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発行人 代表・外山喜雄 編集長・山口義憲 編集・小泉良夫

超豪華に『国際ジャズデイ 大阪』(International JAZZ DAY OSAKA)開催

外山夫妻がサッチモでデイ・プログラム開催ファンファーレ
東北とニューオリンズを結びつけた“ジャズの力”を世界に発信
世界中のジャズファン注目の中、国連ユネスコ親善大使、ハービー・ハンコック氏らジャズ界のスーパー
スターを迎えて『国際ジャズデイ 大阪』(国連教育科学文化機関＝ＵＮＥＳＣＯ主催)が４月３０日、大阪市
内で超豪華に開催された。開催前、その全容が少しずつ明らかにされていく中、外山喜雄・恵子夫妻のこ
れまでの草の根的な活動が、この国際的なビッグ・イベントの中心的なテーマとして急速にクローズアップ
されてきた。世界中の超一流アーティストが結集する中でこの日、デイ・プログラムのオープニング・ファン
ファーレが外山夫妻に託されたことも、それを象徴的に物語っている。そのファンファーレ曲は『ウエストエ
ンド・ブルース』。何といっても、やはりジャズはサッチモ！ そして、東日本大震災の被災地・東北とハリケ
ーンの被災地ニューオリンズを結ぶジャズの交流が真っ先に取り上げられ、その模様は当日、各メディア
やインターネットを通じて世界中に発信された。大阪がジャズに燃えた１日をレポートする。
(小泉良夫)

写真は、『国際ジャズデイ 大阪』デイ・プログラムのオープニング・ファンファーレで『ウエスエンド・ブルース』を奏でる外山夫妻（大阪・西
区の大阪スクールオブミュージックで）。この会報の記事中、大阪城 西の丸庭園・特設ステージで開催されたグローバル・コンサートの写真
は、いずれも主催者側が世界中にインターネットで中継した映像（http://live.jazzday.com/）から切り抜きました

ユネスコ親善大使のハービー・ハンコック氏も夫妻の活動を絶賛

「音楽はいつも文化の橋渡しとなってきた。ジャズの役割は大きい」
デイ・プログラム冒頭で新聞記事を掲げ日米ジャズ交流を紹介
ホテル・レストランや会場で出演者、メディアに
外山さん自らがＷＪＦ会報や記事コピーを配る

始めたのだった(写真右)。

３０日午前９時半、出演者や大会関係者が宿泊中の、

合わせたアーティストや外国メディア関係者に外山さんが

実はこのコピー、ホテルでの朝食時にレストランで、顔を

大阪城をのぞむホテルニュ

自ら、まさに挨拶代わりに手渡してい

ーオータニ大阪（大阪市中

たもの。外山さんは会場でも、ＩＤカ

央区）の大広間で、ユネスコ

ードを掲げた関係者やメディアにこ

親善大使のジャズ・ピアニス

のコピーやＷＪＦ会報配りに奔走して

ト、ハービー・ハンコック氏を

いた。そんなこんなでばたばたしてい

はじめ、出演者が出席して記

る合間に駆けつけた産経新聞大阪

者会見が始まった。秋吉敏

本社の社会部記者が外山夫妻を取

子、ルー・タバキン、ウェイ

材。終わってすぐに午後１時半過ぎ

ン・ショーター、小曽根真とい

から、この日の本番パネルディスカッ

った各氏、スーパースター２０人近くが顔をそろえる。
外山夫妻はこの後、すぐに始まる「デイタイム教育プログ
ラム」（Daytime Educational Program）のファンファーレ担

