説

の地。若いエネルギーで会場だけでなく、所

沢の「音まち」も盛り上げてほしいものです。 

 人前で歌いたい、演奏したい人たちに向けた身近なライブスペースの確保にも

検討を重ねています。 駅周辺はそんなパフォーマンスのメッカ。現在主要駅周辺

で演奏可能なスペースをリサーチしています。また、市内の音楽を楽しめる店舗な

どを紹介する（仮称）『音まちＭＡＰ』についても、情報の収集を開始しています。 

 

Mr. Children  『深海』（1996）。現在までに発

表されている全てのアルバムの中でも異彩を 

放つこの作品。全体を覆う、暗く重い感じに驚いたファンも多

かったであろう。最初から最後までつながりがあるので、是非

１枚通して聴いてほしい。さあ、ダークなミスチルを感じよう！ 

写 

      

 

 

  

久々の発行です。弦の澄んだ響きで梅雨空なんか吹き飛ばそう。 

 

 

 

 

 

昨年12月に音まち啓発のため開催し、ご好評いただきました音まちコンサー

ト。その第２弾を開催します。出演は国内外で数々の受賞歴を持つメンバー４人

で、2010年に結成された新進気鋭の弦楽四重奏団、ローゼ弦楽四重奏団です。 

日 時 ６月24日（火）/午後０時20分～55分 （昼休みの時間帯です！） 

会 場 市庁舎１階市民ホール ※入場無料。椅子席には限りがございます。 

曲 目 ・弦楽四重奏曲第９番「ラズモフスキー第３番」より（ベートーヴェン） 

・アイネ・クライネ・ナハト・ムジークより（モーツァルト） ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVooll..  ５ 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 
音まちコンサート Vol.２が決定しました 

Jun. 9th 2014 

           既にＣＤは卒業、音楽はダウンロードが若者の主流にな

りつつある。かと思うと、未だにＣＤではなくレコードというこだわり派もいる。後者は

分かるが、前者は相容れない。なぜだか手に持てないと気が済まない。何でも

youtubeで見られる時代。でもフィルムコンサートで見た映像は鮮明だ。嗚呼…。 

 編集・発行：企画総務課 

今、進めている こんなこと・あんなこと 

 

 

ローゼ弦楽四重奏団 ミニコンサート  〜 ＡＲＴＩＳＴ ＰＲＯＦＩＬＥ 〜  

桐朋学園の学生で結成され、若さあふれる才能、

卓越した技術と完成度を誇る弦楽四重奏団です。 

東京カルテットの原田幸一郎、アルバン・ベルク弦

楽四重奏団のギュンター・ピヒラーらに師事、2012年

のカルテットの祭典「プロジェクトＱ」では、ベートー 

ヴェンを演奏して絶賛を博しました。海外進出も行う

など、現在ますます活動の幅を広げています。 

行ます活動の 


