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Live Shows!!」。ムーンシャイナー誌への情報は、発行月
の前月 10 日まで。

2013 年 4 月 8 日

◆ジム・クエスキン＆ジェフ・マルダー
アメリカン・ルーツミュージックの極めつけ !!

なんか、今年は桜がとても早かったそうで、知らぬ間

４月 14 日（日）金沢、もっきりや 076-231-0096

に春がやって来たという感じですね。これからは日一日

４月 16 日（火）京都、磔磔 075-351-1321

と暖かくなり、指も良く動く季節です。……どんなとき

４月 18 日（木）名古屋、TOKUZO(052-733-3709)

にも、音楽、続けましょうね。

４月 19 日（金）横浜、サムズアップ 045-314-8705

アール・スクラッグスの一周忌に企画した「アールの

４月 21 日（日）札幌、ペニーレーン 011-644-1911

日」、大阪、名古屋、小平、銀座と会を重ねるごとにあ

前 ¥6000-。総合問 www.toms-cabin.com

たらしい発見の連続でした。またムーンシャイナーでリ

◆ビル・キース・ワークショップ＆コンサート

ポートしますね。

メロディック奏法の開祖に感謝の集い！
４月 14 日（日）、大阪、アートエリア B-1（京阪電車な

◆創刊 30 周年を迎えている月刊ムーンシャイナー、４

にわ橋駅構内）。ビル・キース／有田純弘／渡辺三郎（参

月号 (MS-3006 ¥525-) は久々に来日、東海道をバンジョー

加費 ¥5,000- 要予約）協力：大阪大学

行脚するビル・キースの大特集後編です。ジェリー・ガ

４月 16 日（火）京都、ギャラリー・ベガ (075-203-0109、

ルシアやライ・クーダーらとの逸話など、1963 年のビル・

京都市左京区鹿ヶ谷 )。ビルを囲むパーティ

モンローとブルー・グラス・ボーイズの重厚な写真をカ

４月 17 日（水）京都、ギャラリー・ベガ（同上）。北村

バーに、ウィンターグラス 2013 リポート前編、ネッシー・

謙とワークショップ。vega@officeken.net

エクスペディション米国ツアー記①、ブルーグラス・ア

４月 18 日（木）名古屋、㈱ホスコ (052-796-1588) 音楽教

ルバム・バンド・リユニオン、マイク伊藤「留学のススメ」、

室にて（守山区川村町）。¥3000- 学生 ¥1500-

ロストシティキャッツ・リユニオン、菅沼工房５弦フィ

４月 19 日（金）静岡、浜松楽器博物館 053-451-1128。ビル・

ドル製作記③、学生ブルーグラスプロファイル #3「森

キース／有田純弘／渡辺三郎 ¥3,000-

山亮治（大谷大）」などの特集ほか、日米ブルーグラス

４月 20 日（土）横須賀、横濱バンジョー祭り 10 周年特

情報満載 !!

別企画にゲスト出演。hara_banjo@yahoo.co.jp

月刊ムーンシャイナー定期購読は１年間（12 冊）

４月 21 日（日）東京、ロッキートップ 03-3571-1955( 通

¥6,000- 半年間（６冊）¥3,300-。単冊は ¥525- ですが、

常営業なし )。14 時～ 17 時 ビル・キース／有田純弘／

ぜひとも定期購読をお願いします。購読開始希望月をお

渡辺三郎 参加費 ¥6,000-

知らせください、早速お送りします !!

公式 url：梅田ナカイ楽器 http://www.umenaka.com

またムーンシャイナー情報提供、そしてご自由なテー

総合（問）渡辺三郎 fiddleandbanjo@nifty.com

マでのご寄稿など……、なにとぞご協力を、よろしくお

◆４月 20 ～ 21 日（土、日）奈良「ディープ・サウス・

願いします！

ピッキン・パーティ 2013」桜井、あるぽーる。（問）塩
田 090-4764-3564、js3ohh@mahoroba.ne.jp

■全国イベント・カレンダー

◆４月 27 ～ 28 日（土、日）茨城「第 24 回美野里ブルー

以下、ムーンシャイナー誌に寄せられたイベントです

グラス・フェスティバル」小美玉市納場、上野牧場。参

（バンドのライブ等はムーンシャイナー誌にて）。今年も、

加費 ¥2000-（問）上野雅彦 0299-48-4141

われわれの標語は、「Buy Studio Releases! ...and Go to
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◆４月 29 日（祝）兵庫「Sea Mountain ～海を見渡す洋

るキャシー・キャリックのすばらしい最新作。宝塚フェ

館フェス」神戸市垂水区塩屋町：旧グッゲンハイム邸。

スによく来ていた日系フィドラーのアニーがすばらしい

１階でコンサート、２階でジャム。バンド募集中！（問）

成長振りを聴かせてくれる。アパラチアから遠く離れた

佐々木由紀 yukisa8@wine.ocn.ne.jp

西海岸ゆえに、そのブルーグラス精神の深さが魅力であ

◆５月３日（金）愛知「鶴舞公園ブルーグラスミュー

る。

ジックフェス 2013」名古屋市・鶴舞公園。出演：齊藤

O M N -101299 D O N R I C H『S i n g s G e o r g e

ジョニー、トイメンシャオ、ブルーグラス☆ポリス、鳩

Jones』CD¥2,730-（本体 ¥2,600-）

正宗、パイレーツ・パンプキン。入場無料カンパ求む。

バック・オウエンズ (1929-2006) のバッカルーズを支

（問）http://bluegrassnagoya.turukusa.com/ 亀田 090-

えた最高のギタリストにしてバックのハーモニーパー

7035-1175

トナーのドン・リッチ (1941-1974)。わずか 32 歳、バイ

◆５月３～４日（祝）京都「第 18 回丹後フェス」京丹

ク事故でこの世を去ったドン、ほぼ 40 年目にして陽の

後市大宮町、小町公園野外ステージ。¥1000-

目を見る初ソロアルバムはジョージ・ジョーンズ曲集 !!

◆５月４～５日（土、日）岩手「第 27 回みちのくブルー

1970 年７月、ベイカーズフィールドのバック・オウ

グラス・フェス in 小岩井」雫石町小岩井農場でんぐり

エンズ・スタジオで収録したドンの 10 曲と、同時期に

広場周辺特設会場。宿泊可（問）みちのくブルーグラス

バック・オウエンズ＆バッカルーズとして TV 番組『Hee

振興会 http://www016.upp.so-net.ne.jp/mmmm/sub1.

Haw』のために収録されたバックの歌う未発表ジョージ・

html

ジョーンズのヒット４曲の貴重な合計 14 曲である。

◆５月４～５日（土、日）千葉「第 38 回千葉ブルーグ

ちなみに同時にバック・オウエンズの未発表カントリー

ラスフェス」佐倉市佐倉第三工業団地内大作緑地。参加

スタンダード 18 曲集。『Honky Tonk Man:Buck Sings

費 ¥3000- http://geo.group-frontier.com/

Country Classics』(OMN-101305 ¥2,730-) も発表、とも

◆５月 11 日（土）大阪「ロストシティー・キャッツ訪

にカントリー界話題の発掘である !!

米 40 周年記念ライブ」JR 東淀川・オッピドム (06-6151-

FBR-1003 KENNY AND AMANDA SMITH

8106)。15:00-18:00 谷五郎ほか

『Catch Me If I Try』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

◆５月 11 日（土）長崎「第 16 回長崎ブルーグラス・コ

超絶フラットピッキン、ケニー・スミスと妻のアマン

ンサート in 洋館」長崎、旧香港上海銀行長崎支店。17

ダに若手注目のコリー・プラット (m) が創る極上アンサ

時半、前 ¥1000-（問）蒲生浩郷 095-857-4441

ンブルにロン・スチュアート (bj) を迎えた待望の最新作。
女性ボーカルに絡まる考え抜かれた繊細なリズムギター

今月の特選作品トップ 5

が創るアンサンブルの粋が味わえる極上ブルーグラス。

RCSI-1085 AARON RAMSEY『Gathering』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

（B.O.M. スタッフ一押し話題作ダイジェスト）

BCR-035 FELLER & HILL『and the Bluegrass
Buckaroos』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

またまた登場！メチャ活きのいいマンドリン若手、
アーロン・ラムジー。トニー・ライスを迎えた "One

ブルーグラスとカントリー、どちらの本物ファンにも
強力おすすめ！

Tear" や "Fare Thee Well" ほかに、ロン・ブロックやティ

フェラー＆ヒルとブルーグラス・バッ

ム・クロウチ or ステュアート・ダンカン、ランディ・コー

カールーズのデビュー作。ナッシュビルという地の利を

アズ、ティム・スタッフォード……凄いに決まっている。

活かして、この街に集まる音楽オタク、異様にマニアッ
クでディープな南部田舎を掘り下げ、デルモアからバッ

今月の新入荷

ク・オウエンズ、ドン・ギブソンにカール・ストーリー
……、すばらしいデュオが快感の大秀作 !!

ブルーグラ

（新入荷を中心に、話題作品のダイジェストです）

ス新入荷参照。

MH-1461 DOYLE LAWSON & QUICKSILVER

LOR-580 KATHY KALLICK『Time』CD¥2,573( 本体 ¥2,450-)

『Roads Well Traveled』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）

1975 年、ローリー・ルイスとのグッドオールパーソ

さすが！と思わせるドブロとバンジョーの完璧な絡

ンズでキャリアをスタートした女性ブルーグラスの大ベ

みではじまるキャッチーな "Dixie Road" に曰く、「18 歳

テラン、サンフランシスコを本拠に母親と妻という本職

で初めてロードに出た」ドイル・ローソン、今年で音

を全うしながらセンスのいいブルーグラスを創りつづけ

楽生活 50 年を迎えるその完成されたブルーグラス最新
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作。クイックシルバーを率いてからでも 34 年間、その

音楽を聴かない批評家の皆さんに捧げる」と、しゃれた

完璧な歴代メンバーをして現代ブルーグラス学校長 !!

コメントを残す若者ジェイク・ペンロッド。ハンク・ウィ

ブルーグラス新入荷参照

リアムズのカバー集２作を経て、たったひとりで創った、

R C S I -1081 R U S S E L L M O O R E & I I I R D

今回初めてオリジナル作品フルアルバム。カントリー新

TYME OUT『Timeless Hits From the Past
Bluegrassed』CD¥2,888-( 本体 ¥2,750-)

入荷参照。

RCSI-1088 MONTE GOOD『A Texas Honky
Tonk』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

先月緊急入荷したラッセル・ムーア＆サードタイム・

タイトル曲そのままのトラッドカントリー、ナッシュ

アウトの１月発表の最新作（米店頭販売のみ）が現在、
ビルボード・ブルーグラスチャート１位を３週連続で

ビル産のホンキートンクサウンドとテキサスシャッフル

記録中。「カントリーロード」や「オンリーユー」など、

に乗った、業界大ベテランのモンテ・グッドのデビュー

これは楽しいスタンダードヒット曲のブルーグラスカ

作。カントリー新入荷参照。

バー集！

SHBT-015 LYNN ANDERSON『Cowgirl II』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

C O M P -4599 G I B S O N B R O T H E R S『T h e y
Called It Music』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

先月紹介した 2008 年にウェスタン・ヘリテージ・ア

昨年、IBMA 最優秀エンターテイナーを獲得、現在ブ

ワードを受賞した作品『Cowgirl』につづく大ベテラン、

ルーグラス界の頂点に立ったギブソン・ブラザーズの最

リン・アンダーソンが 2010 年に発表したカウガール・

新作。誰でもない、ギブソン兄弟のボーカル／デュエッ

ソング９曲集。『Cowgirl』とともにすでに廃盤となって

トがすぐに分かる。そして決してやり過ぎない品のいい

いる。カントリー新入荷参照

バックアップに、特徴的なオリジナルソングとマーク・
ノップラーやハンク・ウィリアムズ、ロレッタ・リンら

SKY-001A 坂本愛江『Someday』¥2,500-( 本体
¥2,380)

から選曲など、すべてがバランスよく配されたギブソン

ベテラン・カントリー・シンガー = 坂本孝明の娘で父

ズの最新作。

と同じ道を歩む坂本愛江、ナッシュビル録音によるデ

B C R -036 D A U G H T E R S o f B L U E G R A S S

ビュー作。

『Pickin' Like a Girl』CD ４枚組 ¥4,725-（本体
¥4,500-）

FMR-0004 THE WILLIAMSON BROTHERS
『Bluegrass!』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

強烈です女性パワー！ 1970 年代以降、どんどんと増

ロイド・ロア研究の第一人者で有り、素晴らしいミュー

えていった「ブルーグラスの娘たち」、本作にはアリソン・

ジシャンでもあるトニー

クラウスこそいないが、デイル・アン・ブラッドリーか

・ウィリアムソンが兄のゲイリーと共に創り上げた心温

らロンダ・ビンセント、クリスティン・スコット・ベン

まるトラッド・ブルーグ

ソンからシエラ・ハルまで、総勢 134 人の女性ブルーグ

ラス集

ブルーグラス新入荷

ラッサーが演じる全 69 曲、感無量である。ブルーグラ
ス新入荷参照

C O M P -4599 G I B S O N B R O T H E R S『T h e y
Called It Music』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

LILLY-2003 LILLY BROTHERS『True Facts...
in Country Music』DVD-R¥2,888-（ 本 体

Buy a Ring, Find a Preacher/Dying for Someone to Live

¥2,750-）

for/I'll Work It Out/Daddy's Gone To Knoxville/Home on

1978 年、リリー・ブラザーズの音楽と生活を追った

the River/Songbird's Song 他全 12 曲

29 分のドキュメント映画。ウエストバージニアのクリ

昨年、IBMA 最優秀エンターテイナーを獲得、ブルー

アクリーク、そして 17 年間に渡って北部の都会人に本

グラスの伝統的な手法であるブラザーデュオを看板に、

物の田舎（カントリー）音楽を聴かせつづけたボストン

現在ブルーグラス界の頂点に立ったギブソン・ブラザー

の「ヒルビリー・ランチ」などで収録された彼らの素顔

ズの最新作は、前作と同様、エリックとジョー・ニュー

が、その風土に溶け込んでいる様が感動的だ。映像新入

ベリー（マイク・コンプトンとのデュオ作が評判）との

荷参照。

共作をタイトルにしたシンプルで、誠実な作品だ。2010

AHE-5117 JAKE PENROD『Closer To Me』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

年に "Ring the Bell"（同名アルバム）で最優秀ソング、
2011 年には『Help My Brother』で最優秀アルバムと最

「スリーコードの歌が退屈だと（本当の）カントリー

優秀ボーカルグループ、そして 2012 年に IBMA 最優秀
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エンターテイナーと、アリソン・ブラウン女史の主宰す

の見事な差配で創り出す完璧なブルーグラス／アコース

るコンパスに移籍したのちの三年間のアルバム三枚で確

ティック・アンサンブルをお楽しみ下さい。

実にステップアップした彼ら、兄のエリック (bj) と弟レ

BCR-036 DAUGHTERS of BLUEGRASS
『Pickin'

イ (g)、そしてもうひとりの兄弟とも言えるマイク・バー

Like a Girl』CD ４枚組 ¥4,725-（本体 ¥4,500-）

バー (bs) の３人（プロデュースも）に、バークリー音楽

134 人の女性ブルーグラッサーが、ソングライターと

院マンドリン専攻一期生のジョー・ウォルシュ (m) とク

して 1960 ～ 70 年代、時代を作ったとまで言われるト

レイトン・キャンベル (f)、コンパスの三作で不動の５

ム・T. ホールと妻ディキシー・ホールの書き下ろし（共

人組である。かれらの決してやり過ぎない品のいいバッ

作を含む）全 69 曲を演じる企画作品。数々のヒット曲

クアップに、特徴的なオリジナルソングとマーク・ノッ

で財を成したブルーグラス出身のトム T. が、私財を投

プラーやロレッタ・リン、そしてハンク・ウィリアムズ

じてブルーグラッサーをサポートするブルーサークルか

"Sundown and Sorrow" を見事なアーリーブルーグラス

らのすばらしい企画作品だ。ビル・モンローに強く勧め

名曲にしてしまうなどの選曲も秀逸。……随分むかしだ

られたローズ・マドックスは別にして、ブルーグラスと

が、エリックが B.O.M. にレスター・フラットの RCA 時

いう音楽に入り込んだ女性ブルーグラスがはじまったの

代の日本編集 CD をオーダーしてきたことがあった。レ

は 1965 年のヘイゼル・ディッケンズとアリス・ジェラー

スターが死ぬほど好きだと言っていたっけ……。

ドのアルバムからだと言える。そののち、ウーマンリブ

MH-1461 DOYLE LAWSON & QUICKSILVER
『Roads Well Traveled』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）

を経て 1970 年代、ブルーグラスを志す女性が一挙に増

Dixie Road/One Small Miracle/It's Hard To Be

渡る驚くばかりに強烈な各楽器のブレイクは、もうまっ

Forgotten/Dobro Joe/By the Waters of Clinch/The

たく男性ブルーグラッサーに引けを取らない。バリバリ

King/I'm That Country/Fiddlin' Will 他全 11 曲

とパワーで弾く男性と比べ、リードギターなどはより繊

えていく。本作に参加した 134 人の女性ブルーグラッ
サーたち、十人十色のボーカルはもちろん、全編に響き

現在ブルーグラス界のトップに君臨するドイル・ロー

細といってもいいくらいだ。ジミー・マーティンのベー

ソン＆クイックシルバーの最新作。音楽生活 50 年を迎

シストだったグロリア・ベルやカーターの娘ジーニー・

えたドイル、34 年間率いてきた絶好調のクイックシル

スタンレーらベテランから、ローリー・ルイスやキャ

バーサウンドはキャッチーなブルーグラスと厳選された

シー・キャリック、デイル・アン・ブラッドリーやロン

カントリーバラッドを散りばめ、なによりも申し分のな

ダ・ビンセント、マーサ・アドコックやパム・ペリーら

い、すばらしいアコースティックアンサンブルを聴かせ

のベテラン、アリシア・ニュージェントやソニヤ・アイ

る。ジョッシュ・スウィフトのすごいドブロ、ジョー・

ザックス、クリスティン・スコット・ベンソンやベッキー・

ディーンのロン・ブロックを思わせるバンジョー、ソロ

ビューラーらの中堅、アニー・スタニネックやシエラ・

CD アルバム『The Past Is Present』(PC-6512 ¥2,573-、

ハルらの若手スーパーピッカーら、かくもブルーグラス

タイトル通りにすばらしい大推薦作品 !!) でそのマルチ

を愛する女性たちのすばらしさに感動する。DVD ケー

プレイヤーぶりとセンスのいいブルーグラス解釈で注目

スに収められた CD ４枚組ボックスセット、女性ブルー

したジェイソン・バリーのフィドル、そして次々とどー

グラス万歳 !! といった嬉しく楽しい作品である。

してこんなに歌のうまいのが……と感心するマイク・ロ

B.O.M. 特選コーナー

ジャーズ (g) とコリー・ヘンズリー (bs) の６人組。「18
歳で初めてロードに出たときのホームシックと心細さを

ムーンシャイナー誌の特集関連の音源ほか、新旧問わ

思い出す」というキャッチーな１曲目 "Dixie Road" ほか、

ず、今月の BOM からの特選作品たち！

ビル・アンダーソンとスティーブ・ウォリナーの共作、

■最新ムーンシャイナー 2013 年４月号より

ハーリー・アレンやカール・ジャクソン作品、ジム＆

O K -10030 T O N Y T R I S C H K A『B l u e g r a s s
Masters: Bill Keith (Banjo)』book¥3,150-( 本体
¥3,000-)

ジェシー "Fiddlin' Will" のカバーなどのほか、ドイルと
メンバーの共作オリジナルに、なななんと、ドイルのマ
ンドリンインスト曲が、ものすごく素直な単純なブルー

ムーンシャイナー３月号につづいてビル・キース大特

グラス・メロディで実にいい。わたしの「ブルーグラス・

集後編です。このバンジョー教則本は 1970 年代にオー

アンサンブル理論＝ブルーグラスバンドで全体を目配り

ク出版から発表され、日本語版も出た有名な教則『ブルー

できるのはマンド奏者のみ !!」を証明してみせるドイル

グラス・マスターズ』シリーズからの一冊。メロディック・
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バンジョーのパイオニア、ビル・キースの 21 曲、トニー・

いう第一世代と第二世代を結びつける要人と、トニーと

トリシュカ著のコピータブ譜である。バンジョー・バイ

トッド・フィリップスという都会的な感覚さえ持った第

ブルの１冊です。

二世代ブルーグラスが、若い 1970 年代以降生まれの第

FB-1001 NESSIE EXPEDITION『Hello City
Limits』CD¥2,000-( 本体 ¥1,905-)

三世代に提示する「ごれがブルーグラス！」、ビル・モ

Windy Mountain/Angels Are Singing/I'm Lost and Never

ラッドブルーグラス・スタンダードとして位置づけられ

Find the Way/Sally Jo/Shuckin' the Corn/That's How I

る大名盤。

Can Count On You/Lee Highway Blues 他全 27 曲

R O U -0140 T H E B L U E G R A S S A L B U M

ンローやフラット＆スクラッグスに変わる、現代のト

CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

2012 年秋、IBMA ワールド・オブ・ブルーグラスに
参加、その翌週 10 月６日にはケンタッキー州ロジーン

Blue Ridge cabin Home/We Can't Be Darlings

のビル・モンロー生家で開かれたジュルザレム・リッジ・

Anymore/Molly and Tenbrooks/I Believe in You Darling/

フェスに参加した東京のトラッドグラス・バンド、ネッ

Model Church/I'm On My Way Back to the Old Home/

シー・エクスペディションの米国ツアーリポートが４月

Gonna Settle Down/Toy Heart/Pain in My Heart/Chalk

号から連載だ。本作は 1976 年発表の LP アルバムに未

Up Another One/River of Death.