ション、題して『東北大震災とハリケーン・カトリーナ討論
会』。昼食などとっている時間がまったくない。

当などもあって、ホテルから車で１５分ほどの大阪スクール

ハリケーンで被災したグラミー賞受賞アーティスト
＆夫妻、佐々木、松本両氏が「音楽の力」熱弁！

オブミュージック専門学校（同市西区、湯川れい子名誉校

主催者側のウィル・ラムゼイさんの司会で席に着いたの

長）へと急ぐ。１

は、ニューオ

０時４５分、同

リンズ出身で

校エントランス

グラミー賞受

ホールで高ら

賞 ギタ リ ス ト 、

かに外山さん

クリス・トーマ

の『ウエストエン

ス・キング氏、

ド・ブルース』が

外山夫妻、

響き渡る。恵子

仙台から駆けつけた“みやぎ音楽支援ネットワーク”佐々

さんがバンジョーであわせる(写真上中央)。盛大な拍手の

木孝夫さん（粋なジャズカフェ・バー「ジャズ・ミー・ブルー

中でデイタイム教育プログラムが始まった。各種のワーク

ス noLa」オーナー）、そして東京から国際交流基金の松本

ショップやディスカッションのなかで、マーカス・ミラー氏と

健志さん（文化事業部米州チーム長）の５人（写真上）。

対談したハンコック氏、「音楽はいつも文化の橋渡しとなっ

ラムゼイさんがまず東北を襲った大震災とハリケーンによ

てきました。その中でジャズの果たす役割は大きい」などと

り壊滅的な被害を受けたニューオリンズの被害状況を話さ

語っていたが、この対談のイの

れたあと、キング氏がマイクをとった。彼

一番になんと！外山夫妻の長年

はニューオリンズで被災し、今は州都の

の活動を大々的に報じたジャパ

バトンルージュ在住、大震災の直後に

ンタイムズ紙の紙面（コピー）を

気仙沼の「スウィング・ドルフィンズ」など

聴衆に掲げて見せ、ニューオリ

に楽器を贈ってくれたニューオリンズの

ンズと東北の２つの被災地を結

ティピティナス財団とも関わって音楽の

びつけた“ジャズの絆”から語り

指導に当たっている方。被災地に癒し

の力を与えてくれた音楽、その体験談を語る。

『今度は私たちが恩返しをする番です』と支援を申し出て

ここでステージ右の大画面に松本さんが持ってこられた

くれました。そんな時、長年、東北で支援活動を続け、私

映像が映し出された。それは一昨年（２０１２年）秋、ニュー

たちにも協力してくれていた仙台の佐々木さんから子供た

オリンズからやってきた高校生

ちのジャズバンドが、楽器を

とヤングバンドが、気仙沼など

すべて流されてしまったこと

東北の被災地を回って子供た

を知らされてきたのです。ニ

ちのバンドと交流した感動的

ューオリンズでは、私たちが

なシーン。さらに、これらを経

楽器を贈っていた経済的に

験した女の子たちが、「あなた

は恵まれない家庭の子供た

にとって音楽とは？」との問い

ちも、すぐに支援コンサート

かけに次々に答える。「はい、

を開き、ティピティナス財団と

それは人と人との心をつなぐ

ともに義援金を送ってくれた

ものです」「気持ちをハッピーにしてく

のです」

れるもの」「世界を結びつける絆」「生

これらの義援金で楽器を購入、

活の一部」…と。

震災のまだ１ヵ月半ほどしか経って

外山さんは、５０年ほど前、ルイ・ア

いないときに佐々木さんを通じて気

ームストロングに憧れて、恵子さんと２

仙沼の「スウィング・ドルフィンズ」に

人で５年間、ニューオリンズでジャズ

送られた。それらの楽器で、東北各

修行に出掛けたことから語り始め、

地から駆けつけたミュージシャンとと

「ジャズはアメリカが世界にプレゼント
してくれた最高の贈り物」と。しかし、

（写真上、左から）キング氏、外山夫妻。下は
佐々木さん(左)と松本さん

実際に夫妻が体験した“ジャズとルイ・アームストロングの

もに気仙沼・綜合体育館前の広場
で被災者のみなさんを元気づける

ためのコンサートが開催された。

故郷”ニューオリンズは銃と麻薬

「この体育館の中には、

に悩まされていた。「小学校の入

テントがいくつも張られ、

り口に“銃の持ち込み禁止”とい

被災した方々が避難生

う表示が出ているのです。小学

活を送っておられました。

校ですよ」語りかける。

ここで生活していたバンド