発表曲３曲（"Country Rain" を歌うお茶目な本間が楽し

1981 年発表のフラット＆スクラッグスとビル・モン

めるぞ !?）と、最初の渡米時のすばらしいデンバーフェ

ローの珠玉の名曲 11 曲カバー集。ブルーグラス・アル

スのライブ 10 曲を追加の全 27 曲集である。
「伝説のフィ

バム・バンドとのちに呼ばれる彼ら、トニー・ライス (g)、

ドラー」山本ジョーをはじめ、本間正敏 (m)、松本康男

J.D. クロウ (bj)、ドイル・ローソン (m)、ボビー・ヒック

(g)、窪田光紀 (bj)、そして今回の渡米には参加しなかっ

ス (f)、トッド・フィリップス (bs) の記念すべき第一作。

た北島健次 (bs)、渡米時のデンバーでのライブではビル・

ROU-0164 THE BLUEGRASS ALBUM『Vol. 2』

モンローとの共演２曲も収録している。全員が 20 代、

CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

日本ブルーグラスがアメリカと交流をはじめた 1970 年

Your Love Is Like A Flower/We May Meet Again

代半ば、その演唱は米国の 50 ～ 60 年代のアーリー・ブ

Someday/Take Me in the Lifeboat/Sittin' Alone in the

ルーグラスの熱さとエネルギーを横溢させたすばらしい

Moonlight/Back to the Cross/Just When I Needed You/

ものだ。楽器技術やブルーグラスの意味よりも、ひたす

One Tear/Ocean of Diamonds/Is It Too Late Now/So

らにバンドサウンドを追った結果の勝利だろうか、その

Happy I'll Be/Don't This Road Look Rough and Rocky/

純粋無垢なブルーグラスは現在の日本ブルーグラスの伝

I'll Never Shed Another Tear.

統ルーツとなるに充分な高い精神性を持っているのかも

1982 年発表の第２作は、フラット＆スクラッグスを

知れないぞ。

中心にオズボーンやジミー・マーティン、そして隠れた

◆ブルーグラス・アルバム・バンド

モンロー名曲の発掘など。

ムーンシャイナー４月号では今年２月、ノースカロラ

ROU-0180 THE BLUEGRASS ALBUM『Vol.
3, California Connection』CD¥2,573-（本体

イナ州アッシュビルでほぼ 30 年ぶりにオリジナルメン
バー（＋現在歌えないトニーのボーカル要員にジョッ

¥2,450-）

シュ・ウィリアムズ）が集まった歴史的なライブが行わ

Devil in Disguise/Letter from My Darlin'/Hundred Years

れたリポートを留学中の名古屋大学ブルーグラス生、川

from Now/Unfaithful One/Down the Road/I'd Rather

合くんが送ってくれた。

Be Alone/Big Spike Hammer/Please Search Your

1980 年代以降、米国ブルーグラスがフェスの発展と

Heart/Hey Lonesome/I'm Waiting to Hear You Call Me

ともに大きく成長したとき、「これがブルーグラスだ！」

Darlin'/Wall Around Your Heart/Come Back Darlin'.

と、その核となった一連のアルバムがこれ。トニー・ラ

1983 年作品。この作品から６人目のメンバーにドブ

イスが 1950 ～ 60 年代のブルーグラス創成期（すなわち

ロのジェリー・ダグラスを加え、フラット＆スクラッグ

基本）の名曲とアンサンブルを、その絶妙の「ハッピー

ス中心に、オズボーンやジミー・マーティン、モンロー

ミディアム」と自らが評したバランス感覚で再演、最新

名曲に、今回はレノ＆スマイリーや、トニーの第二の故

の録音技術と現代的な感覚で見事にスタンダードを演じ

郷カリフォルニアを意識したフライング・ブリトー・ブ

て見せた秀作だ。

ラザーズの１曲を導入。

J.D. クロウ、ドイル・ローソン、ボビー・ヒックスと

ROU-0210 THE BLUEGRASS ALBUM『Vol. 4』
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CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

Me If I Try』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

Age/Cheyenne/Cora Is Gone/The Old Home Town/

IBMA 最優秀ギタリストの超絶フラットピッキンもさ

Talk It All Over with Him/Head Over Heels/Nobody

ることながら、その選び抜かれたリズムギターの凄さ !!

Loves Me/When You Are Lonely/I Might Take You

たったスリーコードでもこの広がりを創るデリケート

Back Again/Lonesome Wind Blues/Somehow Tonight.

さに驚かされるケニー・スミスと妻のアマンダのボーカ

1985 年、ジム・クロウチの "Age" を１曲目に、そし

ルに若手注目のコリー・プラット (m)、ベースには川口

て初めてのインストは強烈に美しいモンローチューンの

市に高校生ブルーグラス親善国際交流の一員として来日

アレンジ「シャイアン」（オリジナルもボビー・ヒック

したオースティン・ウォード（フィドルのクリスチャン

スのフィドルだった !!）、それ以外はフラット＆スクラッ

の兄）、そしてバンジョーにゲストとしてロン・スチュ

グス中心に、ケンタッキーカーネルズからも選曲したブ

ワートを迎えたケニー＆アマンダ・スミス待望の最新作。

ルーグラス・スタンダード集。

アマンダの飾り気のないストレートな女声に見事に寄り

ROU-0240 THE BLUEGRASS ALBUM『Vol. 5,

添うケニーのデリケートなギター、それに負けじと若い

Sweet Sunny South』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-

ながら絶妙なセンスで音を埋めていく、先に紹介したソ

）

ロアルバム『Daydreams』(PATUX-234 ¥2,753-)) も好

Rock Hearts/Big Black Train/Thinking About You/

評なマンドリンのコリー・プラット、そして生真面目な

Out in the Cold World/On the Old Kentucky Shore/

オースティン。故キース・ウィットリーでヒットした

Preaching, Praying, Singing/Someone Took My Place

"Birmingham Turnaround" ほか、メロディと詞の美し

with You/Foggy Mountain Rock/My Home's Across the

い女性らしい選曲も秀逸だ。ロンサム・リバー・バンド

Blue Ridge Mountains/Along About Daybreak/Sweet

でデビューしたときは大きな体から溢れるほどのパワー

Sunny South.

ピッカーだったが、アマンダと組むようになって知的で

1990 年発表、トニー・ライスのボーカル物としては

デリケートなギターにますます磨きのかかったケニーを

最後となる本作もフラット＆スクラッグス中心に、ジ

中心に「バンド・アンサンブル」を楽しませてくれる優

ミー・マーティンやモンロー曲にタイトルのトラッド。

しいアルバムだ。ちなみにケニー、須田ギター（B.O.M. で

なおトニーのソロアルバムでボーカル物の最後となるの

も取り扱ってますよ !）のアドバイザーで愛用者でもあ

は『Plays and Sings Bluegrass』(1993)。

る。

ROU-0330 THE BLUEGRASS ALBUM『Vol.

MH-1398 THE BOXCARDS『All In』CD¥2,573( 本体 ¥2,450-)

6, Bluegrass Instrumentals』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）

昨秋、結成一年目にして IBMA 最優秀新人賞と最優

Wheel Hoss/Misty Morning/Groundspeed/Stoney

秀インストバンド賞を獲得したスーパーグループ、今年

Lonesome/Lonesome Moonlight Waltz/Brown County

も最優秀インストグループを受賞したボックスカーズ、

Breakdown/Tall Timber/North Country Waltz/Foggy

今春発表の最新第２作。今年も最優秀マンドリンを獲っ

Mountain Chimes/Monroe's Hornpipe/Home Sweet

たアダム・ステッフィ (m) に、ロン・スチュワート (bj,f)

Home/Roanoke.

とジョン・ボウマン (f) という文句なしの超スーパーピッ

1996 年、歌えなくなったトニーを囲んで、すごい連

カーを抱え、たとえば、フラット＆スクラッグスの "I've

中が絶頂期の充実度で、ビル・モンローを中心にスク

Lost You" が、J.D. のニューサウスでトニー・ライスと

ラッグス３曲とドイルのオリジナルを含む入魂のインス

リッキー・スキャッグスのフィルターを通り、ボックス

ト集。これぞブルーグラス・インストの白眉である。ブ

カーズが料理するとこんな風になるといった、めちゃく

ルーグラス・アルバム・バンドはまさしく第二世代ブルー

ちゃ端正な現代メインストリーム・ブルーグラスの粋を

グラスの最高峰である。

集めたバンド。

RCSI-1085 AARON RAMSEY『Gathering』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

ブルーグラスお勧め作品

Streets of Abilene/No Ones Found Her Yet/One Tear/

（すでにニューズレターで紹介済みの作品です）

Fare Thee Well/John Henry Blues 他全 12 曲

■ブルーグラス最近作

メインストリームのブルーグラスでもっともアグレッ

今、旬なブルーグラス・アルバムたち……

シブなバンドのひとつ、マウンテン・ハートの若きマン

FBR-1003 KENNY & AMANDA SMITH『Catch
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ドリニスト、アーロン・ラムジー。「これはわたしの、

JSRS-13 JOHNNY STAATS & DELIVERY

精神的な意味での『Cold on the Shoulder』アルバムです」

BOYS『Time Moves On』CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-)

という、2006 年のデビュー作につづく最新ソロ第二作。
１曲 "The Souls of Pioneers" ではフィドル以外の全ての

ジョニー・スターツ、昼間はウエストバージニアの宅

楽器を見事に弾きこなす、体中がブルーグラスでできた

配ドライバー、夜はクーン（アライグマ）ハンターにし

ような 30 歳、あきれるばかりのマンドリンテクはもち

て凄腕ミュージシャンという肩書きで、ジョン・カウワ

ろん、自身のバリトンボイスで、父の書いた曲を中心に

ンやサム・ブッシュらも参加してメジャーデビューした

すばらしいブルーグラス作品に仕上げている。トニー・

こともあるジョニー・スターツが、その名もデリバリー・

ライスが激賞するアーロン、そんな自らのアイドルでも

ボーイズ（配達人）を率いて最新作の発表である。ジョ

あるトニーに敬意を表して、バリー・アバーナシーをリー

ニーのマンドリンに、ジム・バンクリーブを尊敬すると

ドボーカルに迎えた "One Tear" での見事なブルーグラ

いう凄いフィドラー 17 歳のレイ・コッシン、25 年以上

ス・アルバム・バンドぶりとパットン・ウェイジズのメ

ジョニーとバンドを続けているというブッチ・オズボー

チャすばらしい 21 世紀型スリーフィンガーロール、そ

ン (bj) と同じくロジャー・ビセル (bs)、そしてデイル・

してリッキー・ワッソンを迎えた "Fare Thee Well" で

アン・ブラッドリー・バンドやダレル・ウェッブ・バン

はニューサウス再現を、トニーのギター（全４曲）とと

ドで活躍したデイブ・ボーン (g)。ウエストバージニア

もに聴かせる。トニーのほか、ロン・ブロックやティム・

という土地柄でビリー・エド・ホィーラーとの共作 "Big

クロウチ or ステュアート・ダンカン、ランディ・コー

Coal River" と、デッドからセルダム・シーンでおなじ

アズ、ティム・スタッフォードらにマウンテンハート

みのトラッド "Rider" ほか、４曲のインストを含めたオ

……現在ブルーグラス界で最も充実する凄いピッカーた

リジナルは元気の出るニューグラスだ。

ち。お勧めの現代ブルーグラスです。

R E B -1851 J U N I O R S I S K & R A M B L E R S

R C S I -1083 M I K E C O M P T O N & J O E
NEWBERRY『Live』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

CHOICE『The Story of the Day That I Died』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

モンローとブルースをこよなく愛して一スタイルを成

If the Bottle Was a Bible/Jesse James/Lover's Quarrel/

したマンドリンの名手マイク・コンプトンと、オール

Old Bycycle Chain/A House Where a Home Used To

ドタイム・バンジョーの名手にしてシンガーソングラ

Be/Walking In Good Company 他全 12 曲

イター、ギブソン・ブラザーズでヒットした “Ring the

現在トラッドグラスのもっとも安定したサウンドを聴

Bell” や "Help My Brother" などの作者でもあるジョー・

かせるジュニア・シスク＆ランブラーズチョイス最新

ニューベリー（本作ではほとんどギターを担当）のふ

作。とてもユニークなタイトル曲は若手マンドリンの

たりだけで創られた、すばらしく充実したライブ作品。

ホープ、アシュビー・フランク作（今月の各楽器別お勧

フィドルチューン "East Tennessee Blues" をイントロ

め作品／マンドリンの項参照）のタイトル曲は、離婚に

に、モンロー名曲 "Rocky Road Blues" や "Kentucky

際して財産の半分を獲ろうとする不貞の妻を懲らしめる

Waltz" やブルース "Sittin' On Top of the World"、そし

ために死を偽装する……という物語らしい。２曲目はロ

てジョーのオリジナルなどを配し、エンターテイメント

ニー・ボウマンの書いた「もしも酒瓶がバイブルだった

としてのライブを楽しませる秀作に仕上げている。マ

なら」、そのほか、ソニー・オズボーンが美しいアール

イクは、"Evening Prayer Blues" でのブルースソロから

流バンジョーインストにした "Jesse James" をビリー・

"Kentucky Waltz" でのロマンチック (!?) な表現まで、モ

ホウクスは「Key of B」で、ドライブのかかった見事な

ンロー・マンドリンの新境地を拓いていく……、おそら

ロールの引っ掛かりを聴かせてくれたり、つづくトラッ

くジョン・ハートフォードの薫陶によってミュージシャ

ド曲 "Jack and May..." ではじまるスタンレー・ブラザー

ンとしての視野を拡げてきた彼が、まったくひとりで創

ズで知られる "Lover's Quarrel"、フラット＆スクラッ

り上げた 2011 年発表の前作 CD『Rotten Taters』(¥2,573-)

グスを思わせる key of G のビッグサウンドが心地いい

を越えて、あらゆるシチュエーションでの自信に満ちて

"Old Bycycle Chain" は、久々に今秋来日予定のビリー・

いる。最後のクロウハンマーバンジョー＆マンドリンに

スミス作ほか、最後のとてつもなく早い "Drinking at

よる "Fly Around My Pretty Lil' Miss" が凄いノリは、

the Water Hole" はさすがのラリー・スパークス作など、

このデュオはこの興奮から生まれたのか？と思わせるす

「演奏する彼らは第三世代だがどの曲にも第一世代の

ばらしさだ。

タッチが感じられる」という評がうなずける秀作。昨年
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の IBMA 最優秀アルバムとソングをダブル受賞、ライ

シーをベースにする才人にして、すばらしいテナーボイ

マン公会堂で男泣きしたジュニア・シスク＆ランブラー

スの持ち主でマルチプレイヤー（メインはマンドリン !!）

ズチョイスは、ジョー・マリンズ＆レディオランブラー

ダレル・ウェッブ。自らのバンドを率いて 2010 年のデ

ズとともに、現在もっとも素直に聴けるトラッドグラス

ビュー作『Bloodline』RHY-1064 ¥2,573-) につづく最新

だろう。

第２作。間違いないイーストテネシー産ブルーグラス。

COMP-4573 SPECIAL CONSENSUS『Scratch

ROU-9122 STEELDRIVERS『Hammer Down』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

Gravel Road』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
今年のグラミー賞ブルーグラス部門にノミネートされ

ハイロンサムとトワンギーなリフをミックス、「ビル・

たグレッグ・ケイヒル率いるスペシャル・コンセンサス

モンローとロバート・ジョンソンの出会い」などという

最新作。昨秋の IBMA アワードショウでは、かつての

キャッチで知られるスティールドライバーズ、最新第三

メンバーのジョッシュ・ウィリアムズとクリス・ジョー

作にしてソウルフルなサザンロック・ボイスがブルーグ

ンズにサム・ブッシュとボビー・ヒックスのツインフィ

ラスにうまく溶け込むアンサンブルをモノにしている。

ドルを加えたノミネート曲 "Monroe" がすばらしかった

クラスタープラッカーズで知られるリチャード・ベイ

（ムーンシャイナー 11 月号のとてもいい写真、見てね !!）。

リー (bj)、マイク・フレミング (bs)、タミー・ロジャーズ (f)

SKFR-1013 RICKY SKAGGS & KENTUCKY

といった、ナッシュビルの酸いも甘いも知るベテランた
ちオリジナルメンバーに、本作からアラバマ州マスクル・

THUNDER『Music To My Ears』CD¥2,573-

ショールズのシンガー／ソングライターで 30 歳のゲイ

( 本体 ¥2,450-)
１曲目、ビル・モンローの "Blue Night" から、自身

リー・ニコルズ (g) とクラスタープラッカーズやディキ

のクロウハンマーでドン・ストーバー "Things in Life"、

シーチックスのブレント・トリット (m) が新加入、スワ

そしてビル・モンローを歌ったオリジナルのストレート

ンプ風（泥臭い）サザンロック調ハイロンサムを聴かせ

ブルーグラス、トンとんトンと３曲のトラッドグラスを

る。ムーンシャイナー誌 2008 年２月号 (MS-2504 ¥525-)

つづけたのち、ベッキー・ビューラーとマーク・サイモ

にカバーストーリーあり。ちなみにビル・モンローと「十

スの書いたゴスペル、つづいてピアノから始まるポップ

字路で悪魔に魂を売り渡した」という伝説のデルタブ

調、……かと思えばふたたびモンロー調マンドインスト

ルースシンガー、ロバート・ジョンソン、同じ 1911 年

"New Jerusalem"、そしてなんと！ビージーズのバリー・

生まれだって、知ってた？

■ブルーグラス発掘・編集最近作

ギブが登場、昔からのブルーグラスファンだという彼

最近発売された昔懐かしのブルーグラス !!