「そんなわけで私たちは “銃

のメンバーもいたのです。

に代えて楽器を！”のスローガン

暗いニュースが続いた中

のもとワンダフルワールド・ジャ

でコンサートで、まさに心

ズ・ファウンデーション（日本ル
イ・アームストロング協会）を２０

温まる“音楽の力”を見る
パネルディスカッションを終えて出演者と聴衆のみなさんが記
念撮影に収まる。若者の姿が目立ったのも嬉しい限り

年前に立ち上げました。以来す

ことが出来ました」と外山
さん。

でに８００点もの楽器をニューオリンズの子供たちにプレゼ

都心から車で２日がかり。青空に鯉のぼりが翻る風の強

ントしてきました。そんな折の２００５年、ハリケーン・カトリー

い日だった。外山夫妻は、大喜びで出迎えた笑顔のバン

ナがニューオリンズを襲ったのです。私たちが楽器を贈っ

ドのメンバーと一緒に演奏に加わった。この子供たちが元

ていた高校も壊滅してしまいました。それで私たちは日本

気を取り戻して演奏する姿を見て、集まってきた被災者の

のジャズファンや会員のみなさんの呼びかけたところ、１３

人たちの目に涙が光っていた。現地でボランティア活動を

００万円もの義援金が集まったのです。それをニューオリ

続け、トラウマ（心的外傷）などの治療に当たっていた若い

ンズに送りました」

医師の言葉が、今も耳に残っている。

「そして２０１１年の東日本大震災で、津波が東北地方
を襲い、その悲惨さを知ったニューオリンズの人たちが

「被災者のみなさんの“心の傷”をマイナスからゼロに戻
すのが私たちの仕事です。そこからプラスにもっていくの

は、みなさんの“音楽の力”なのです」と──まさに、この

恵子さん。これまでの支援活動を総括した後、「この運

パネルディスカッション、いや今年の国際ジャズデイのテ

動はルイを尊敬する私たちの本当に個人的なレベルで始

ーマそのものだった。

めたのですが、ジャズを愛するみなさんとともにルイの精

松本さんがマイクを握る。「ジャズを心のよりどころにして

神、ジャズの強い絆がどんどん広がって行きました。それ

頑張っている日米の子供たちの交流、それを実現するた

こそ音楽の力、ジャズの力なのですね。深い、深い絆を実

めに支援させていただきました。この心の交流、文化の交

感しました」

流に携わった子供たちが、きっと明日を担ってくれることで

キング氏。「黒人と白人が音楽に乗って一緒にダンスを

しょう」と。

する…人種、国家、宗教、文化の違いを超えて人々が交

ＴＯＭＯＤＡＣＨＩイニシアティブを進めてくれた
リチャード・メイさん、圓子博子さんも会場に

流する。これが音楽の力なのです」。
会場の若い人たちに向かって呼びかけた佐々木さんの
“締め”が良かった。「み

「その交流の発端になった

なさんも、ぜひニューオ

のが、当時の駐日アメリカ大

リンズを訪ねて下さい。

使の（ジョン・V・）ルースさん

ニューオリンズは毎日

でした。ルースさんがツイッタ

毎日、いつでも、どこで

ーで参加、支援し、実際に

も終日、音楽、ジャズ、

“TOMODAＣＨＩイニシアティ

ジャズなんですよ」と。イ

ブ”を主導してくれたのです」

エー！

と外山さん。会場には、実質

終わってニューオリン

的に力を貸してくれた駐日ア
メリカ大使館の文化交流担
当官、リチャード・メイさん、
圓子博子も姿を見せ、このデ

ズ・ラスカルズの川合純
「まるで同窓会のようでした」と外山さんが親睦を深める中、リチャー
ド・メイさん(写真左から２人目)と圓子博子さん（右端）といった駐日ア
メリカ大使館のメンバーも駆けつけてくれた=４月３０日、大阪スクール
オブミュージックで

一さん（bj,vo）や DJ とし
て関西で活躍するクリス・

ィスカッション

ノットさ

を温かく見守

ん、そし

ってくれてい

て関西

た。

の会員

佐々木さ

の方々

んに代わる。

もやっ

「ここにドルフ

てくる。

ィンズの須藤

「なんか

丈市さんやド

同窓会

ルフィンズの

みたい

みなさんが

ですね

いらしてくれ
たら良かった

え」と外
５月１日付の産経新聞(大阪)に掲載された『国際ジャズデイ』の記事。パネルディスカッションの記事(右)の
方が１面の記事(左)より大きく、詳しかったので外山夫妻もびっくり