の新曲 "Soldier's Son"、そしてリッキーのナレーション

BACM-398 BARRIER BROTHERS『Bluegrass

が入りドックを偲んで捧げた "Tennessee Stud" やスタ
ンレー・ブラザーズの濃い "Loving You Too Well" 等々

Classics』CD-R ¥2,573-（本体 ¥2,450-）

……。何の気負いも、てらいもなく、58 歳という最良の

Blue Moon of Kentucky/Gotta Travel On/Polka On a

時期を、充実したメンバーとともに「自分の耳に聴こえ

Banjo/Crying My Heart Out Over You/My Little Georgia

てくる音楽」をさまざまな角度から創る余裕のリッキー。

Rose/Salty Dog Blues/Earl's Breakdown/Cabin in the

そのメンバー、アンディ・レフトウィッチ (f) とコディ・

Hills/Flint Hill Special 他全 28 曲

キルビー (g) という若き超一級スーパーピッカーに、あ

上記１曲目から９曲目まで、これでもか！とばかりの

たらしくジャスティン・モーゼズ (bj) とバリー・ベイル

ビル・モンローとフラット＆スクラッグスのヒット曲オ

ズ (bs) を加えた完璧なブルーグラス・アンサンブルが創

ンパレード。この調子で全 28 曲、次から次へとブルー

るサウンド。1997 年のエリック・クラプトン "Change

グラスを創ったモンローとフラット＆スクラッグスが

the World" の作者として知られるのゴードン・ケネディ

（数曲は違うけど）、なんと、チョッとだけどスタンレー
風のボーカルとバンジョーで――つまり、モンローの

との共同プロデュースで自身の音楽観を広げる秀作。

「激」とレスターの「味」とアールの「技」を抜いて―

RUR-1104 DARRELL WEBB BAND『Breaking
Down the Barriers』CD¥2,363-( 本体 ¥2,250-)

―聴かせてくれる。さらに全編を駆け抜けるというか縫

19 歳でロンサム・リバー・バンドに加入以来、J.D. ク

いまくるというか、わがアイドル、ベニー・マーティン

ロウのニューサウス、ロンダ・ビンセントのザ・レイジ、

のフィドルが所構わず顔を出す楽しさ。メジャーのフィ

マイケル・クリーブランド＆フレームキーパーズなど、

リップ・レコードから『Golden Bluegrass Hits』と『More

高校卒業後から数々のメジャーバンドを経験した東テネ

Golden Bluegrass Hits』( 共に 1962) として日本やヨー
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ロッパでも発売され、広くブルーグラスを世界に紹介し

Guitar』でグラミー賞最優秀ポップインストアルバムを

たバリア・ブラザーズ。その二枚のアルバムを順に 24

受賞している。また大塚は昨年、念願の初ソロアルバム

曲収め、1960 年にシングルで発表した４曲をプラスし

『First Tear』(PATUX-231 ¥2,573-) を発表、11 月には

た全 28 曲。トラッドグラスファンに強力お奨めの 60 年

ブルーグラス 45 との全国ツアーで久々に来日、ムーン

代ブルーグラス大名盤である（ただし、マンドリンがな

シャイナー 2012 年 10 月号で大特集がある。

きゃダメとか、スネアが入っているとだめという人には

RCSI-1075 OLD & IN THE WAY『Old & In The

ゴメン）。ブルーグラスのフィドルとバンジョーの役割、

Way』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 限定入荷注意！

そしてトリオハーモニーのイロハまで、「激」／「味」

Pig In A Pen/Midnight Moonlight/Old And In The Way/

／「技」抜きの聴いていて気持ちいいブルーグラスが存

Knockin' On Your Door/The Hobo Song/Panama Red/

分に楽しめる秀作だ。

Wild Horses/Kissimmee Kid/White Dove/Land of the

JASMD-3608 V.A.『Bluegrass: That High

Navajo. 以上全 10 曲

Lonesome Sound』CD ２枚組 ¥2,888-（本体
¥2,750-）

がヨーロッパから限定入荷。1970 年代に発表されたブ

ムーンシャイナー誌 12 月号で大阪トラッドグラスの

ルーグラス作品でもっとも売れたアルバムとされるピー

伝統を守る「千日前ブルーグラスアルバムバンド」の紹

ター・ローワン (g)、デビッド・グリスマン (m)、バッサー・

介と同時に特集した「アーリーブルーグラス」へのお誘

クレメンツ (f)、そしてアメリカン・ロック界のカリス

い。その代表的な録音を集め、イギリスから今夏に発表

マ、ジェリー・ガルシア (bs) らによる 1973 年、ほんの

された一枚。ソニー・オズボーンが 14 歳で 1952 年に録

短期間だけ存在した奇跡のブルーグラス・ライブ大名作

音した "Uncle Pen" を１曲目に、1953 年発売のロウズ・

である。すでに会社がなくなった「LINE」レコードの

ブラザーズ "Orange Blossom Special" が２曲目、つづい

残り物、いつなくなるか分かりません！ご注意 !!

て 1960 年代に日本盤が出ていたバリア・ブラザーズ、

グリスマンの私的レーベルからから発表された同一メン

４曲目ラッキー・チャップマンの "Blue Grass" は、なん

バー同時期のライブ CD ２枚、
『High Lonesome』(ACD-19

とジョン・ダッフィによるアグレッシブなマンドリン・

¥2,573-) と『Breakdown』(ACD-28 ¥2,573-) も在庫あり

インスト !!……などなど。たしかに録音も良くないし、

ます。

演奏技術もスーパーなわけない、けれどもこの強烈なエ
ネルギーと、それぞれの曲の深い味わいとウキウキ／ワ

RG-4000098 JOHN HARTFORD『Aereo-Plain/
Morning Bugle: The Complete Warner Bros.

クワクは何だろう？

Recordings』CD ２枚組 ¥3,780-（本体 ¥3,600-）

日米ともに長い間にわたって廃盤となっている大名盤

……この麗しい !? アーリー・デイ

ズ・オブ・ブルーグラスの雰囲気にどっぷりと浸ること

なお、

フラット＆スクラッグスをこよなく愛し、アールとベ

を強力！オススメします !!

ニー・マーティンに私淑し、現在もあらゆるところで耳

RCSI-1079 GRAZZ MATAZZ『Deliquent Minor』

にする世界ヒット "Gentle On My Mind" で 1968 年にグ

CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

ラミー受賞、ハリウッドで TV スターとして成功するが、

Mapleview Rag/Walkin'One and Only/Oh, Lady Be

連続 TV ドラマ主役のオファーを蹴ってナッシュビルに

Good/One Morning in May/After You've Gone/Yodel

戻り、その後ブルーグラス／ニューグラスの精神的支柱

Lady 他全 10 曲

となった偉大なジョン・ハートフォード。彼が 1971 年、

ブルーグラス 45 の大塚章 (m) とアルとパティ・ぺタ

バッサー・クレメンツ、ノーマン・ブレイク、タット・

ウェイ（元）夫妻のグラズ・マタズが残した唯一のアル

テイラー、ランディ・スクラッグスとともに、デビッド・

バム。ジェスロ・バーンズやベラ・フレックらをゲスト

ブロムバーグというニューヨークのヒッピーに、「テー

に、マイク・オルドリッジやピート・ケネディらワシン

プを回し続けて……、君がマスターを仕上げるまで絶対

トン DC 地区の優秀なミュージシャンを集め、パティの

にプレイバックは聴かないから」というコンセプトで録

女性ボーカルを生かしたトラッドやスタンダードなど、

音した名盤『Aereo-Plain』とその未発表曲。ザ・バン

ドーグ以降のアコースティック・スウィング作品とし

ドやジャニス・ジョップリン、佐野元春などのプロデュー

て、1985 年にワシントン DC 地区の音楽家連盟のアワー

スで知られるジョン・サイモンをプロデューサーに、ノー

ドショウである「ワミー」の最優秀アルバムにも選ば

マン・ブレイクとデイブ・ホーランドを迎えた 72 年の

れた秀作。なおアルは 2005 年、フィンガーピッキンに

『Morning Bugle』とその未発表曲。。ブルーグラス史に

よるヘンリー・マンシーニ曲集『Henry Mancini, Pink

残る 1971 年と 72 年の大名盤がついに米国盤として発売、
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しかも８曲（Can't You Hear Me Callin'/Cumberland

2006 年にマウンテンハートのスーパーフィドラー、

Gap/Orange Blossom Special/Don't Let Your Deal Go

ジム・バンクリーブのプロデュースでアルバム、『Carrie

Down/Back Up and Push 他）、両セッションから４曲

Hassler & Hard Rain』(RHY-1028 ¥2,573-) としてデ

ずつの未発表入り！かつ、ヨーロッパ版では味わえな

ビューしたテネシー出身のカントリーガール、キャリー・

かった抜群の音質での米国初リリース。

ハスラー。その硬質で伸びのあるカントリーボイスで
ハードコアなコンテンポラリーブルーグラス・サウンド

ブルーグラス旧譜のお奨めコーナー !?

に存在感を持つ彼女 2012 年の３作目、グラム・パーソ

■トラッドグラス

ンズ／エミルー・ハリスの "Luxury Liner" を１曲目に

RC-112 THE SIDEMEN『Almost Live at the

で、ロン・スチュワート (bj,f) とジャスティン・モーゼ

したミニアルバム。スティーブ・ガリーのプロデュース

第一世代が確立した伝統様式を継ぐ

ス (d,f) というふたりのマルチプレイヤーのほか、ティム・

Station Inn』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

スタッフォード (g)、アラン・バイビー (m)、マーク・フェ

かつて毎週火曜日の夜、ナッシュヴィルのステイショ

イン (bs)、マーク・ロウズ (perc) に、スティーブとデー

ン・インでライヴを続けたユニット、ザ・サイドメン。

ルアン・ブラッドリーのハーモニーという豪華バック

メンバー各人が有名バンドのサイドマン（バックミュー

アップ。ブルーグラスと曲によってはスティールギター

ジシャン）で構成されるこのグループの、本業だけでは

も参加して泣かせるカントリーなどを自由にクロスオー

消化しきれないエネルギーを発散させた、若さと熱気の

バーする女性シンガーである。

アルバム。常に流動的なサイドメンだが、1994 年この

REB-1842 DEHLIA LOW『Ravens Crows』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

作品でのメンバーは、マイク・バブ (bs)、ジミー・キャ
ンベル (f)、テリー・エルドレッジ (g)、ロニー・マッカー

アンニャ・ヒンクル (f) のアパラチアン・ルーツ色の

リー (m)、ラリー・パーキンズ (bj)、ジーン・ウーテン (d)

濃い女性ボーカルとオリジナル５曲を軸に、ハンク・コッ

に、エド・ダイがゲスト。トップ・バンドで鍛えられた

クランとウィリー・ネルソン共作で未発表だった曲を

実力で、多彩なレパートリーを見事にこなすスーパーバ

ノーラ・ジョーンズがカバーしたホンキートンクものや、

ンド。日本のレッドクレイから発表され、来日ツアーも

最後にカーター・ファミリーのトラッド "Cannonball

した当時若かった彼ら、あれから 20 年、今や米国ブルー

Blues" を見事なスロー・ブルースにアレンジしたカバー

グラス界の重鎮たちだ。

■ニューグラス／プログレグラス

を配したデリア・ローのレベルからのデビュー作。アー

H S -1004 T I M O ' B R I E N『T w o J o u r n e y s』

ニン (m)、グレッグ・スティグレッツ (bs) ら、アパラチ

ロン・バランスの新感覚ドブロ、ブライアン・クレンデ

ブルーグラス伝統様式に、他の音楽様式を加味。

アど真ん中、ノースカロライナ州アッシュビルの若いバ

CD¥2,888-( 本体 ¥2,750-)

ンジョーレス５人組をストリングダスターズのトラビ

現在ブルーグラス界最高のシンガーソングライターで

ス・ブックがプロデュース。アーニャとステイシー・ク

クリエーターのひとり、ティム・オブライエンが自身の

ロウド (g) の女性ハーモニーを軸に、アーニャの陰影を

ルーツ、アイルランドに迫った 2001 年作品。ケビン・バー

持ったハスキーなバリトンボイスが魅力だ。

クやジョン・ウィリアムズらケルト系ミュージシャンを

COMP-4566 BEARFOOT『American Story』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) ( 歌詞付 )

迎え、アイリッシュの歌姫カレン・ケイシーとのモンロー
ブラザーズ "What Does the Deep Sea Say?"、ケンタッ

あたらしい女性リード・ボーカリスト、チョッとハス

キーのダレル・スコットやケイジャンとオールドタイム

キーでブルージーなノーラ・ジェーン・ストラサーズ (g)

のダーク・パウェルらとの南部音楽、そしてビートルズ

に交代した若者バンド、ベアフット最新作。まだ 20 代

の "Norwegian Wood" で締める。ヨーロッパとアメリカ

の柔らかなポップ感覚で書いたノーラのオリジナルを中

のさまざまな民族の持つ精神を背景に、ティムが解釈し

心に、クラスタープラッカーズからディキシーチックス

た意欲作。

を経験したポップな感覚の持ち主ブレント・トリットの

■女性ブルーグラス＆オールドタイム

プロデュース／録音で、学生ブルーグラス時代の仲間、

RUR-1092 CARRIE HASSLER『The Distance』
CD¥2,027-( 本体 ¥1,980-)

ジェイソン・ノリス (m)、アンジェラ・オウディーン (f)、
トッド・グリーベ (g)、P.J. ジョージ (bs) から成るベアフッ

Luxury Liner/All I Have To Do Is Breathe/Catch My

ト、コントロールの効いたハッピーなニューグラスサウ

Breathe/Keep Your Memory Warm 他全８曲
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ンドも決まる。お勧めの若い女性ブルーグラス作品。

降、クリス・シーリ以前の中堅ミュージシャンで、と
もにブルーリッジ系ブルーグラスのスーパーピッカー

インスト作品

であるサード・タイム・アウトのウェイン・ベンソン
43 歳とグラスタウンのアラン・バイビー 48 歳による楽

■話題のインスト最近作

しい！ツイン・マンドリン集。ビル・モンローの特徴

PCP-12001 CARL JACKSON『Grace Notes』

的フレーズをモチーフにしたふたりの掛け合いのオリ

CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

ジナル曲にはじまり、ビル・エマーソンのバンジョー

Amazing Grace/Life's Railway to Heaven/What a

名曲 "Sweet Dixie" のマンド対決、ラッセル・ムーアの

Friend We Have in Jesus/I'll Fly Away 他全 12 曲

ボーカルを迎えた "Another Night"、そしてマイク・コ

スリーフィンガーピッキンに関しては、圧倒的なキャ

ンプトンに教わったというビル・モンローの未発表曲

リアを誇るカール・ジャクソン。これまでに出会った思

"Pilgrim's Knob"、ほかにチャーリー・パーカー曲のジャ

い出深いギターを１本ずつ 12 曲、１曲ごとにギターを

ズマンド対決、最後にトミー・ジャクソンのフィドル名

介したエピソードを語りつつ、有名ゴスペル曲をフィ

曲 "Crazy Creek" のふたりだけのデュオ・カバー。その

ンガーピッキンする暖かいギターインスト集。1971 年、

ほかはふたりの書いたオリジナルを、ロン・スチュワー

高校生のときにジム＆ジェシーをバックに発表したデ

ト (bj,f) とワイアット・ライス (g)、ハロルド・ニクソン (bs)

ビューバンジョーアルバム『Bluegrass Festival』が

という申し分ないメンツを配して、マンドリンファンに

衝撃的で、つづくグレン・キャンベル・バンドにいる

はおなか一杯、楽しいお勧めの一枚。アランは 1985 年

ときに『Banjo Player』(1973) を発表、その "Orange

以来、ニュークイックシルバー、サードタイム・アウト、

Blossom Special"（ビル・モンローのビーンブロッサム・

ルー・リード＆カロライナ、そしてブルーリッジ、いず

ライブにも収録）に度肝を抜かれたバンジョーピッカー

れも話題バンドに在籍、その間に残した有名なソロの

数知れず、その超ハイレベルな指（スリーフィンガー）

数々はタブ譜集『Alan Bibey』(¥1,575- 絶版につき限定

には定評がある。そののち、「南部」をことさらに意識

超特価 ) にもなっている。そして 2006 年 12 月以来、グ

したシンガーソングライターとして大転進、1991 年に

ラスタウンで活躍、2007 年には SPBGMA 最優秀マン

エミルー・ハリス＆ナッシュランブラーズをバックに

ドリンにも選ばれている。同じノースカロライナ生まれ

ジョン・スターリングとの『Spring Training』でグラ

のウェインは 1989 年、10 代でスコット・ベンソンに誘

ミー受賞。そののちはプロデューサー／ソングライター

われてライブワイアーに参加、1993 年からアランに代

として、2003 年にはジョニー・キャッシュやジェイムズ・

わってサード・タイム・アウトに就職、2004 年ジョン・

テイラー、ドリー・パートンやアリソン・クラウスら

カウワン・バンドに移籍するも 2007 年、ふたたびサー

を迎えたルービン・ブラザーズに捧げる『Livin', Lovin',

ドタイムアウトに戻り現在に至る。なお、グラスカルズ

Losin': Songs of the Louvin Brothers』(2003) でグラミー

のバンジョー奏者クリスティン・スコットは妻である。

受賞、また最近作は、マーク・トウェインを題材にした

P A T U X -234 C O R Y P I A T T『D a y d r e a m s』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

２枚組 CD『Mark Twain: Words & Music』(2011) で、マー
ク・トウェイン役にクリント・イーストウッド、ハック

７歳でマンドリンを弾きはじめ、現在はケニー＆アマ

ルベリー・フィン役にジミー・バフェットを配し、エミ

ンダ・スミス・バンドで超デリケートなケニーのリズム

ルー・ハリスやビンス・ギル、シェリル・クロウやロンダ・

ギターに乗っかって素晴らしいマンドリンを聴かせてい

ビンセントらがブルーグラスを演じた作品をプロデュー

るコリー・ピアットのデビュー作。そのすごいマンドリ

ス。そんな今年９月に還暦を迎えるアーティスト、カー

ンを、いまや若者のスタンダード・ジャム曲となりつつ

ル・ジャクソンの愛情タップリ、1800 年代中期製のマー

あるダロル・アンガーの "Ride the Wild Turkey" ほか、

ティン・パーラーギターから 2012 年製のレコーディン

ボーカル曲を４曲（話題のボックスカーズのキース・ギャ

グキング・パーラーギターまで、さまざまなギターを生

レットが２曲とロニー・ボウマン１曲、ブルームーン・

指で弾いて聴かせるそれぞれのギターのキャラクターが

ライジングのブランドン・ボスティック１曲）に自身の

楽しいギターインスト作品である。

オリジナル・インスト曲を配した、バラエティに富ん

PC-1183 ALAN BIBEY & WAYNE BENSON
『Mandolin Chronicles』CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-)

だ楽しめるマンドリンインスト集。バックアップには今
もっとも旬の若手スーパーピッカーたち、今年 20 歳！
クレア・リンチ・バンドにいながらトニー・ライス・ユ

マンドリン世界を創造したブッシュ／グリスマン以
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ニットでリッキー・シンプキンズのトラ（ムーンシャイ

歴豊富なスタッフがアドバイス、また楽器につきまして

ナー誌８月号グラビア写真）を努める話題のブライアン・

は、本体やパーツなど、各種取り扱っています。お気軽

マクドウェル（ギターもすごい！）のフィドル、すでに

にお問い合わせください）

有名バンドを渡り歩き現在はシエラ・ハル・バンドのジェ

■ギター

COMP-4279 PHILLIPS GRIER & FLINNER

イク・スタージェル (g) のふたりに、スコット・ベスタ

『Todd Phillips, David Grier & Matt Flinner』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

ル (bj) とランディ・コーアズ (d)、マーク・シャッツ (bs)
というベテランが脇を固める。２曲でジム・バンクリー
ブ (f) やコリーの弟オウエン・ピアットが素晴らしいバ

偉大なフラットピッカー、デビッド・グリアとベーシ

ンジョーを聴かせるなど、聴き所満載。

スト、トッド・フィリップス、2011 年にバリンジャーファ

S M B -2012 S L E E P Y M A N B A N J O B O Y S

ミリーのバンジョー奏者として来日したマンドリン（本

『America's Music; Classic American Bluegrass』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

職）のマット・フリナーのトリオが 1999 年に発表した
クールで知的なアコースティック・トリオ・アンサンブ

"Foggy Mountain Breakdown"、"Salt Creek"、"John

ル作品。1970 年代を生き抜いたブッシュ／ライスら、ノー

Hardy"、"Bugle Call Rag"... 他、ブルーグラスの超スタ

てんきな（いい意味だぞ !?）ブルーグラスらしさから生

ンダード 12 曲を見事、完璧に演じるミゾーニ３兄弟、

まれるドライブによるエキサイトメントは控え、それぞ

スリーピー・マン・バンジョー・ボーイズ。ニューヨー

れの楽器のあり方 !? とトーン ?! に集中して創られた音

ク・シティ郊外に住む彼ら、最年少のバンジョー奏者ジョ

世界は、聴き込んでいくほどに深い。彼らにはもう１枚、

ニー 9 歳、フィドルのロビー 11 歳、ギターのトミー 13

ビル・モンローからビートルズなどのカバーばかりを集

歳。はっきり言いますがバンジョー、その右のインパク

めた『Looking Back』(COMP-4342 CD¥2,573-) がある。

トは十分本物です。子供の才能ってすごい。それを伸ば

G T -0665 D O N R E N O『G o l d e n G u i t a r』

そうとする米国のメディアやミュージシャンのコミュニ

CD¥1,260-( 本体 CD¥1,200-)

ティが、またすばらしい。「子供だから」、とか「親の七

Grey Eagle/Polka on the Guitar/Turkey in the Straw/

光り」とか、そんな言葉はないよ。マイク・コンプトン (m)、

Dixie Medley/I Like Mountain Music 他全 15 曲

そしてマイク・バブとミッシー・レインズ (bs) がバック

お蔵入りしていたドン・レノ (1927-1984)、1972 年録

アップ、最後にボーナスで、J.D. クロウとの "Flint Hill

音のギターインスト・アルバムが 1999 年に CD 化され

Special" 共演のライブが収められている。嬉しいでしょ？

たものが、さらに廉価版として再々登場、ブルーグラス・

こんな子供たちを見るのって。昨年来メディアやフェス

フラットピッキンのお手本作品である。ドック・ワトソ

で引っ張りだこも納得！

ン登場以前からバリバリのフラットピッキンを聴かせて

PATUX-231 大塚 章『First Tear』CD¥2,573-（本

いたドン・レノ、13 歳でアーサー「ギター・ブギ」ス

体 ¥2,450-）

ミスのバンドに入ったキャリアから当時のポップ音楽に

ムーンシャイナー 10 月号のカバーストーリーでもあ

も精通した音楽観は彼のメイン楽器であるバンジョーに

る大塚 章のソロデビュー作。アキラは 1973 年以降、ア

も遺憾なく発揮されているのはご承知の通り。スクラッ

メリカにとどまり、数々のバンドに参加、ワシントン

グス同様、彼らの育ったカロライナのピードモント地方

DC 地区のブルーグラスに大きな功績を残している。デ

は、けっこうな音楽先進地だったのだろうか。

■バンジョー

ビッド・グリア (g) やマイク・マンフォード (bj)、リッキー・
シンプキンズ (f) らを基本セットに、日本から兄のジョッ

（ムーンシャイナー連載のチチ松村「バンジョー祭り」、

シュ大塚、ロカビリーのビル・カーチェンを含むさまざ

世界のバンジョー音楽をお見逃しなく !!）

まなゲストを迎えて演じるブルーグラス、ニューグラス、

WOU-1007 EARL SCRUGGS『Nashville's
Rock』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

スウィングなど。恩人でもある故ジョン・ダッフィに捧
げたラスト、ライブ録音 "Heartaches" のエディ・アドコッ

1969 年にフラット＆スクラッグスを解散、アール・ス

クとトニー・ライスが凄い !! 40 年前に米国移住したアキ

クラッグス・レビューがデビューするまでの間、47 歳

ラ、念願のソロ作は、すばらしい作品になった。

のアール個人名義で 1971 年に発表されたバンジョーイ
ンスト作品の CD 化。当時、この BGM 風のポップなロッ

各楽器別お勧め作品

キンサウンドは多くの人が批評したが、わたしはこのア
ルバムでバンジョーのトーン、そしてアール独特のメロ

（楽器奏法や教則、また CD に関してはミュージシャン
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ディの取り方（スリーフィンガーとの折り合い）を学ん

のテクノロジー（音程修正など）を使わず、生身のアー

だ。当時 17 歳の息子ランディのほか、ナッシュビルの

ティスト、マイク・コンプトンを聴かせるという生録音、

スタジオ・ミュージシャンたちに囲まれたアールが、当

ディープなファンにはこの上ない究極のソロだ。

時のロックヒット曲を次々と演じる。見事なスリーフィ

PATUX-182 FRANK WAKEFIELD『Ownself

ンガーでの "Hey Jude"、トラッドゴスペルが美しい大地

Blues』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

を感じさせる "In the Gloryland" はベラの "Big Country"

グリスマン一家のマンドリン・グル（導師）、フランク・

に通じる壮大な景色を見せ、そして最後にオーケストラ

ウェイクフィールドの 2009 年作は、最高作と言っても

との共演では生指！単音弾き「明日に掛ける橋」など、

いい大秀作。ジョーダン・タイスやマイケル・クリーブ

アールのバンジョー天国だ。アール信奉者には、彼の本

ランドら、まさに 75 歳の彼にとっては孫世代のスーパー

質がぎっしり詰まった必聴／必携の一枚だぞッ !!

ピッカーたちを得て、そのウキウキとした様子が目に浮

E1-2133 B E L A F L E C K & F L E C K T O N E S

かぶようなすばらしいブルーグラス作品。ビル・モンロー

『Rocket Science』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

よりも「モンローらしい」と言われたというフランク。

いまやジャズ／クラシックを越えて米国音楽界の重鎮

本作でもその旺盛な創造力は衰えず、一聴するだけでは

とまで言われるベラ・フレックのオリジナルメンバーに

「バタバタバタバタ……」という印象の音の粒、その一

戻ったフレックトーンズ 2011 年の最近作。2012 年のグ

音ずつに魂が聴こえるのは晩年のモンローに匹敵する凄

ラミーでも、本作からベラ・フレックとハワード・リー

さだと、わたしは思う。……そして 2011 年作の最近作

ビー作曲の "Life in Eleven" が最優秀インスト作曲賞を

はモンロー曲集『Tribute to Bill Monroe』(PATUX-227

受賞している。バンジョーという楽器を最先端音楽の中

|2,573-) も当然、凄い !!

で自由に転がした、その功績はアール・スクラッグスに

DGR-001 JUSTIN MOSES『Dusty Roads』

匹敵する偉大なものだ。ムーンシャイナー 2012 年５月

CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

号で紹介されたアールの葬儀での追悼スピーチは素晴ら

驚くべきマルチプレイヤーぶりで、現在もっともホッ

しかった。

トなミュージシャン、ジャスティン・モーゼズが 2006 年、

PC-1147 V.A.『Ultimate Pickin'』CD¥2,573-（本

20 代前半のときに発表した唯一のソロ作品。マンドリン・

体 ¥2,450-）

インストがメインだが、全 12 曲中７曲はボーカルやハー

Clinch Mountain Backstep/Sally Ann/Steel Guitar Rag/

モニーも含んですべて自分ひとりの録音というスーパー

Home Sweet Home/Dear Old Dixie 他全 20 曲

マルチプレイヤー。2000 年、ブルー・ムーン・ライジ

スコット・ベスタルが中心になって 1990 年代の若手

ングに参加、2005 年にシエラ・ハルのハイウェイ 111

スーパーピッカーたちが発表したインストシリーズのベ

の創立メンバーとして活躍、ニューファウンド・ロード

スト集。2005 年に発売されたものの会社が売却されす

などを経て 2009 年のダン・ティミンスキ・バンドに参加。

ぐに入手不能となった作品が限定入荷。スコットのバン

現在はリッキー・スキャッグスのケンタッキーサンダー

ジョーほか、ジェフ・オートリー (g)、ウェイン・ベン

のバンジョー奏者として活躍中。要注意人物です !

ソン (m)、オウブリー・ヘイニー／リッキー・シンプキ
ンズ (f)、ロブ・アイクス／ランディ・コーアズ (d)、マー

OTH-1211 オールドタイム・ヘラルド誌『2011
年 6 月／ 7 月号』Book¥1,260-

ク・シャッツ (bs)、現在第一線のベテランたちが超有名

英語版オールドタイム音楽の季刊誌。オールドタイム

インスト曲で遊ぶ至福のブルーグラス・インスト集。

におけるマンドリン大特集が興味深い伝承音楽の情報満

■マンドリン

載の 52 頁。

■フィドル

RCSI-1051 MIKE COMPTON『Rotten Taters』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

RC-113 JIMMY CAMPBELL『Pieces of Time』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

ビル・モンロー・スタイル・マンドリニストとして知
られるマイク・コンプトンが、トラッド・ブルーズを中

2003 年、事故で他界したザ・サイドメンのフィドラー、

心に、バディ＆ジュリー・ミラーのカバーと自作曲など

ジミー・キャンベルが 97 年に、わがレッドクレイレコー

をマンドリンの弾き語りで聴かせるソロ・パフォーマン

ドから発表した最高作。マイク・コンプトン (m)、ロニー・

ス。オーストラリアのルシアー、ポール・ダフ製作の

マッカーリー (g)、ダナ・カップ (bj)、マイク・バブ (bs)

F-5(2011 年 ) マンドリンと H-5(2009 年 ) マンドラを使用、

らのバックに、ビル・モンローが参加、ビルの最後の録

昨年夏オーストラリアでのスタジオ・ライブ録音。近年

音でもある（モンロー最後の録音のひとつが日本のレッ
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ドクレイにあるって、ちょっと凄くない……!?）。"Down

一昨年秋の結成 40 周年を記念してジャケットを一新し

Yonder"、"Jenny Lynn"、"Soldier's Joy" 他、すばらしい

て再発売。なおムーンシャイナー誌、マイク・オルドリッ

ケニー・ベイカー系の正統派ブルーグラス・フィドル集。

ジ追悼特集号は 2013 年２月号、またセルダム・シーン

C O M P -4275 D A R O L A N G E R『D i a r y o f a

40 周年記念ライブリポートは 2012 年１月号 (¥525-) 参照。

Fiddler』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

オールドタイム＆フォーク新入荷

フィドル求道者ダロル・アンガーの 1999 年大名盤。
ブルーグラス、ブルース、ジャズ、ケープブレトン（ケ

RCSI-1086 JIM HURST『Intrepid』CD¥2,573-

ルト）など、さまざまな北米フィドルの第一人者をゲス

( 本体 ¥2,450-)

トに迎え、まさしく収録されているビートルズ曲 "With

Long and Lonesome Old Freight Train/Papa's Knee/

a Little Help from My Friends" そのままの楽しい作品。

Open G Medley/Long Black Train/Lock on Me 他全 13

ゲストは故バッサー・クレメンツ、ステュアート・ダン

曲

カン、サム・ブッシュ、ナタリー・マクマスター、マット・

デビッド・グリスマン親子との『Folk Jazz Trio』(2011)

グレイザー、リチャード・グリーン、ブルース・モルス

のすばらしいギターがまだ耳に残るジム・ハーストの最

キー、ティム・オブライエン、そして当時 10 代のケイ

新作はソロボーカル集。クレア・リンチ・バンドをは

シー・ドリーセン他、フィドルの多様な楽しさが詰まっ

じめ、長年サイドマンとして活躍してきたジムは、「こ

たとても楽しい豪華作品。弓使いミュージシャン必聴 !!

れまで、自分自身のサウンド作りはしたことがなかっ

RHY-1029 JIM VAN CLEVE『No Apologies』

た。今回は初めて、自分を前面に出した」という。それ

CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
（歌詞付）

だけ丁寧に、ギタリストとしてのアイデンティティも失

現在もっともアグレッシヴなブルーグラス・フィド

わずにボーカルのバックや間奏ではきっちりギターを

ラー、マウンテン・ハートのジム・バンクリーヴのデ

聴かせる。ルイーザ・ブランスコム作のブルージーな

ビュー・ソロ作品。インストが６曲とボーカル物が５曲、

"Long Black Train" や、両親が書いた唯一の曲というと

アダム・ステッフィ (m)、クレイ・ジョーンズ (g)、ジェ

ても優しい "Through the Garden" から、アイドルだっ

イソン・ムーア (bs)、ロン・スチュワート (bj)、ロブ・

たジェリー・リードの "Lock On Me" など、さらにイン

アイクス (d) の６人を基本に、ブライアン・サットン (g)

スト "Open G Medley" には "Buffalo Gals"、"Gold Rush"、

を５曲で起用、なぜ、50 年前に完成されたブルーグラ

"Groundspeed" が収められ、つづく真夜中にギターと話

スが半世紀を経た今も、執着と挑戦の対象であり続ける

しながら作った "Impressions"……。ジムの人柄そのま

のか、つまりそれがブルーグラス、五つの楽器が一瞬の

まのアカペラヒム "Just As I Am" を例に挙げるまでも

隙も見せずにひたすら緊張し続けている理由なのだ。凄
い !!

なく、スターシンガーにありがちな押し付けがましさは

2007 年のグラミー・ノミネート作品でもある。

微塵もなく、ギターと自分の正直な姿を見せてくれる。

■ドブロ

最後の１曲 "He Makes You Strong" のみ、アマンダ・ス

R E B -1101 S E L D O M S C E N E『B e s t』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

ミスとアリス・ベスタル、友人のご夫人ふたりとバスボー
カルのシェルトン・フィーゼルを迎えた四重唱。ジムの

City of New Orleans/Sing Me Back Home/500 Miles/

ギターを未経験の人には、上記のデビッド＆サム・グリ

Hello Mary Lou/Sweet Baby James/Paradise/Darling

スマンとのギター／マンドリン／ベースのトリオ『Folk

Corey/Little Georgia Rose/Rider 他全 16 曲

Jazz Trio』(ACD-76 ¥2,573-) を大推薦 !!

2012 年 12 月 29 日、マイク・オルドリッジが 73 歳で
亡くなった。ジョッシュ・グレイブスがブルーグラスに

オールドタイム＆フォークお勧め作品

持ち込んだドブロを、そのトーン／発想法ともにまった

RC-126 渡 辺 敏 雄『The Fiction Twins』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 歌詞付き

く違うレベルに持ち上げ、ブルーグラス以外のさまざま
なニーズに対応した第一人者である。なんと言ってもマ

ブルーグラス 45 ではベース、シャギーマウンテンボー

イクのキャリアが花開くのは、1971 年秋に結成された

イズではバンジョーから現在はマンドリンを担当する渡

セルダム・シーンから。折からのシンガーソングライター

辺敏雄 B.O.M. 社長が、1930 年代に大ブームを巻き起こ

の隆盛とともに、都会の大人のブルーグラスとして受け

したブラザーデュオ、中でもモンロー・ブラザーズを再

入れられた『Act 1』から『Act 3』までの初期シーンか

現した力作。よく選曲された美しいメロディーを丁寧

ら美味しい曲を全 16 曲ピックアップしたベスト集が、

に、モンロー兄弟が持っていた初期ドライブをうまく表
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現している。レスターもアールもきっとそうしたように、

んな父親ケイシー・アンダーソンがプロデュースした通

1960 年以前のアメリカン・ポピュラー音楽の原点のひ

算 33 枚目になる現在の最近作。なお、2008 年にウェス

とつといえるブラザーデュオのメロディ／ハーモニーと

タン・ヘリテージ・アワードを受賞した前作『Cowgirl』

ビートを見事に再現した、秀作である。

(SBT-014 ¥2,573-) もある。たちだ、２枚のアルバムとも
にすでに廃盤なので限定供給となります。

カントリー新入荷

AHE-5117 JAKE PENROD『Closer To Me』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

RCSI-1088 MONTE GOOD『A Texas Honky

The Girls Next Door in Austin/A Bright-Red Indian

Tonk』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

Paintbrush/Big Yellow Moon/Can't You Hear My Heart

That Girl Who Waltz on Tables/I Flew Over Our House

A-Breakin'/When I Was Dreamin' 他全 12 曲

Last Night/The Corner of My Mind/Red Wine and Blue

ハンク・ウィリアムズのカバー集が評判を呼んだ若者

Memories/The Right Combination(with Jenee Fleenor)/

ジェイク・ペンロッド、初のオリジナル曲集は、なん

Way Down Texas Way 他全 12 曲

と！ペダルスティール、ギター、ピアノ、ベース、スネ

高校時代に初めてのバンドを組んで地元オクラホマの

アの全楽器をひとりでこなした真摯なカントリー作品で

ダンスホールでデビュー、その後ペダル・スティールギ

ある。すでにメインストリーム音楽産業の仕組みがバレ

ター奏者としてのキャリアを重ね 1989 年にナッシュビ

バレになるなか、近年、ヒットや売り上げよりも自分の

ルに移り、さらにメジャーアーティストのバックバンド

音楽に正直たろうという若者があちこちで増えてきてい

のリーダーまで勤めてきたモンテ・グッド。子供の頃に

る。そして彼ら、やたらうまい上に、感情エネルギーも

オクラホマやテキサスのダンスホールで聴いた音楽が忘

半端じゃなく、なんせ筋が通っている。ブルーグラスな

じ難く、ソロキャリアのデビューアルバムとして発表し

んて、そもそも売れない音楽（基本的に音にはまってし

たのが、これ。モンテとともにナッシュビルのメインス

まったから仕方ない）を一生懸命にやる一群と同様に、

トリームでは聴かれなくなったホンキートンクの王道サ

そもそも売ること／受けること（＝それだけ歌詞と音楽

ウンド、テキサスシャッフルをプロデュースするのはブ

に切実さがあり聴衆に訴える力は強い）が意味を持つカ

ルーグラス・ドブロで知られるランディ・コーアズ。ア

ントリー界にも近年、そんな連中が好き勝手な作品を発

コースティックで鍛え上げた抜群のセンスを、エディ・

表し始めている。
「スリーコードの歌が退屈だと（本当の）

レンジのペダルスティールとジョニー・カーペンターの

カントリー音楽を聴かない批評家の皆さんに捧げる」と、

フィドル、そして抑制の効いたジェイムズ・ミッチェル

本作のライナーノートに書いたジェイク、本来のカント

のエレキギター、そしてブルーグラス・スーパーグルー

リー（生々しい田舎のホンネを垣間見せる）を取り戻そ

プのマウンテン・ハートでギター／ボーカルを担当する

うとしている。さてジェイク、元ハンク・トンプソンの

ジョッシュ・シリングのピアノといったメンバーの音を

ブラゾス・バリー・ボーイズのメンバーらで作ったホン

きっちりと区分けして丁寧に聴かせる。アーネスト・タ

キートンク・カウボーイズを率い、ここまでハッキリし

ブ、ハーラン・ハワード、トム・T. ホール、ポーター・

た主張でやってきた先に何があるのか？

ワゴナー、ビリー・シェリル、ウィリー・ネルソン、ビ

ひょっとして

売れたりして……!?