のですが…

山さん、
感動的

みなさんに代わってお話しさせていただきます」と、被災

な１日を締めくくる。夫妻は、この日夜の横浜でのライブが

地での活動を紹介、「このような被災地での支援には、も

入っていて、終了後、急ぎ足で新横浜に向かったが、感

ちろん物理的な支援も必要ですが、心の支援も必要なの

動的なシーンは、夜のコンサートの中で再びクローズアッ

です。子供たちの笑顔を見て微笑むお父さん、その姿に

プされた。

癒される子供たち…人を動かし、感動させる、音楽には大
きな力があるのです」。

『国際ジャズデイ 大阪』のグローバル・コンサートは午
後７時から９時まで野外の大阪城西の丸庭園・特設ステー

ジで開催された。前夜まで雨が降り続け、野外でのコンサ

イ』の大きなテーマとして語り継がれて行くに違いない。私

ートが心配されたが、この日は朝からカラリと晴れ渡った好

たちはその都度、その“歴史”を振り返り、思い出に光を当

天気。ライトアップされた大阪城を右手にのぞむ会場は７

てていけばいいのかも知れない。

０００人のファンで埋め尽くされた。

サッチモ祭での寄金、心温まる過去の個人的な思い出

４

を秘めた楽器たち、それらが外山夫妻の元に届けられ、

メイン会場でも日米被災地の交流にスポット！
「楽器を贈って希望と音楽の喜びを与えました」

楽器を無償で修理し、磨き上げた人たち、夫妻のもとから
ニューオリンズへ無償で楽器を送ってくれた人たち…そん

スーパースター達の熱い演奏が次々と繰り出され、小

な“長い歴史”も、“８００点の楽器”とか、

曽根真さんの熱演の後、会場が

“ニューオリンズからの恩返し”の２つの

熱気に包まれていった中盤、サッ

言葉の中に集約されてしまったことのよう

クス奏者のケニー・ギャレットさん

に、時が経つにつれ、“途中経過は省

がステージの中央に進み出て、な

略”され、忘れ去られることが多い。そん

んと日本語でこう話し始めたので

なことをいま、思い起こしている。

す(写真右)。

スピーチの後、ギャレットさんは日野皓

「私が初めて日本に来たのは１

正さんらと素晴らしい演奏をきかせ、最後にハンコックさん

８歳の時でした。私は日本の文化、食べ物、伝統音楽が

のピアノの伴奏で感動的な『イマジン』をレイラ・ハサウェイ

大好きで、日本語がちょっとしゃべれます」。外山夫妻が

さんが、愛を込めて歌い上げた(写真⑤)。

自宅に戻って主催者側が世界中に配信したコンサートの

♪考えてごらん、すべての

全中継を見て、驚かされたの
は彼のこの後のスピーチだっ
た。
「ジャズは目に見えない傷

①

②

人々がこの世界を分け合ってい
るんだ…いつの日か、この世界
は１つになっていくよ…。

＜国際ジャズデイとは＞ ２０１１
年７月、ハービー･ハンコック氏が
震災で被災し、津波で楽器を
ユネスコの親善大使に任命され、４
④
月３０日が『国際ジャズデイ』と定め
失った子供たちに日本とニュ
③
られた。２０１２年４月、ハンコック氏
ーオリンズの NPO はアメリカ
とセロニアス･モンク･インスティチュ
大使館と共同で、被災地に楽
ート･オブ･ジャズ（ＴMＩＪ)が音頭をと
って､パリのユネスコ本部とニューヨ
器を贈って希望と音楽の喜び
ークの国連本部、そしてニューオリ
を与えました。今夜のコンサー
ンズのコンゴ広場をメイン会場に､
トが学生、先生、そしてコミュ
ジャズの伝説的な人物を集めたイ
ベントが開催された。これが第
1
⑤
ニティーを勇気づけられること
回。
を望みます。ある人はこう言っ
ユネスコの理念を持ち、“世界共
通の言語”でもあるジャズ､教育手
ています。音楽は土深く根ざ
段として、また平和と団結、対話､そ
した大きな木のようでその枝
して人々の連携を強めるための手
は大きく広がって人々を繋げ
段としても、ジャズの素晴らしさを国
際社会に知ってもらおうという趣旨。
てくれます。このことは『国際
２回目の昨年は、トルコのイスタン
ジャズデイ』の精神と結びつき
上の写真は、①小曽根真さん ②秋吉敏子さん ③ウェ
ブールがオフィシャル･ホスト･シテ
イン・ショーターさん ④日野晧正さん ⑤「イマジン」
ィーとなった｡ まだ人種差別が厳
ます…」
しかった１９３０年代に､ワシントンの駐米トルコ大使は､アフリ
外山夫妻らの活動にはまったく触れられず、支援もＮＰ
カ系ミュージシャンのために大使館を開放していた。また大
Ｏの活動になったりしているが、ま、それはともかく…“２つ
使の２人のご子息は､初めてのジャズ･レーベル｢アトランディ
ック･レコード｣を起こしている。ジャズの素晴らしさを世界中に
の被災地のジャズ交流”という“歴史的な活動”が、“音楽
広めていったトルコの貢献もあって､イスタンブールが昨年の
の力”として１人歩きし、世界中に大きな枝を広げていった
ホスト都市になった。今年は、大阪市観光局が「アジアのジャ
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