リー・ジョー・シェーバーらカントリー大御所らのカバー
をスッキリと聴かせる。

カントリー発掘、編集モノ新入荷

SHBT-015 LYNN ANDERSON『Cowgirl II』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
Bob Kingsley)/Mexican Angel (feat. Rollie Stevens)/

JASMD-3541 JOHNNY BOND『I Like My
Chicken Fryin' Size』¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 再
入荷

Bandita (feat. Michael Hearne)/Only the Rocks Live

い ま や ブ ル ー グ ラ ス・ ス タ ン ダ ー ド の "I Wonder

Forever/Buckskin Horse/Virginia City/The Loan/The

Where You Are Tonight" の作者として知られるジョ

Loan (Duet) [Bonus Track] [feat. Belinda Gail] 全 9 曲

ニー・ボンド。1940 年代後半から 50 年代初期にかけて、

Ride, Ride, Ride/Turn the Herd (feat. Barry Corbin &

1970 年に発表された「ローズ・ガーデン」が大ヒッ

ロカビリー前夜のブギウギや、本来のウエスタンスウィ

トしたリン・アンダーソン (1947-)。いわゆる 70 年代ポッ

ングやカウボーイソングなど、当時のアメリカ西部のお

プカントリーの寵児で、両親ともにカントリーソングラ

洒落なポップ音楽が聴ける 23 曲集。

イターとして活躍したというサラブレッド。本作品はそ

BACM-394 V.A『Classic Country Music on the
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Federal Label』CD-R¥2,573-（本体 ¥2,450-）

ビル・スーパーピッカーズがバックアップする本作。デ
ビュー同期のジョニー・ペイチェックをゲストに迎え、

1950 年に米キング・レコードがサブ・レーベルとし
てスタートしたものの、短命だったフェデラルの珍しい

彼の最後の録音となったタイトル曲ほか、ボーナスには

録音を集めたコンピレーション。レノ＆スマイリーが

ジョージ・ハミルトンⅣをゲストに、懐かしい「アビリー

バックアップサポートするトミー・マグネスの 4 曲ほか、

ン (Abilene)」なども聴かせてくれる。

ビル・カーライルの５曲、コープ・ブラザーズのデュオ

PATUX-241 SCOTT BRANNON『Your Old

４曲、フィドリン・レッド・へロンの４曲など、珍しい

Standby』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

1950 年代カントリー全 28 曲。

Wedding Bells/Georgia Bound/Cold November Rain/
Singing Waterfall/I Still Miss Someone/Mountain

カントリーお勧め作品

Church/If I Lose/Sing Sing Sing 他全 12 曲

１曲目のハンク "Wedding Bells" から、渋くて趣味の

HOTR-4606 AMBER DIGBY『The World You're
Living In』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

いい選曲、カントリー／ブルーグラスのバラッドを、す
ごくサラッと、しかし味わい深く唄うベテランシンガー、

It's a Long Way from Heaven/One More Thing I Wished

スコット・ブランノン。父がハンク・ウィリアムズとリ

I'd Said/How Can I Unlove You/She'd Already Won

ノ＆スマイリーのファンだったという、そして自身は

Your Heart/Saturday Night 他全 14 曲

ムーア＆ネピアーがお気に入りだったという、そんなバ

正統派の女性ホンキートンク・シンガーとして、知る

ラッド命のスコットを全編、マイケル・クリーブランド

人ぞ知るアンバー・ディグヒー、待望の最新作。両親、

の趣味良く唄う美しいフィドルがフォロー、ドン・レノ・

そして義理の父ともにロレッタ・リンやコニー・スミス、

フォロワーらしきロイド・ダグラスの趣味の良いバン

ファロン・ヤングやロニー・ミルサップ、オズボーン・

ジョーが気持ち良く鳴り、マンドリンには元ジョンソン・

ブラザーズなどで活躍したプロ・ミュージシャンで、幼

マウンテン・ボーイズのデビッド・マクローリンとベー

い頃からオープリや『ヒーホー』の楽屋で過ごしてきた

スにマーシャル・ウィルボーン。全編、オドシもドライ

というアンバー、テキサスを本拠に堅実な活躍で次第に

ブもない、ただただ淡白に、しかし味のある声とバック

知られつつあるという。この最新作ではビンス・ギルと

がバラードを奏でるブルーグラス秀作、カントリーファ

のデュエットやロイド・グリーンをフィーチャーした曲

ンにも聴いて欲しい。

も収め、ピッグ・ロビンス (piano)、ピート・ウェイド (g)

B A C M -399 R I T A R O B B I N S w i t h D O N

といったナッシュビルの A チームを迎え、一歩前に進

WINTERS & HAWKSHAW HAWKINS『Don't

んでいる。ジム・ロースバーグやディッキー・オーバー

Take All The Love』CD-R ¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）

ビー (pedal steel) ら、ハート・オブ・テキサス・レコー
ドのレギュラーたちがバック、そのひとりで本作でもエ

すばらしい 1950 年代の女性ボーカル……、そう、先

レキギターで貢献するランディ・リンドレイはアンバー

ほど亡くなったパティ・ペイジらと同様、張り（パンチ）

の夫、デリア・ベル＆ビル・グラントやデビッド・デイ

のある力強さと、まだ女性が愛らしかった (!?) 時代の甘っ

ビスのウォリアーリバーボーイズ、カール・シフレット

たるさとを兼ね備えた、これぞ「アメリカン・ガール」

などとも活躍してきたブルーグラス・ミュージシャン

といったリタ・ロビンズ (1932-)。ロカビリー旋風前夜、

でもある。映像ものお勧め作品にアンバーの 2011 年作
DVD がある。

1954 年にニューヨークのマンハッタンで録音された前

HOTR-4168 DARRELL McCALL『Pictures
Can't Talk Back』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

ジャクソン、ボブ・ムーア、オウエン・ブラッドリーほか、

半７曲、そしてチェット・アトキンズをはじめ、トミー・
RCA レコードのセッションマンたちが、どーぞと言わ

バディ・エモンズのプロデュースで 1997 年に発表され

んばかりの分かりやすいメロディと詩に最上のクラシッ

た正統派ホンキートンクシンガー、ダレル・マッコール

クカントリーフレーバーを振り掛ける（途中、ホークショ

の再発。大きなヒットはないが、1960 年代初頭より活躍、

ウ・ホーキンスとの１曲、兄のドン・ウィンターズとの

現在はテキサス・カントリーの牙城ハート・オブ・テキ

６曲のデュオ、そしてドンのソロが４曲入る）ナッシュ

サス・レコードから次々とアルバムを発表しているレイ・

ビル録音が 19 曲。１曲目のオズボーン・ブラザーズと

プライス調のシンガーを、ピッグ・ロビンス、バディ・

レッド・アレンもカバーした "If You Don't Somebody

ハーマン、ジョー・アレン、レオン・ローズ／ジミー・

Else Will" から、もぅ、「戦後」というフンイキを知る人

キャップス／ピート・ウェイドほか、1970 年代のナッシュ
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には堪らないメロディと詩、そしてリズムとコーラス、

ト、デイブ・ポメロイとの共同プロデュースのもと、凄

ほんでリタの「アメリカン」なガール……。

腕ギタリストのケニー・ボーン、フライングブリトーズ

HS-1006 O'BRIEN PARTY OF 7
『Reincarnation;

のアル・パーキンスやリック・ロナウほかをバックに、

The Songs of Roger Miller』CD¥2,573-( 本体

"Midnight Girl / Sunset Town"、"Satisfy You" や "Blue

¥2,450-)

to the Bone" などのかつてのヒット曲と最新曲を、さす
がのベテランの味わいで演じるカントリーロック秀作で

1960 年代のカントリー界にあって異彩を放った偉大

ある。

なシンガーソングライター、ロジャー・ミラー (1936-

■日本のアーティストお勧め集 ...!!

1992) の隠れた名曲を、ティムとモーリーのオブライエ
ン兄妹とその子供たち（ティムには男ふたり、モーリー

OTCR-003 パイレーツ・カヌー『Sailing Home』

には女ふたりの子供）、そしてモーリーの夫リッチ・ムー

CD ¥2,000-( 本体 ¥1,905-)

アの総勢７人のオブライエン一家によるミラー曲集。ロ

Song of Misunderstandings/Blue Shoes/From Sea to

ジャーが有名になった "Dang Me" や "Chug-a-Lug" など

Rocky Shore/Sailor Song/Spider Tatoo 他全 11 曲

はあえて避けつつ、しかしロジャー・ミラー独特の社会

３月に米国ツアーしてきたパイレーツ・カヌー。大学

観や皮肉を見事に透かすような字あまり的面白さを見事

でブルーグラスを学び !?、「For Lips」や「ふたり乗り」

に表現尽くした、さすが現在ブルーグラス／アメリカー

など、話題のバンドを経てきたマンドリンの河野沙羅が、

ナ界最高のシンガーソングライター、ティム・オブライ

2009 年にシンガーソングライターのハント鈴加 (g) と

エンのじつに楽しいアルバムだ。ロジャー最大のヒット

アイリッシュを学んでいた欅（けやき）夏那子 (f) と出

曲 "King of the Road" は、さすがに最終局面でアルバム

会って結成された彼女ら。これまでドブロ、ベースとド

に入れることにしたという見事なアレンジだ。

ラムの男性３人を加えたミニアルバムを２枚発表してき

HOTR-4668 V.A.『Heart of Texas Duets』CD¥2,573-（本

たが今回、女性３人だけで創りあげた初の 11 曲入りフ

体 ¥2,450-）

ルアルバム。河野のライブでの日本語オリジナルを気に

フィドルとスティールギターに導かれて、庶民の生活

入り一晩で英詩に書き換え自身で歌ってデモテープにし

を代弁、応援し、ときには共に涙するテキサスの心、ホ

たというハント、宿命的な出会いそのままに、本作でも

ンキートンクの灯をかたくなに護るその名も、ハート・

同様のふたりの共作となる英詩４曲を軸に、河野が日本

オブ・テキサス・レコードのデュエット物ベスト 20 曲集。

語で歌う１曲とハント自身の英語オリジナル４曲、そし

ジョニー・ブッシュとジム・エド・ブラウンの "Pop a

て宮崎勝之とサム・ブッシュがアイドルだという河野の

Top" を１曲目に、昨秋来日したジョーゼットと父ジョー

インスト２曲。メジャーセブンを多用した浮揚感にルー

ジ・ジョーンズ、ノーマ・ジーンとワンダ・ジャクソン、

ツィーな、ちょっとシュールなアコースティックサウン

フロイド・ティルマンとドリー・パートン他、さまざま

ドで、チチ松村氏いわく、「冬の寒い時は、身体がほっ

な組み合わせの豪華ホンキートンクカントリーデュオ

こり湯たんぽ代わり、夏の暑い時は、心がすっきり風鈴

20 曲集。

みたいな、いつもいつでも側に置いておきたい音楽」と

GTR-0301 SWEETHEARTS of the RODEO
『Restless』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

評している。京都の若い女性が３人、アパラチアルーツ
を感じさせる音楽を創っているというだけで舞い上がっ

ザ・バーズの 1968 年名作アルバムから名付けたその

てしまう……よね。ムーンシャイナー誌 2012 年８月号

名の通り、ウエストコースト風カントリーロックに乗っ

にバンド結成の経緯やメンバー紹介、2013 年３月号に

たユニークな姉妹デュオとして 1986 年のメジャーデ

本作についてのインタビューがある。

ビュー以来、人気を博したカリフォルニア出身のジャニ

ムが２枚、2011 年の第１作 (RCSI-1062 ¥1,050-) と 2012

スとクリスティンのオリバー姉妹、1996 年のアルバム

年の第２作『Too』(RCSI-1063 ¥1,050-) が在庫中。

から 16 年ぶり再結成。1977 年にバイロン・バーライン
率いるグラスロックのサンダンスのオープニングをつと

RC-126 渡 辺 敏 雄『The Fiction Twins』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

めたことから、ジャニスは当時 19 歳のビンス・ギルと

My Long Journey Home/Little Red Shoes/Weeping

結婚（97 年に離婚）、クリスティンはギタリストのレオ

W i l l o w / W i l l t h e Ro s e s Bl o o m / L i t t l e An n i e / J u s t

ナード・アーノルドと結婚、ふたり揃ってナッシュビ

Because/Will the Circle Be Unbroken 他全 14 曲

またミニアルバ

ルに移ってからコロムビアからデビュー、1986 ～ 96 年

ブルーグラス 45 ではベース、シャギーマウンテンボー

まで活躍。子育てなどに一段落した彼女らが、ベーシス

イズではバンジョー、そして現在はマンドリンを担当す
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る渡辺敏雄、B.O.M. 社長が 1930 年代に大ブームを巻き

ウエスト (ebs)、ラリー・アマヌイック、吉田宏治 (drums)

起こしたブラザーデュオを再現した力作。数々のブラ

らのカントリー系エレキ・セットが、優しい宮前のボー

ザーデュオがそれぞれに活躍したが、ここで再現され

カルをフワッと包み込む。カントリースタンダード名曲

るのはビルとチャーリーのモンロー・ブラザーズ。の

とオリジナル曲をバランス良く配し、デビュー 40 年が

ちに「ブルーグラスの父」となるビル・モンローは、

近付いた大ベテランの丁寧なメッセージを届ける。

その（当時すでに）圧倒的なマンドリン奏法を、兄チャー

ISG-2011 きたむらいづみ『Izumi』CD¥2,800-（本

リーが作り出す初期の G ラン、すなわち原初的ドライ

体 ¥2,666-）

ブとお洒落なメロディに乗せて他のブラザーデュオと

2002 年 の デ ビ ュ ー 作『Sweet Grass』(ISG-2002

は一線を画したグルーヴを再現。1960 年以前のアメリ

¥2,800-) につづく、北村いづみの 2011 年の第２作。そ

カン・ポピュラー音楽の原点のひとつといえるブラザー

のフォノジェニックなボーカルを、奥沢明雄がアレンジ

デュオのメロディとビート、歌心を見事に再現した秀

と共同プロデュース担当して、ジミー・ロジャーズから

作。

プレスリー、ジャズやブルーグラスのスタンダードなど

BWCD-001 BACKWOODS MOUNTAINEERS
『Home Sweet Home』CD¥2,000-（ 本 体
¥1,905-、 歌詞対訳付）

の５曲を散りばめつつ、フォスター "Hard Times Come

Blue Bonnet Lane/When It's Lamp Lightin' Time in the

ジョーを弾きはじめた中学生の頃、70 年代後半には確

Valley/Aunt Dinah's Quilting Party/When You Kneel at

かマリア・マルダーに私淑し、関西のリズム＆ブルース

Mother's Grave/Rawhide 他全 14 曲

界でも活躍していた。そんな彼女が、家庭が落ち着いた

Again No More" の日本語詞、そしてオリジナルが６曲、
バランスよく配したポップな作品に仕上げている。バン

1964 年に結成というから 46 年前、その後にロストシ

のち、ブルーグラス・フェスに戻ってふたたび歌いはじ

ティを経営することになる野崎謙治と渡米する田渕章二

めてから創りはじめたと思われるオリジナルの数々で

が、本作に参加している芝田光雄と西条佳峰とともに結

は、自分の音楽ルーツである自然や山をロマンチックに

成した当時の関西スーパーバンド、バックウッズ・マウ

歌い込む。カントリーには尾崎孝のスティールやドブロ、

ンテニアーズ。そのリーダーだった野崎からバンド名を

徳武弘文のギター、宇戸俊秀のキーボードなど。ブルー

受け継いだ芝田が、立命館大学 OB の三橋秀樹 (g) と桃

グラスでは有田純弘 (bj)、岸本一遥 (f)、竹内信次 (m) らに、

山学院大学 OB の大西一由 (m) とスネーク水谷 (f) とと

渡辺茂 (bs)、高橋結子 (drums) らがリズムを支える。ムー

もに編成した新生バックウッズ・マウンテニアーズのデ

ンシャイナー 2012 年１月号に北村自身、２月号に奥沢

ビュー CD。ちなみに芝田と西条は 1965 年、TBS 主催

明雄の寄稿した特集がある。

の大学対抗バンド合戦で優勝した桃山学院大学ブルーグ

PSR-0901/2 坂庭省悟『メモリアルアルバム

ラス・ランブラーズのオリジナル・メンバーである。こ

心の旅２』CD ２枚組 ¥4,000-（本体 ¥3,810-）

こに収められた 14 曲はいずれも、彼らが大学生として

漕げよ、マイケル /Foggy Mountain Breakdown、綿つみ

ブルーグラスに打ち込んでいた時代の名曲ばかり。……

の唄 / ぼくの古いギター、Black Mountain Rag/ ギター

技術よりも勘と雰囲気で初期の日本ブルーグラスを切り

教室 / カーターファミリーメドレー 他全 23 曲

開いていったパイオニアたち、気負いなく、自然体で演

2003 年 12 月、52 歳という若さでいった坂庭省悟、２

じている。

年前に発表された『心の旅』（完売）の第二弾。今回の

TOYU-0511 宮 前 ユ キ『White Lightning』
CD¥2,800-（本体 ¥2,667-）

アルバムは、坂庭省悟が大好きだった仲間たち、ソロ

Ring of Fire/Apartment #9/Today I Started Loving You

田 "ari" 幸一、茶木みやこ、青木まり子と組んだ MMS・

Again/Honky Tonk Angels/ 美しい朝 /Crazy Arms/ うつ

PETA、そして盟友・城田じゅんじ、Shogo BRAND. で

ろな日曜日 /Tennessee Waltz 他全 11 曲

のライブ音源に加え、1970 年フェスティバルホールで

活動をはじめて以降の、宮崎勝之、有山じゅんじ、松

のマヨネーズの音源なども収録しているという。

前作『Waltz of the Wind ～風のワルツ～』以来、５

CLCD-0202 石 田 新 太 郎『Tokyo/Nashville』
CD¥2,000-（本体 ¥1,905-）

年ぶりの最新作は、奥沢明雄 (g,m,v)、尾崎博志 (d) らに
アリソン・ブラウン (bj)、マット・コム (f)、ドン・リグ
ズビー (m,v)、マロ川端 (g)、マーク・シャッツ、渡辺 茂 (bs)

日本のペダル・スティール・ギターの大ベテラン、石

らブルーグラス系アコースティック・セットと、村中愛

田新太郎の最新作は、鹿児島小原節から "Shenandoah"

靖、スリム山口、ロイド・グリーン (steel g)、ゲアリー・

まで、日本民謡からポップ、スタンダード・ジャズか
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らカントリーまで、よく知られる曲を楽しく演じるス

デュオを組みはじめたのは 2009 年という。クラシック

ティール・ギターのショウケース作品。エレキの神様、

ピアノからギター、バンジョーとマスターしていった抜

寺内タケシも参加。

群の音感と 50 年近くになるルーツ系音楽に対する感性

MDCL-1528 ロンサム・ストリングス with 中村

を持つじゅんじのリズムに乗ってまれかのフィドルが見

まり『Afterthoughts』CD+DVD¥2,835-（本体
¥2,700-）

事な成長ぶり、若いってすばらしい。オカロランの超有
名曲を１曲目に、暑苦しいアメリカンとは趣きの違う、

アメリカン・ルーツ音楽の香り漂う英詩によるオリ

涼やかなアイリッシュの響きをあっさりと、しかし十分

ジナル作品とフォーク・リバイバル時代のカバーで知

な主張を持って聴かせてくれるすばらしい作品である。

られるシンガー／ソングライター、中村まりと、桜井

GVAB-001 GREEN VALLEY ACOUSTIC BAND

芳樹 (g) の呼びかけで集まった独自のストリングバン

『Ripe in Bluegrass』CD¥2,000-（本体 ¥1,905-、
歌詞付）

ド・サウンドを追求するインストグループ、ロンサム・
ストリングスのコラボレーション第 2 作。前作『Folk

2007 年 10 月 11 日に他界された平池澄彦さん、40 年

Session』を引っさげてこのユニットでフジロック・フェ

に渡って梅田ナカイ楽器でフィドル教室を主宰、多くの

ス '11 に出演。そののち、神戸のグッゲンハイム邸での

フィドラーを育てた関西フィドルの重鎮の遺作となった

レコ発ツアーを観る機会に恵まれたが、瀟洒な異人館

作品。1960 年代から活躍する関西のベテランのボーカ

という空間の力も相俟って満員の聴衆と共に非常に濃密

ル＆ギターの浜田昇（元大阪市大グリーン・マウンテ

な時間を過ごすことが出来た。白人ブルースのフラン

ン・トップス）とともに、平地千鶴子 (m)、西村和志 (bj)、

ク・ハチソン "Worried Blues"、初期のニュー・グラス・

日高真吾 (bs) で、大人のブルーグラスを志向する。ムー

リバイバルを彷彿されるアレンジが魅力のデッド・ソ

ンシャイナー誌 2006 年 12 月号特集参照。

ング "Cumberland Blues"、田村玄一のスティールが心

TFC-1461 V.A.『 日 本 の カ ン ト リ ー ＆ ウ エ

地よいノスタルジックな雰囲気たっぷりの "Lucky Old

ス タ ー ン 史 ～ オ ー ル ス タ ー 競 演 』CD ６ 枚 組
¥15,750( 本体 ¥15,000-)

Sun"、アイリッシュの香りのするディラン作 "Restless
Farewell"、ラグタイム風味のイントロで原さとしのバ

これは強烈です。日本のカントリー、いや、戦後の日

ンジョーもたっぷり聞ける "Born and Livin' with Blues"

本音楽シーンをリードした「ウエスタン」と呼ばれた

の 5 曲の新録音と '11 年のライブ録音が 3 曲、レコーディ

全 150 曲を収めた化粧箱入り解説書＋歌詞付きの６枚組

ング風景やライブの映像を収めた DVD 付という盛り沢

CD です。ジミー時田、小坂一也をはじめ、寺本圭一、

山。本作は今年 7 月に逝去したベース奏者の松永孝義生

黒田美治、大野義夫、ロバート＆ジェリー対中、井上高、

前のレコーディングで遺作となった。（秋元 慎、ムーン

石橋イサオ、カマヤツ・ヒロシ、守屋浩……、女性では

シャイナー 2012 年 11 月号より）

トミ藤山から宮前ユキまで。そしてバック・ミュージシャ

MNJS-0001 城 田 純 二 ＆ 内 藤 希 花『Mareka

ンにはホリ・プロや田辺エージェンシーなど、そののち

& Junji: Music in the Air』CD¥2,500-（本体
¥2,380-）

の日本の音楽・芸能界を支える事になる重鎮たちが顔を

Si Bheag Si Mhor/Mountains of Pomeroy/May Morning

UICV-1020 斎 藤 ジ ョ ニ ー CD¥3,000-（ 本 体

Dew/Eleanor Plunkett/Stor Mo Chroi 他全 11 曲

¥2,857-）

揃える。

2011 年のデビュー作『Keep Her Li!』（売り切れ）に

夏の正体 /D.P.T./ お世話になります /Helpless/ ぼくの友

つづく、城田と内藤のアイリッシュ・デュオ最新第２作。

だち /One More Time/ 絶品ガール 他全 12 曲

ナターシャセブンののち 1986 年に渡米、そこで 90 年代

2012 年 11 月号のシャイナーズ・ペンには新潟と大阪、

になって出会ったアイリッシュの魅力にとりつかれ、ブ

２ヶ所での斎藤ジョニーのライブリポートが寄せられて

ルーグラス・ドライブがうまく作用したのか、米国西海

いる。2011 年秋のメジャーデビューミニ CD『アイ・アム・

岸のアイリッシュ界でサポートギタリストとしての地位

ジョニー』(¥2,000-) から、2012 年夏に発表した初のフ

を確立しとたという城田、そんな経緯はムーンシャイ

ルアルバム。前作同様、プロデュース＆アレンジャーに

ナー誌にもよくリポートしてくれた。一方７年ほど前、

高野勲を配し、奥田民夫や岸谷香（プリンセス・プリン

18 歳のときにアイリッシュ音楽と出会ったというクラ

セス）らが参加という話題づくりとともに、ジョニーの

シック・バイオリンを弾いていた内藤希花（まれか）、

瑞々しいオリジナルがバリバリの J-Pop に仕上がってい

今作ではアイリッシュハープも披露している。ふたりが

る。……が、ジョニー自身のバンジョーやフラットピッ
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キンに井上太郎のマンドリンと少路健介や Ray のフィ

レント (1938-) のエレキ・バンジョー、またはレノ＆ス

ドルなどの存在感もほどほどに出しつつ、ブルーグラス

マイリーで知られたマック・メゲェヘ (1929-2003) の踊

出身である斎藤ジョニーをメジャーでブレークさせよう

るフィドルをフィーチャーした曲とベーシストのスペッ

という試み。バンジョーを抱えたジョニーがあちこちで

ク・ローズ (1915-2000) のコメディから、ふたたびポー

見られる、そのことだけにでも応援甲斐があるというも

ターそしてメインゲストというルティーンが繰り返され

のだ。昨夏の宝塚でも爆発していた若者ブルーグラス・

る。本作はそのシリーズ第 7 巻。レックス・アレン (Rex

パワー！バンジョー／マンドリン／ドブロ／フィドルな

Allen), ミニー・パール (Minnie Pearl), ストリングビー

どを一生懸命に弾く彼ら、そんな若者たちをわれわれが

ン (Stringbean), ロンゾ & オスカー (Lonzo and Oscar),

サポートしなくて、どーする !!

グランパ・ジョーンズ (Grandpa Jones) and ジューン・
カーター (June Carter) ほか。なお、この DVD20 巻セッ

映像新入荷

ト予約限定価格 ¥41,160-( 本体 ¥39,200-) にてご注文を承
ります。

LILLY-2003 LILLY BROTHERS『True Facts... in
Country Music』DVD-R¥2,888-（本体 ¥2,750-）

映像ものお勧め作品

モンロー・ブラザーズに強い影響を受けたエバレット
とビーのリリー兄弟、1952 年には絶頂期のフラット＆

BCSX-400 V.A.『Reno's Best of Bluegrass Box
Set』DVD ４枚組 ¥4,725-（本体 ¥4,500-）

スクラッグスに参加、そののち、リリーブラザーズとし
て活躍したエバレット・リリーを主人公に、米国芸術院

ドン・レノの息子、マンドリン奏者のロニー・レノが

の資金協力で 1978 年に製作された 29 分のドキュメント

製作／司会をした TV 番組シリーズ『Reno's Old Time

映画。エバレットの人生を変えた 1970 年の息子の死を

Music Festival』から名演を選び、それぞれ DVD 作

きっかけに地元に戻り、スクールバスの運転手を勤め

品『The Best of Bluegrass』、『The Best of Bluegrass

るエバレット。その亡くなった息子ジョッシュが歌う

Gospel, Part 1』、
『The Best of Bluegrass Legends』
（マッ

"Sittin' on Top of the World" の TV 映像ではドン・ス

ク・ワイズマン／オズボーン・ブラザーズ／チャーリー・

トーバー、テックス・ローガン、そしてもう一人の息子

ウォーラー／レノ＆スマイリー／ビル・ハレル／ラルフ・

エバレット・アラン・リリーらの貴重な映像から、その

スタンレーのインタビューと演奏全 10 曲）、『The Best

息子のお墓の BGM に流れる感動的な "We Shall Meet

of Bluegrass Gospel, Part 2』として発売された４枚の

Someday"、そしてその地元メソディスト教会風景で歌

DVD をボックスセットにした廉価もの。「Legends」以

われる "God Gave Noah The Rainbow Sign" のすばらし

外はロンサム・リバー・バンド、エディ・アドコック・

いこと。教会での演奏や、おそらくエバレットのと思わ

バンド、ドイル・ローソン＆クイックシルバー、クレア・

れるトレーラーハウス前での演奏会など、日常に音楽を

リンチ、J.D. クロウ、ラリー・スパークスほか、30 アー

楽しむアパラチアの人たちの生活も垣間見る。エバレッ

ティストによる全 59 曲のお徳用お楽しみ DVD ４枚組

トが生涯最高の思い出という日本ツアー、米国ではまっ

セット !!

たく無名の彼らがロックスターのようだったというすば

HOTR-4159D AMBER DIGBY & MIDNIGHT
FLYER『Live at Swiss Alp Hall』DVD¥2,993-（本
体 ¥2,850-、83 分）

らしい思い出を語るエバレット。彼らが 17 年間に渡っ
て北部の都会ボストンで人気を博した理由、その音楽が
生活と同様に「ホンモノ」であることが、よく理解でき

Texas Honky Tonk/Together Again/How's the World

る秀作ドキュメント映画である。

Treating You/Sing a Sad Song 他全 26 曲

CCD-PW7 V.A.『The Porter Wagoner Show
Volume 7』DVD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

2011 年の同名 CD の DVD 版。ごく普段着のバンド（こ
れがいい !!）をバックに、テキサスのど真ん中、東欧移

1960 年から 1981 年までに 686 本の 30 分番組が創ら

民の多い地域に 110 年の歴史を刻む、その名も「スイス・

れた『ポーター・ワゴナー・ショウ』から 1970 年前後

アルプ・ダンスホール」で 28 曲、歌いまくるアンバー・

収録の 6 本分（約 133 分）全 20 巻がシリーズ DVD 化、

ディグビー。マール・ハガードやバック・オウエンズ、

順次紹介している。ポーター・ワゴナー (1927-2007) が

ビル・アンダーソンやボビー・ベアほかのカバーを中心

ホストとなり、いずれのプログラムもポーターの曲で

に、フツーの女の子が、ダンス客を相手にホンキートン

始まり、その日のゲスト、そしてレギュラーのドリー・

クしちゃう日常的なカントリーがいい。カントリーっ

パートンと自身のバンドワゴンマスターズのバック・ト

て、派手な衣装と大掛かりなエンタメというメジャーな
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( 本体 ¥3,150-)

イメージがあるが、本来、日常の悩みを分かち合う普段
着のものとして、次々と詞を届けるこんなローカルなの

超お勧め !!

1972 年、ブルーグラスがフェスの隆盛と

はいいな……。父はロレッタ・リン・バンドのベーシス

ともに米国で初めて注目を集めはじめたときに制作され

ト、母はコニー・スミスのバックアップ・シンガーだっ

たすばらしい 30 分 TV 番組。ホストのジム＆ジェシー

たというアンバー、生まれながらのホンキートンク・エ

にはビック・ジョーダン (bj)、ジム・ブロック (f)、キース・

ンジェルなのだろう……ねぇ !?

マクレイノルズ (bs) で、ジェシーの凄いクロスピッキン・

M P -0510 L E S T E R F L A T T & N A S H V I L L E

インストを含む３曲。レスター・フラット＆ナッシュビ

GRASS『Vintage Video』DVD¥2,573-（本体
¥2,450-、カラー 55 分）

ル・グラスはローランド・ホワイト (m)、ポール・ウォー

フラット＆スクラッグスとして来日したときは体調が

ン (d)、ジョニー・ジョンソン (bs) での３曲。そしてビル・

悪かったというレスター・フラット (1914-1979)、３年後

モンローのブルー・グラス・ボーイズにはケニー・ベイ

の 1971 年、ここでは元気ハツラツ、ボーカルはもちろ

カー (f) とジャック・ヒックス (bj) にジョー・ステュアー

んそのギター／ MC ／身のこなし……レスター・ファン

ト (g) とモンロー・フィールズ (bs)、ゲストにジェイムズ・

のお宝映像だ。69 年春にアール・スクラッグスとコン

モンローで４曲。そしてレスター、ビルともにジム＆ジェ

ビ解消、アンクル・ジョッシュ (d) とポール・ウォーレ

シー１曲ずつの夢の共演。どーよ？

ン (f)、ジョニー・ジョンソン (bs) というフォギー・マウ

スライブ『Bean Blossom』が録音されたのとほぼ同時期、

ンテン・ボーイズにハスケル・マコーミック (bj) とロー

第一世代ブルーグラスが絶頂期をキープしていたときの

ランド・ホワイト (m) が加わったナッシュビル・グラス

超貴重ライブ、とても大切な 30 分 !!

を悠々と率いて、その類まれなパフォーマンスを見せて

COMP-4577D V.A.『Pa's Fiddle: The Music of
America』DVD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)

レン (f)、ハスケル・マコーミック (bj)、ジャック・マーティ

くれる 1971 年夏の野外ライブ。ファン必携映像 !!

CW-TTJ1D THE TIME JUMPERS『Jumpin'

あの LP ２枚組フェ

2012 年１月６日、"Gum Tree Canoe"、"Gal I Left

Time』DVD¥3.308-( 本体 ¥3,150-)（約２時間）

Behind Me"、"Sweet By and By"、"Dixie / Battle

ナッシュビルのステーション・インで毎週月曜日に繰

Hymn of Republic"、"My Old Kentucky Home"... ほか

り広げられる懐かしいカントリーウェスタンからカウ

14 曲、アメリカ人の心のふるさととも言える有名曲を

ボーイ＆ヒルビリー・ジャズの大セッション、タイム・

軸に 19 世紀の音楽ライブ、６月に全米公共 TV ネット

ジャンパーズの超ハッピーライブ DVD 映像。ビンス・

で放映された特別企画番組『Pa's Fiddle（とーさんのフィ

ギルをはじめナッシュビルの超一流セッションマンが、

ドル）』の DVD 盤。19 世紀後半のアメリカ開拓を記録

「ただ楽しみのために集まって」創る音楽には、たっぷ

したローラ・インガルス著の大ベストセラー『大草原の

りと愛情がこもっている。ゆったりと座って、ハッピー

小さな家』シリーズ、フィドラーで音楽好きなとーさ

なエンタメをお楽しみ !!

ん、チャールズのお気に入りでインガルス家のみんなが

C C D - P W14 V . A .『P o r t e r W a g o n e r S h o w ,
Vol.14』DVD-R¥2,573-（本体 ¥2,450-）

楽しんだ（小説に登場する）曲の数々をアールの息子ラ
ンディ・スクラッグスの音楽監督で現代風に再現したも
の。歌手はカントリーのランディ・トラビス、ロニー・

人気 TV シリーズ『ポーター・ワゴナー・ショウ』
（上記、
映像新入荷参照）から、本作収録分のゲストには ジム

ミルサップ、ロドニー・アトキンス、アシュトン・シェ

& ジェシー、ブラザー・オズワルド、ドン・ギブソン、ジョ

パード、ナタリー・グラント（ゴスペル音楽協会最優秀

ニー・カーバー、ストーンウォール・ジャクソン、ケニー・

女性ボーカルを３度受賞）
、ブルーグラスからリーとエ

プライス、スペック・ローズ、ドリー・パートンとワゴ

レインのロイ兄妹、そして昨年ソニーからデビューした

ンマスターズ。ラインストーンも派手なヌーディ／マ

黒人学生アカペラのコミッテッドの全７組のシンガーが

ニュエル・スーツを身につけ、しかし親しみやすい友人

登場。バックアップにはランディ・スクラッグス (g) を

を演出するポーターと、カントリー（田舎）を意図した

リーダーに、ハートフォード・ストリングバンドのマッ

1960 年代の典型的なカントリー TV ショウを楽しめる。

ト・コム (f)、シャド・コッブ (clawhammer bj)、フート・

本シリーズ全 20 巻は順次紹介している。

へスター (m)、デニス・クロウチ (bs)、チャド・クロムウェ

RCSI-1025D JIM & JESSE『Bluegrass Express

ル (drums)。シンガーたちの個性を大切にしつつ、19 世

featuring Bill Monroe & Bluegrass Boys and
Lester Flatt & Nashville Grass』DVD¥3,308-

れた家族の音楽を、音楽学者の解説で背景を紹介しなが

紀のアメリカ、小説『大草原の小さな家』に書き留めら
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ら、現代風に紹介するすばらしい TV エンタメ番組。

チャップマン）によるケンタッキー州レキシントン郊外

RCSI-1054D J.D.CROWE & NEW SOUTH
『Live

の『Festival of Bluegrass』からの 15 曲も収められた全

from Crow-Fest & Kentucky Lake Bluegrass
Fest』DVD-R¥2,888-（本体 ¥2,750-、115 分）

21 曲が楽しめる。

教則ものお勧め

1975 年に確立したニューサウス・サウンドを現在も
なお、忠実に継承する J.D. クロウ＆ニューサウス、これ

下記のほか、教則に関しては演奏レベル／ニーズに応

は 2003 年と 2004 年のフェス・ライブ映像。今やもっと

じて、ご相談ください。

も尊敬されるブルーグラス・バンジョー奏者 J.D. クロウ、

AB-TAB ALAN BIBEY『AcuTab Transcriptions,

トニーを忠実に受け継ぐリッキー・ワッソン、スキャッ

Vol. I』Tab-Book¥1,575-（絶版につき限定超特価）

グスには及ばずともすばらしいドワイト・マッコール、

ハーシャル・サイズモアや故デンプシー・ヤングらに

ベースには現在人気絶頂のボックスカーズにいるハロル

よって道が創られた、バージニアやノースカロライナ地

ド・ニクソン、そして当時、新規加入したロン・スチュワー

方の「からり」と晴れたようなサウンドが身上のブルー

トのハツラツとしたフィドルが J.D. をニヤリとさせて

リッジ系マンドリンの第一人者、アラン・バイビーが

いる 2004 年収録ものは、"Fare thee Well"、そして "I'm

サード・タイム・アウト時代を中心に残した録音から

Walkin'" とつづく出だしで、もう気分は「ハッピーミディ

19 曲の間奏をタブ譜にしたもの。Key of B や Bb、E な

アム！」。ケンタッキー州ベントンの美しい湖を背景に、

どの典型的なブルーリッジ系マンドリンの処理の仕方が

フィドルがリッキー・シンプキンズの 2003 年収録は

学べる実戦向きタブ譜集。現在この TAB 譜対応 CD の

"You Can Have Her" から "Dark Hollow"……。そのほか、

BOM 在庫はルー・リード＆カロライナ『Carolina』の

"Your Love Is Like A Flower"、"East Virginia Blues"、

み（収録譜は Blue Kentucky Wind/Handsome Molly/

"Old Home Place"、"Born To Be with You"、"Take

God Loves His Children/I'd Miss You/Her Memory's

This Hammer"、"Rock Salt & Nails"、"She's Gone Gone

Bound To Ride の５曲）。なお、サードタイム・アウ

Gone"、"Down the Road"、"God's Own Singer" の有名

トのデビュー作『IIIrd Tyme Out』と二作目『Puttin'

フラット＆スクラッグス・カバー曲オンパレード。

New Roots Down』、それにジミー・グドローが台頭し

RCSI-1074D J.D.CROWE & NEW SOUTH『Live

てくる若手マンドリン奏者たちのショーケースとして制

from The Festival of Bluegrass & The Studio of
KET』(2 時間 )DVD¥2,888-( 本体 ¥2,750-)

作した CD『Mandolin Artistry, Vol. 1』の三枚が入手可
能ですのでオーダーを承ります。

Rock, Salt and Nails/Old Home Place/9 Pound

ACU-RS3 RON STEWART『The Fiddlers of

Hammer/10 Degrees and Getting Colder/Beaumont

Flatt & Scruggs』DVD¥5,198-（本体 ¥4,950-、

Rag/Sin City/Train 45. plus 15 songs from 1999

67 分、楽譜付）

Festival. 全 21 曲

The Girl I Love Don't Pay Me No Mind/We'll Meet Again

伝説的な 1975 年の J.D. クロウ＆ニューサウス、トニー・

Sweetheart/My Cabin in Carolina/No Mother or Dad/

ライス、リッキー・スキャッグス、ジェリー・ダグラス

Why Don't You Tell Me So/Earl's Breakdown/Thinking

を擁したとき、唯一残るケンタッキー教育テレビでの
映像（30 分）が初めて DVD 化 !!

About You/Honey, You Don't Know My Mind/Foggy

実はしばらく前から

Mountain Special/Let Those rown Eyes Smile at Me/

ニューサウスのライブ会場で自分たちが売っていたのだ

Shuckin' the Corn.

が、リージョンコードが指定されており日本では見られ

これは嬉しい !! わが憧れのブルーグラス・フィドル

なかったため、B.O.M. が特別にリージョンフリーを限定

の最高峰のひとつ、ジミー・シューメイト "We'll Meet

生産してもらい、このたびレターで陽の目を見ることに

Again Sweet Heart" やベニー・マーティン "Honey

なったというモノ。このメンツでのニューサウスはわず

Ypou Don't Know My Mind"（どこが F&S やねん！と

か一年ほど（日本公演含めて）しか活躍しなかったが、

いう文句は置いといて）の完全コピーをはじめ、ブルー

このバンドを境に米国ブルーグラス・バンドアンサンブ

グラス・フィドル奏法の一翼を担った歴代フラット＆ス

ルが大変革をしたといわれるほどの影響を残した、ま

クラッグスのフィドラーたちのすばらしいイントロや間

さにチョー貴重映像である。本 DVD には 1999 年当時

奏の数々を、３歳でフィドルを弾きはじめてから常に

の J.D. クロウ＆ニューサウス（リッキー・ワッソン、ド

ターンテーブルには F&S のレコードが回っていたとい

ワイト・マッコール、フィル・レッドベター、カート・

うロン・スチュワートが教えてくれるぞ !!……憧れのあ
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の名間奏がこんな風にして弾かれていたのだという感動

できます。黒檀フィッティング以外は欧州材を使用、ブ

名作である。

ルーグラスやスゥイング系のプレイヤー用に " ダークで
スゥイート " なトーンを意識して質量を調整して削り完

楽器、その他……

成します。納期は受注後約半年。特に裏板を一枚板で希
望される場合は ¥100,000UP となります。

須 田 ギ タ ー STYLE D-18 ¥577,500-( 本 体

ビル・サリバン・グリーン・ブライアー・バン

¥550,000-)

ジョー

戦前のマーチン、ドレッドノートに深いリスペクトを

¥ 価格お問合せ下さい

ブルーグラスの本場、ケンタッキー州ルイビルを拠点

払った作風で、低音から高音までバランスよく、太く芯

に、40 年間にわたってギブソン社を始めとして多くの

のある際立った音の立ち上がり３年連続 IBMA 最優秀

メーカーやビルダーにパーツを供給していたことで知ら

ギターに選ばれたジョッシュ・ウィリアムス、パンチ・

れるサリバン社が満を持して発表したクラシック・シ

ブラザーズのクリス・エルドリッジ、ケニー & アマン

リーズの '04 年モデル。 オール・メイプルでローズウッ

ダ・スミスのケニー・スミス等、若手フラットピッカー

ド指板、バンジョーを熟知したクラフトマンシップで組

が認めた大阪府河内長野の須田ギター。数多有るマーチ

み上げられた逸品。クリアーでパワフルなサウンドで低

ン・コピーの中で戦前のスペックに拘りを持って、ド

音から高音までバランスよく鳴るのが特徴。判る人には

レッドノートに的絞って、's03 年からずっとトレイド・

判るクォリティの高さが魅力です。

ショーに出展、デビッド・グリアやケニー・スミス等の

リーガル・ドブロ

トップ・プレイヤーの眼に留まり、有益なアドバイスを

RD-40 VS

定価

¥89,250-

( 本体 ¥85,000-) → ¥75,863( 本体 ¥72,250-)

受けることで進化を遂げ、グルーン・ギターの特約店契

Regal RD40VS Squareneck Dobro Guitar - Traditional

約を得るに至る。昨年の IBMA のアワード・ショーで

Series, square neck, spruce top, mahogany back &

ジョッシュ・ウィリアムスがステージで彼のギターを使

sides, 1930s California-style body shape, original

い、超絶ギター・ソロを披露してやんやの喝采を浴びた

peghead inlay design pattern in abalone and mother-

時には、長年の努力を傍で見てきた者として熱い物を感

of-pearl, Power Reflex sound chamber. Finish: Vintage

じました。このモデルはトップにアディロンダック・ス

Sunburst

ブルース、バック & サイドにホンジュラス・マホガニー、

エントリー・モデルとしては充分すぎるスクエア・ネッ

指板にアフリカン・エボニー、ウェイバリーのチューニ

クのリーガル社製ドブロです。別売のスティーブンス

ングマシンを使用、トラスロッドはアジャスタブル or

社製のドブロ・バー (MISC-F3304 ¥2,100) と厚手のアイ

Ｔバーを選択可能、接着剤には膠を使用、ニトロセルロー

ボロイドのサム・ピック (M サイズ MISC-GP11 ¥210-)

ス・ラッカー塗装と細部にまで拘って 's30 年代の D-18

と戦前ナショナル復刻のフィンガーピック (MISC-NP2

のスペックを意識、戦前のマーチンをリスペクトした質

¥315-) があれば気分はジェリー・ダグラス、アンクル・

実剛健な感じが魅力。ホンジュラス・マホガニーがワシ

ジョッシュ、マイク・オールドリッジ、ロブ・アイクス

ントン条約のカテゴリーに入ってしまった為、今後は希

ETC. ギグバッグ付

少価値が出ること確実です。他に D-28 スタイルのホン

ケ ン タ ッ キ ー・ マ ン ド リ ン model:KM-805
Artist F-model Mandolin ¥152,250-( 本 体
¥145,000-) → ¥129,413-( 本体 ¥123,250)

ジュラス・ローズウッド・モデル、ハカランダに近い材
質のマダガスカル・ローズウッド・モデル有。受注発注
になりますので価格、納期等、詳細は御問合せ下さい。

フラットマンドリンのスタンダード、ギブソンの F-5

http://homepage3.nifty.com/sudastrings/

¥680.000( 本体

コピー・モデルの中では高い信頼を持つケンタッキー・

ジョニー・ギンブルやボビー・ヒックスが愛用してい

伝統的なギブソン F-5 モデルに準じたデザインで、作り

トシ・スガヌマ
¥647,619)

5 弦フィドル

ブランドの御手軽モデル。ネックのジョイント部分等、
にこだわって製作されています。サム・ブッシュの愛器

ることで知られる 5 弦フィドルについてムーンシャイ

を模したブロック・インレイを採用、フラット・マンド

ナー誌 2 月号に製作記を寄稿している菅沼利夫氏製作に

リンらしい三角ネックで立ち上がりの良い音質は弾き込

よる作品。ボディはブセット・スタイルとガルネリの二

むに従って馴染んでくる事が期待できます。ライトケー

種類、ヘッドが通常のスクロールとストラディバリの

ス付

ピッコロ・バイオリンから拝借したスクエアヘッドの二

[ パーツ、アクセサリー ]

種類。オプションでケイシー・ドリイセン仕様にも対応
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MISC-NP2 NATIONAL『Finger-Pick PAT. No.

いかがですか）

■フラットピッキン・ギター誌

1787136 U.S.A.』¥315-( 本体 ¥300-)

隔月刊の掲載全タブ譜対応 CD 付きフラットピッキ

戦前のナショナル・フィンガーピックの復刻版、再入
荷しました。

ン・ギター誌。ブルーグラスからスウィング／ジャズま

MISC-0017 KEITH TUNER スタンダード D
チュー ナー２本組 ¥32,550-( 本体 ¥31,000-) ( ス
テンレス・スチール )
MISC-0018 KEITH TUNER ゴールド スタン

で。一冊でさまざまな奏法が学べる、なんていい時代な
んだ！の優れもの。

FGM-17.3 最新「2013 年 3 ～ 4 月号」CD 付き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）
ランブリン・ジャック・エリオットをカバーストー

ダ ー ド D チ ュ ー ナ ー ２ 本 組 ¥43,050-( 本 体

リーに、22 歳のスーパーピッカー、クリス・ラケット

¥41,000-) ( 金メッキ・ステンレス・スチール )
¥16,275-( 本 体

特集と "Down in the Willow Garden" タブほか、ジョー・

納期 2-3 週間、エレキギターのシ

カーはフラット＆スクラッグスとメイベル・カーターの

フト用も特注あずかっています。 また Keith Tuners 部

"False Hearted Lover"、ダン・ハッカビーは初心者向け

品も各種そろっています。またキース・チューナの基本

トニー・ライス風 "Why Don't You Tell Me So"、スティー

オーバーホール ¥7,350-（税込み）。

ブ・カウフマンは聖パトリックを祝してブロムバーグか

CB-320『F マンドリン用ケース』¥6,825-( 本体
¥6,500-)

ら学んだという "Rights of Man Hornpipe"。ジョン・カー

４弦または１弦用キースチューナー
¥15,500-)(1 個 ) 特注

リニは "Bolero"、オリン・スターはジャック・エリオッ
ト風 "Roving Gambler"、マイケル・マダックスのハイ

CB-360『ドレッドギター用ケース』¥7,350-( 本
体 ¥7,000-)

ポジにおける練習と "Bill Cheatham"、スティーブ・ボティ
アはビル・モンローの "Crossing the Cumberland" ほか、

CB-367『オープンバックバンジョー用ケース』

フラットピッキンギター上達にいたるヒントやタブ譜が

¥7,350-( 本体 ¥7,000-)
CB-369『 バ ン ジ ョ ー用ケース』¥7,350-( 本体
¥7,000-)

音源とともに満載。

FGM-17.2「2013 年 1 ～ 2 月 号 」CD 付 き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）

春です !! 野外コンサートの季節です、ボウルダー・ブラ

マーシー・マークサーをカバーストーリーに彼女の

ンドのアルパイン・シリーズ、お手頃価格のブルーグラ

"Girl Django" ほか、ギター修理のマーカス・イングスト

ス用ギグ・バッグが勢ぞろいです。スマートなデザイン

ロム、タブ譜はクレイグ・バンスのドロップ D フィドル

と持ちやすさ、担ぎやすさは抜群、恥ずかしながら、わ

チューン "Duck River"、ジョー・カーは "Blue Monk"、

たしもよる年波には勝てず、とても気に入って愛用して

スティーブ・カウフマン "Temperance Reel"、
ジョー・カー

おります。外から見ても、「お、バンジョ !」とか、「お、

リニはなんと "Bolero"、ジェフ・トロクスェルはマット・

F タイプ」とか分かるのも、くすぐるね。色はそれぞれ、

フリナー作 "Black's Fork"、ディックス・ブルースは

フォレストグリーン（緑）、ネイビーブルー（青）、タン

Key of D の "I Am a Pilgrim"、スティーブ・ポティアは

（黄褐色）の三種類。( マンドリンのタンのみ品切れ中 )

クラレンスも顔を出す "Pain In My Heart" ほか、右手の

ちなみに米国製、高級ギグバッグの「コロラドケース」、

アタックを強くする練習タブや左手のフィンガーボード

ギターとマンドリンの在庫がありますので、興味のある

習熟タブなど、フラットピッキンギター上達にいたるヒ

方はお問い合わせください。

ントやタブ譜が音源とともに満載。

[ 楽器メンテナンス承ります !!]

FGM-17.1「2012 年 11 ～ 12 月 号 」CD 付 き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）

バンジョー、マンドリン、ギター、フィドル等々、長年
お使いの愛器のメンテナンス引き受けます。各楽器のエ

現在、グリーンカーズのギタリスト、カール・ミナー

キスパートによる修理、調整で甦ります。何なりとご相

をカバーストーリーと "Little Applegate Road" ほか、プ

談下さい。

レストン・トンプソン・ギター紹介、元ホットライズの
チャールズ・ソウテルの思い出、ウィンフィールド 2012

輸入雑誌

の特集ほか。定期コラムでは 12 月らしく "Silent Night"、

（以下の 4 誌は英語版で、共にバックナンバーも豊富に

"It Came Upon A Midnight Clear"、"Greensleeves(What

取り揃えています。気になるアーティスト等の特集等に

Child Is This)" などのクリスマス曲、そして "Under the

ついてはお問い合せ下さい。…調べる＆知るの面白さを
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Double Eagle"、"New Camptown Races" ほかのタブ譜

子で楽しむジェイク・シェップスの７拍子の "Whiskey

満載。

Before Breakfast" と５拍子の "Blackberry Blossom"、

バックナンバーが品切れになりつつあります。現在庫

ティム・カーターの "Waltz for Earl" ほか、各種クロウ

は以下のとおりです。発行月とは無縁のギター教則モノ

ハンマーなど、バンジョーに関する話題満載 40 頁

としてぜひお手許に !! 各 CD 付 ¥2,625-

BNL-13/02 2013 年 2 月号 ¥525-

2006 年 7/8 月号 (FGM-10.5)、2007 年 1/2 月号 (FGM-11.2)、

2011 年の IBMA 最優秀バンジョー奏者で、ただひと

2008 年 3/4 月 号 (FGM-12.3)、2009 年 7/8 月 号 (FGM-

り最優秀フィドル奏者も獲得しているロン・スチュワー

13.5)、2009 年 11/12 月号 (FGM-14.1)、2010 年 1/2 月号

トのカバーストーリーとタブ譜は "Crawford County"、

(FGM-14.2)、2010 年 3/4 月 号 (FGM-14.3)、2011 年 5/6

ロジャー・シミノフによる「プリウォーサウンド part 2」

月号 (FGM-15.4)、2011 年 7/8/ 月号 (FGM-15.5)、2011 年

はアール・スクラッグスの右手のアタックに関する考察、

9/10 月号 (FGM-15.6)、2012 年 5/6 月号 (FGM-16.4)。

初心者は「知っておくべき 10 のリック」、トム・アダム

【バックナンバーピックアップ】

ズは「タブを書こう !?」、ジャネット・デイビスのバッ

FGM-14.1 Flatpicking Guitar Magazine「2009
年 11 ～ 12 月号」CD 付き Book¥2,625-（本体
¥2,500-）

クアップは "America the Beautiful" をネタにセブンス
コードの使い方、アール・スクラッグスは先月に続いて
ジャムでの "Walking the Floor Over You" ほか。

BNL-13/01 2013 年 1 月号 ¥525-

サム・ブッシュ・バンドのスティーブン・モウジンの
カバーストーリーと "My Home Across the Blue Ridge

懐かしや！アンディ・オウエンズと来日したジェフ・

Mountains" と "Come Back Davy..." のタブ譜ほか、ドー

スロギンズのカバーストーリーとタブ譜は "Woodland

グ風 "Dawgapelli"、テキサス "Maiden's Prayer"、初心者

Arch" と "Boundary Hunter"、そのほかアール・スクラッ

"Christmas Time's Coming"、スティーブ・カウフマン

グスはシラブルで弾く "Walking the Floor Over You"、

"Greensleeves"、ジョン・カーリニ "Oh, Lade Be Good"

ハーモニー研究「枯葉③」、トム・アダムズは「発見さ

のコード、"Red Haired Boy" や "President Garfield's

れるのを待つ音たち」と題したちょっとしたアイデア集、

Hornpipe"、また 12 月号らしく "Joy to the World"、

バックアップは "Old Spinning Wheel"、初心者コーナー

"Silent Night"、"Christmas Song" などのクリスマス曲ほ

はコード進行のパターンリストほか、オールドタイム・

か、ジプシー・ジャズも含んでタブ譜満載の 80 頁。

コーナーと、バンジョーに関する話題満載 40 頁。

■バンジョー・ニューズレター誌

BNL-12/12 2012 年 12 月号 ¥525-

世界唯一のバンジョー専門月刊誌。毎号タブ譜満載

フィールド・レコーディングの研究家でフォーク・

（ウェブサイトから「MP3」で音源入手可 !!）、バックナ

バ ン ジ ョ ー 奏 者 の ス テ ィ ー ブ ン・ ウ エ イ ド の カ バ ー

ンバーもお問い合せ下さい。探しておられるタブ譜の曲

ストーリーとタブ譜は "Rocky Hill"、"Arcade Blues"、

名や演奏スタイル、またお気に入り奏者の特集も探しま

"Banging Breakdown"、そのほかトム・アダムズはキー

す。収蔵曲の CD や DVD なども在庫していますので、

オブ「D」での "New River Train"、フレッド・ゲイガー

お問い合わせください。

のジャンゴ・ラインハルト "Are You in the Mood"、イ

BNL-13/03 最新 2013 年 3 月号 ¥525-

アン・ペリーのフィンガーボード探索はデビッド・グ

トニー・ライスらと「クロウグラス」という、ブルー

リスマン "EMD"、アール・スクラッグスは 50 年代のラ

グラス・バンドのセッティングでクロウハンマーを弾く

イブから "Sawing on the Strings" などのタブ譜に、ロ

独自の世界を築き、昨秋は第３回スティーブ・マーティ

ジャー・シミノフによる「プリウォーサウンド part 1」、

ン賞を受賞したマーク・ジョンソンのカバーストーリー

アレン・バンジョー社など。

と "Marching Through Georgia"（パイのパイのパイで

BNL-12/11 2012 年 11 月号 ¥525-

知られる東京節）のタブ譜ほか、アール・スクラッグス

スティープ・キャニオン・レンジャーズのグレアム・

のライブテープからオタク美学の "Your Crazy Heart"、

シャープのカバーストーリーとタブ譜は "Knob Creek"

フレッド・ゲイガーのコード遊びは 1931 年のビング・

ほか、"Nine Pound Hammer"、エリック・ワイズバーグ

クロスビー "Wrap Your Troubles in Dreams"、トム・

"Duelling Banjos"、初心者はフィドル定番 "Big Sciota"、

アダムズはハイポジにおける D から G へ戻る 10 の方法、

コードメロディは「枯葉」、アール・スクラッグスはス

ジャネット・デイビスのバックアップは C チューニング

クラッグス＆フレンズのライブから "In the Pines"、
トム・

における "Soldier's Joy"、ジャム・スタンダードを変拍

アダムズは "Skip to My Lou" とサークル・オブ・4th ほ
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か、アーサー・ハットフィールドのバンジョー工房イン

"Stamlaten"、フレッド・ゲイガーのコード遊び !? はスタ

タビューなど、バンジョーに関する話題満載 40 頁。

ンダードの "Rosetta"、初心者は "Wabash Cannonball"、

BNL-12/10 2012 年 10 月号 ¥525-

オールドタイムは "Lorena" ほか。

BNL-12/06 2012 年 6 月号 ¥525-

セルダム・シーンのベン・エルドリッジをカバーストー
リーのインタビューに、"Heartsville Pike" のタブ譜ほか、

ジャム特集号としてジャムの心得などのほか、カバー

フィンガーボード探検 "Crazy Creek"、キー G でハイポ

ストーリーは英国のジョン・ドウリングとそのすばらし

ジのトム・アダムズ "Home Sweet Home"、ジェイソン・

くユニークな奏法（インタビュワーはレオン・ハント）

スキナーによるレノ・スタイルでの "Dixie Breakdown"、

とタブ譜は "Rocker Shuffle / Lady Madonna" ほか、アー

バックアップはキー C で "Wildwood Flower"、クロウハ

ルはさまざまなバックアップ例のほか "Whiskey Before

ンマーはフランク・リーのインタビューほか、ウォルト・

Breakfast"、トム・アダムズはハイポジション "Old

コーケン最新 CD など。

Home Place" ほか。

BNL-12/09 2012 年 9 月号 ¥525-

BNL-12/05 2012 年 5 月号 ¥525-

ロン・コディーのカバーストーリーはトニー・トリ

アール・スクラッグス追悼特集号が再入荷です。正規

シュカによるインタビューとタブ譜はジャズ・スタン

印刷物がなくならない内に、ぜひどーぞ !!

ダードの "It's Only a Paper Moon" ほか、今月はジャズ・

BNL-12/04 2012 年 4 月号 ¥525-

バンジョー特集号と銘打って、ベラ・フレックのマー

東京ディズニーランドにも来ていたロス・ニッカーソ

カス・ロバーツ・トリオとの “Crossing the Imaginary

ンのカバーストーリーと "Roundhouse" ほか、セサミス

Divide”、カイル・タトルによる “Autumn Leaves” の

トリートの人形でバンジョー奏者の蛙の「カーミット」

ハーモニー、フレッド・ゲイガー “Cheek to Cheek” ほ

のインタビューと "Rainbow Connection"、ブラッド・

か、トム・アダムズのハイポジションにおける２弦の

ペイズリーとのバトル "Man or Frog?"、アール・スク

メロディは youtube 画像つき、初心者は "You Are My

ラッグスとラウドン・ウェインライト III の "Swimming

Sunshine"、"Goodbye Liza Jane"、"I’ ll Fly Away" など。

Song"、トム・アダムズのハイポジションでの 7th ブルー

BNL-12/08 2012 年 8 月号 ¥525-

スほか。

BNL-12/03 2012 年 3 月号 ¥525-

アラン・マンデがインタビューするトム・ムーアをカ
バーストーリーに、彼の "Merrywang Heart (for Tony

ノ ー ム・ ピ ケ ル ニ ー の カ バ ー ス ト ー リ ー と "Jim

Ellis)" のタブ譜ほか、アール・スクラッグスはライブで

Thompson's Horse" と "Fish & Bird"……凄いんです !

の "Life of a Poor Boy"、トニー・トリシュカ・バンジョー

ほか、タブ譜はスティーブ・マーティン "The Great

教室から "Redwing"、ジャネット・デイビスは、アール

Remember"、アール・スクラッグス "Before I Met

の "My Little Girl in Tennessee" のリードとバックアッ

You"、アレン・シェルトン "She Left Me Standing on

プ解析、トム・アダムズは典型的なキックオフ・フレー

the Mountain"、トム・アダムズ "Your Cheatin' Heart"

ズ紹介、初心者の "Wabash Cannonball" と "You Are

など。サイトから Youtube などで確認できるようになっ

My Sunshine"、そしてクロウハンマーの数々など。そ

ている。

のほか、ファーガソン製パーフェクトピッチ・カポやパッ

BNL-12/02 2012 年 2 月号 ¥525-

ト・クラウドとハーモニカのデビッド・ナイディッチの

バンジョー・ネック製作などで有名なロビン・スミ

アルバムなどの紹介など。

スとアラン・マンデの表紙、タブ譜はマンデ "Dapple

BNL-12/07 2012 年 7 月号 ¥525-

Patti"、ビル・エマーソン "Grandma's Tattoos" のバッ

リトル・ロイ・ルイスと故ダグ・ディラードをカバー

クアップ、フレッド・ガイガーのデューク・エリント

に、ブルーグラス界最高のショーマン、リトル・ロイ

ン "In A Sentimental Mood" コードほか、"Angeline the

の楽しいインタビューと "Keep on the Firing Line"、５

Baker" や "Hot Corn Cold Corn" などのタブ譜。

月 16 日に亡くなった故ダグ・ディラードの特徴解析と

■ブルーグラス・アンリミテッド誌

"Dixie Breakdown""Hickory Hollow"。そのほか、ビル・
エバンズ最新 CD『In Good Company』から "Big Chief

米国の最大のブルーグラス月刊専門誌。お探しの記事

Sonny"、ビル・キース "Boston Boy"（1976 年、デビッ

などバックナンバーもお問い合わせください。

ド・グリスマンのラウンダーアルバムより）、スウェー

BU-13/04 最新 2013 年 4 月号 ¥840-

デンのトラッドバンド、ヴェーセンの "Hasse A's" と

キャシー・キャリックとスピニー・ブラザーズをカバー
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に、ジム・ハーストのソロについて、ビル・モンローや

る話題、今春来日したテリーとシンディ・バウカム夫妻

デル・マッカーリーとの活躍で知られるトラッドグラス・

ほか。

フィドラー、ビリー・ベイカーなどの特集ほか、米国ブ

BU-12/07 2012 年 7 月号 ¥840-

ルーグラス情報満載の 70 頁。

ドック・ワトソン、エバレット・リリー、ダグ・ディラー

BU-13/02 2013 年 2 月号 ¥840-

ド追悼のほか、ジェイムズ・アラン・シェルトン、デイリー

ジム・ローダーデイルのカバーストーリーほか、マン

＆ビンセントのゴスペルについて、ビル・モンローとピー

ドリンのスーパーピッカー、アラン・バイビー、ギター

ター・ローワンのデュオ名曲 "Midnight on the Stormy

若手ジョーダン・タイス、オハイオのジェッツ・クリー

Deep" のルーツがドイツのロマン主義にあるという話題

クなどの特集ほか。

ほか、尾崎兄弟のアルバム『Till We Meet Again』がレ

BU-13/01 2013 年 1 月号 ¥840-

ビューで好評を得ている。

BU-12/06 2012 年 6 月号 ¥840-

サム・ブッシュを表紙に恒例の全米ブルーグラス・フェ
スリスト（数百箇所）と、ブリストル・リズム＆ルーツ・

ヤンダー・マウンテン・ストリングバンドのカバース

リユニオン・フェス、ルディ・フェス、マウンテン・オー

トーリーに、アール・スクラッグス追悼第２集「ブルー

プリハウスなど、各地のイベント特集に連載コラムほか。

グラス・メモリーズ／ルイーズ・スクラッグス」、「アー

BU-12/12 2012 年 12 月号 ¥840-

ル・スクラッグス天才のサウンド」、「アール・スクラッ

サード・タイム・アウトとマイク・オルドリッジがカ

グス葬儀リポート」ほか。

BU-12/04 2012 年 4 月号 ¥840-

バーのほか、IBMA の WoB 週間特集、コミックバンド「ク
レバーリーズ」、パテント・ペンディングの特集ほか。

ブルーグラス・ハイウェイのカバーストーリーほか、

BU-12/11 2012 年 11 月号 ¥840-

1970 年のダグ・ディラード＆エクスペディション（バ

ラリー・スパークスをカバーストーリーに、ラルフ・

イロン・バーライン／ロジャー・ブッシュ／ビリー・レ

リンズラー、シャノン・スローター、スタンレーズのリッ

イ・レイザム）訪問記、ノースカロライナのニュブルー、

チ R トーン録音でマンドリンを弾き、ロンサム・パイン・

インテリタッチ・チューナー探訪ほか。

フィドラーズに "That's Why You Left Me So Blue" ほ

BU-12/03 2012 年 3 月号 ¥840-

か名曲を残し、レッド・エリスとの活躍など、アーリー・

アンリミテッド誌３月号の恒例「楽器特集」は、ベアー

ブルーグラスの隠れた立役者ジミー・ウィリアムズなど

ド・ギターズ、マンドリン族楽器について、アジア産ノー

の特集ほか。

スフィールド楽器、ストラップ専門「ラコタ・レザー」、

BU-12/10 2012 年 10 月号 ¥840-

バージニア州ゲイラックスのるしあー、ジミー・エドモ

ラリー・コードルのカバーストーリーに、ジョッシュ・

ンズらの特集ほか。

BU-12/02 2012 年 2 月号 ¥840-

グレイブスのフラット＆スクラッグス時代、デル・マッ
カーリー・バンドで 20 年を過ごしたジェイソン・カー

チャーリー・サイズモアのカバーストーリーほか、シ

ター、ワシントン DC の名物 DJ ケイティ・デイリーら

エラ・ハル、バディ・グリフィン、IBMM「ビル・モン

の特集に 10 月号恒例のブルーグラス・タレント名鑑。

ロー生誕 100 年」リポート特集など。

BU-12/09 2012 年 9 月号 ¥840-

BU-12/01 2012 年 1 月号 ¥840-

スティーブ・キャニオン・レンジャーズをカバース

１月号恒例、全米ブルーグラス・フェス・ガイドほか、

トーリーに、DC グラスの新しいレーベル、パタクサン

フロリダ州のライブ・オーク・フェス、メイン州のトー

ト・レコード、故ラリー・ライスの思い出、東京の米軍

マス・ポイント・ビーチ・フェスの特集や、ブルーグラ

基地で育ったブルーグラス・ミュージシャン／評論家の

スを支える女性パブリシスト特集などのほか、米国ブ

ジョー・ロスの「ブルーグラス・ソングライター神話」

ルーグラス情報満載の 96 頁。

などの特集ほか。

■オールドタイム・ヘラルド誌

BU-12/08 2012 年 8 月号 ¥840トラッドグラスの王道を行くジョー・マリンズ＆レ

内容の濃いオールドタイム音楽専門誌。アメリカン・

ディオ・ランブラーズをカバーストーリーに、ムーンシャ

トラッド音楽研究に必読の良書 !! バックナンバーが揃っ

イナーで紹介したドックとアールの出会いと友情や盲目

ています。お問い合わせください。

であったけれども大工仕事か電気工事まで、さまざまな

OTH-1303 最新第 13 巻 3 号 ¥1,260-

ことをやってのけた故ドック・ワトソンの私生活に関す

アルバート・ハッシュ・メモリアル・フェスのリポート、
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ミズーリ・フィドラーの R.P. クリステンソン、ウォルト・

レーツ・カヌー、ハンク・ウィリアムズのセイクレッド

コーケンの連載「Tales from the Woods Vol.3」など、オー

ソング解説、2012 年年発表レコード総括、菅沼工房５

ルドタイム／アメリカンルーツ音楽情報満載の 52 頁。

弦フィドル製作記②、学生ブルーグラス断簡その壱「松

OTH-1302 第 13 巻 2 号 ¥1,260-

本捺美（神大）と小形奈緒子（東北大）」などの特集ほか、
日米ブルーグラス情報満載 !!

全米フェス＆キャンプガイド特集のほか、西アフリカ・

MS-3004 2013 年 2 月号（通巻 352 号）¥525-

ガンビア共和国ジョラ族のアコンティング奏者ラエモウ
アヒュマ・ジャッタのインタビュー、ウォルト・コーケ

ドブロのマイク・オルドリッジのカバーで追悼特集「ブ

ンの「ハイウッド・ストリングバンドからの逸話②」は

ルーグラスを変えたドブロ奏者」ほか、ブラザーデュオ

「ショッティーシュ（ボヘミア起源のダンス）」など、オー

秀作を発表した渡辺敏雄、かつてジューンアップル誌の

ルドタイム／アメリカンルーツ音楽情報満載の 52 頁。

スタッフだった菅沼利夫「５弦フィドルへの道①」、ラ

OTH-1301 第 13 巻 1 号 ¥1,260-

ジオ関西「カントリーミュージック・トラベル」が今年
20 年、950 回目を迎えている DJ 阿部和則のリポート、

ダン・マーゴリーズ「ハンドメイド弦～猫と馬の尻尾
から生まれる音楽」をメイン特集に、アート・ローゼン

1946 年のブルーグラス誕生の年にオープリで出会った？

バウム「北部ジョージアでの１日」、ウォルト・コーケ

ハンク・ウィリアムズとビル・モンローなどの特集ほか、

ン「ハイウッド・ストリングバンドからの逸話」シリー

日米ブルーグラス情報満載 !!

ズ第１回など、オールドタイム／アメリカンルーツ音楽

MS-3003 2013 年 1 月号（通巻 351 号）¥525-

情報満載の 52 頁。

アール・スクラッグスの右手の表紙写真にメイン特集
は、村片和彦のアール・スクラッグス奏法解析「俺、アー

月刊『ムーンシャイナー』

ルやもん」と、先月号の 50 年前のフラット＆スクラッ
グス『カーネギーホール』で「マーサ・ホワイト！」を

1983 年 11 月の創刊以来、毎月発行を続ける日本唯一

叫んだ本人の当時のリポート「アール・スクラッグス異

のブルーグラス月刊専門誌、28 年目です。

聞」ほか、市川慎一郎のボジョアギター “Slope D”「バ

■定期購読：１年￥6,000- 半年￥3,300-

ンジョーキラー」修理リポート、若手ドブロ宣言「ドブ

お申込はお葉書やお電話、ファックスやメールでご希

ロだって主役！」、60 年前の 1953 年１月１日にアパラ

望の購読開始月をお知らせ下さい。バックナンバーも含

チア山中で息を引き取ったハンク・ウィリアムズの最後

めて、いつからでもご自由です。

の１年ドキュメント、フットヒル・ドライブ「アメリカ

■バックナンバー：各￥525-。

ツアー記」などの特集ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

下記以外にも、アーティストや知りたい事をお知らせ

MS-3002 2012 年 12 月号（通巻 350 号）¥525-

下さい。掲載号を探してお送りします。

50 年前のフラット＆スクラッグス『カーネギーホー

MS-3006 最 新 2013 年 4 月 号（ 通 巻 354 号 ）
¥525-

ル』カバーストーリー特集ほか、１月に盛岡から沖縄
まで、全国 12 ヵ所をツアーする井上太郎の「TARO &

今月久々に来日、東海道をバンジョー行脚するビル・

JORDAN」、千日前ブルーグラスアルバムバンドが伝え

キースの大特集後編、ジェリー・ガルシアやライ・クー

るアーリーブルーグラスの魅力！、手島家のマールフェ

ダーらとの逸話など、1963 年のビル・モンローとブルー・

ス珍道中記③最終回、名古屋大学ブルーグラスの「本場

グラス・ボーイズの重厚な写真をカバーに、ウィンター

に学ぶ！ナッシュビルと IBMA の WoB 体験」ほか。

グラス 2013 リポート前編、ネッシー・エクスペディショ

MS-3001 2012 年 11 月号（通巻 349 号）¥525-

ン米国ツアー記①、ブルーグラス・アルバム・バンド・

11 月号恒例の IBMA アワード大特集号で現在の米国

リユニオン、マイク伊藤「留学のススメ」、ロストシティ

ブルーグラス・トレンドを一挙紹介のほか、16 年ぶり

キャッツ・リユニオン、菅沼工房５弦フィドル製作記③、

に全国８ヵ所をツアーするブルーグラス 45、手島家の

学生ブルーグラスプロファイル #3「森山亮治（大谷大）」

マールフェス珍道中記②、名古屋大学ブルーグラスの「本

などの特集ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

場に学ぶ！ブルーリッジ紀行」ほか。

MS-3005 2013 年 3 月号（通巻 353 号）¥525-

MS-2912 2012 年 10 月号（通巻 348 号）¥525-

４月に久々の来日、大阪、京都、名古屋、浜松、横須賀、

初のソロアルバム『First Tear』を発表した大塚章の

東京でワークショップやコンサートをするビル・キース

カバーストーリーほか、フィクション・ブラザーズのハー

をカバーストーリーに、フルアルバム『Sailing Home』

ウィ・ターナウアー来日、ドイル・ローソン IBMA 名

を発表し今月には全米ツアーをする女性トリオ、パイ
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誉の殿堂入り、手島家のマールフェス珍道中記①、アー

た尾崎ブラザーズ、弦楽四重奏団スーパージャズ・ス

ル・スクラッグス追悼④「続・誰がブルーグラスを創っ

トリングス「アメリカン・フィドルの旅」に参加して、

たのか？」、米国大学生の卒論「日本ブルーグラス研究③」

WOB2011 リポート「須田ギター後編／恐怖のグルーン

旅行記最終回、ドック・ワトソン追悼③ほか !

ギター体験 !?」、森繁 昇物語③、橘 俊暁、日本ブルーグ

MS-2911 2012 年 9 月号（通巻 347 号）¥525-

ラス年表 1974 年ほか。

MS-2906 2012 年 4 月号（通巻 342 号）¥525-

10 月来日予定の若手ウエストコースト派ブルーグラ
ス、フェアウェル・ドリフターズのカバーストーリー、

今月来日するテリー・バウカムをカバーストーリーに

アリソン・ブラウン来日、今月 14 ～ 16 日に関東ツアー

「ブーンクリークのドライブ」を検証とサンセットドラ

に挑む神戸大学の女子ブルーグラス「まろんまかろん」

イブ 2012 来日ツアー特集ほか、２月に来日ツアーした

（箱根フェス人気投票は堂々第２位 !!）、アール・スクラッ

パシフィック・リム・アコースティック・オールスター

グス追悼③「誰がブルーグラスを創ったか？」、オール

ズ「奇跡のセッション」リポート、ウィンターグラス

ドタイム入門②「カロライナ・チョコレート・ドロップ

2012「ブルーグラス 45」、WOB2011 リポート「須田ギター

ス」、イッツアクライングタイム最終回、米国大学生の

前編」、名古屋・鶴舞公園フェス、森繁 昇物語②、日本

卒論「日本ブルーグラス研究」旅行記、新潟県妙高市の

ブルーグラス年表再開 1974 年ほか。

ウエストフラッシュの 30 年ほか、日米ブルーグラス情

MS-2905 2012 年 3 月号（通巻 341 号）¥525-

報満載 !!

今アメリカでもっともブルーグラスがホットな街、ボ

MS-2910 2012 年 8 月号（通巻 346 号）¥525-

ストンの女性ブルーグラス、デラ・メイをカバーストー

ジ ミ ー・ グ ド ロ ー の 楽 器 遍 歴 寄 稿「 マ ン ド リ ン と

リー。日本ブルーグラス年表総集編「1950 年代～ 1973

の 50 年物語」、絵本『あなたのひとり旅（Your Lone

年」、2011 年発売ブルーグラスレコード総括、元ロスト

Journey）』、アパラチアとオールドタイム音楽①、パイ

シティーキャッツ森繁 昇物語①『陽が昇るまでに』、国

レーツ・カヌー、ジェイコブ・シャープ「日本ブルーグ

本武春芸歴 31 周年『武春まつり』、バンジョー弾き語り

ラス旅行前編」、ハワイでブルーグラス、イッツ・ア・

デュオ『マダム＆スー』、WOB2011「楽器リポート」ほか。

クライングタイム③、森繁昇物語「ナッシュビル着」⑥、

MS-2904 2012 年 2 月号（通巻 340 号）¥525-

日本ブルーグラス年表 1975 年ほか、日米ブルーグラス

ヨー・ヨー・マ、クリス・シーリ、ステュアート・ダ

情報満載 !!

ンカン、エドガー・マイヤーらのブルーグラス作品『Goat

MS-2909 2012 年 7 月号（通巻 345 号）¥525-

Rodeo Sessions』をカバーストーリーに、フラット＆ス

フラット＆スクラッグスに囲まれたドック・ワトソン

クラッグスの 1952 年最高の録音を生んだジョディ・レ

の追悼「アールとドックの友情」をカバーストーリーに、

インウォーター追悼、青山学院大「ブルー・マウンテン・

アメリカン・ハーモニー後編「バーバーショップからブ

ボーイズの 50 年」、奥沢明雄「きたむらいづみ『IZUMI』

ルーグラス」、スー・トンプソン来日「ブルーグラス・

について」、神戸で３月４日「オールドタイム・ジャム

ハーモニー・ワークショップ」、イッツ・ア・クライング・

＆ダンス・パーティ」、WOB2011「楽器関連リポート」

タイム「1972 年渡米②」、森繁昇⑤「ロストシティ・キャッ

のほか。

ツ」、第１回稲葉和裕ブルーグラスキャンプ、日本ブルー

MS-2903 2012 年 1 月号（通巻 339 号）¥525-

グラス年表 1974 年ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

２月に来日するケイシー・ドリーセンのカバーストー

MS-2908 2012 年 6 月号（通巻 344 号）¥525-

リーほか、祝米寿 ! アール・スクラッグス「誰がブルー

アメリカン・ハーモニー前編「グレゴリオ聖歌から南

グラスを創ったか？①」、セルダム・シーン 40 周年記念

部教会音楽／シェイプノート・シンギングについて」ほ

ライブ・リポート「ジョン・ダッフィの思い出とともに」、

か、ダグ・ディラード追悼、イッツ・ア・クライング・

カントリー・ジェントルメン「1972 年１月 17 日、来日

タイム「1972 年６月渡米」、森繁昇「ロストシティ・キャッ

から 40 年」、きたむらいづみ 2ndCD『IZUMI』、ヨーマ・

ツ」、小樽「グラスオーセブン」、ジェイコブ・シャープ「米

コウコネン＆バリー・ミターホフ来日、長谷川健悦の復

国学生ブルーグラス事情」、日本ブルーグラス年表 1974

興フェス・リポート！

年ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

B.O.M. ご利用方法

MS-2907 2012 年 5 月号（通巻 343 号）¥525アール・スクラッグス追悼特集①ほか、80 歳を越え

ビー・オー・エムのニューズレターは会員制ではなく、

てのデビューアルバム『Til We Meet Again』を発表し

商品の定期購買者に無料でお届けしています。一定期間、
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弊社からの商品のお買上げがない場合、勝手ながらレ
ターの発送をストップさせて頂きますので、ご了承下さ
い。
1). このニューズレターで紹介する商品は、ニューズレ
ター発行時点で、すべて在庫しています。
2). ハガキやお電話、ファックス、E メイル等で、封筒の
お名前の下の６桁お客様コード番号とお名前と共に、ご
希望の商品コードをお知らせ下さい。
3). 通常ご注文から１週間以内にはお届けします。ただ、
レター掲載時には充分な在庫を心掛けていますが品切れ
になった場合、再入荷を期して発送が遅れる場合もあり
ますのでご了承ください。
4). 基本送料は下記の通りです。
CD/DVD 全国均一、１枚 ¥180-、２枚 ¥210-、３枚以上、
もしくは ¥8,000- 以上お買い上げの場合、送料全国無料 !!
（ただし、特定地域、特定商品などについては、別途加
算の場合があります。お問い合せ下さい）
5). お支払は、品物を受け取られてから１週間以内に同
封請求書（代金 + 送料 + 消費税）をご確認の上、郵便
振替や銀行振込でお願いします。
●郵便振替＝ 01160-8-74352
●三井住友銀行・宝塚支店＝普通 1229492
●池田泉州銀行・宝塚支店＝普通 2330116
㈱ビー・オー・エム・サービス
●ジャパンネット銀行 本店営業部（ホンテン）
普通預 金 店番号 - 口座番号 001-1340424
カ）ビーオーエムサービス
●クレジットカード払いをご希望の方は PayPal を通じ
てお支払いいただけます。e-mail で請求書及びお支払い
URL をお送りしますのでご注文の際毎ににお申し出下
さい。
( 株 ) ビー・オー・エム・サービス
●〒 665-0842 兵庫県宝塚市川面 6-5-18
● tel.0797-87-0561
( 営業時間：月～金の午前 10 時～午後５時。なお祝日は
休みをいただきます )
● fax.0797-86-5184(24 時間 )
● http://www.bomserv.com/
● E-mail：info@bomserv.com
ビー・オー・エム・サービスのホームページでは随時、
最新入荷案内やニュースを更新しています。ニューズレ
ター、在庫リスト、ムーンシャイナー誌バックナンバー
なども紹介しています。最新情報の更新案内をメールで
ご希望の方はお申し出ください。
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