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¨ 表現 の議御c 在るものヽ
金
夢選病者のようなフワフワとした感党.
目を閉 して しかみえないもの、破膜が震
えると問こえなくなるもの、忠 を止めな
いと嗅げないもの.煮 え切らないという
のじやな く生で+分 食べ られる.ア ンカ
ーがスーッと重力の方向に眸 りていき、
ビンッと糸源 る.

花火 というのがあるが この同 じ火花で
もまl」
ゆいばか りの炎天下と、すべてを

術教育に歪みが出無 いはずはな く、大袈
Rを 言 い方をすれば 「
表現J「 芸術」 と
いう■■が■せていき、お、くよかな精神
が育ちに くく 「
面一化」 を助長 している

包み込む￨￨との コン トラス トが現代のジ
レンマであ り 「
空洞化Jを 30秒に疑縮 さ

ように思 う.こ れはもちろんなも合めた
Jtalであ り、大切なのはもつと表現の背
後にある 「
何 かJに 目を向けるべきだろ

らいたつたかけわからないが 、見たい■

う。 コンクールそのもののた非は複雑な

を見ようとすればするほど見えなくな り、
その開に 目をズラす とそれが見えるので

いく.次 の瞬欄 、私の小さい子はギュッ
と瓦を提 り
た.背 中に星間の熟を合
■日 と恐怖が●込 まれた.
Iまたまたユ タムニー して一―jと 思
われるだろうが 日の中へ落ちていく、
止め所な く落ちて い く重力と反重力、そ

それらの感覚はII"し なければ踵10で
きないだろうし 単に素質 才龍だけに
重きをおくのも楽■的ではないだ ろうか.
では、それ らの日
場所 として学校
"の
現場の美術教育はどうか というと、例え
ば某新聞社主催による国面 コンクールに
あわせて年間計画 を立てて いる傾向にあ
り、 コンクールの 「
傾向 と対動 に力を

‖ 綱
間層もあ り紙面の関係 1に の程度に止め
るが で
開口 鱚 「
裸の■様J参 照) 本
質的な問題 は山積みで、皮膚一枚で大人
も子供も騒いている。だから、学校をで
た後 「ゲイジュッなんてわかんなあ〜い
…… Jと なる。その結果人間の本質が,
せていき、皮膚だけが肥大イ
しじ朦間がで
きる。 「
空lH化Jで ある。それよりも、
ニ タリJと す
ますはジーーッと眺めて 「

入れて いる。過去 3度 糧、審査に関わ つ
たが、ある学年7000点余 りをたつた 0人

たいものである.
少 し角度は違うが 「
空lB化」を栄養剤
リゲインのCMに 見る。Japaneese Bus―
ineSSElnが
故障 した車を炎天下でスバー

で、オマケに上位の選出は審薇員同志の

クさせ、層裏に日本の彼女が浴衣に線香
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をみるというより数 をこなすのがやつと

ルー
国場 F I I グ

た、降ろきない人もいるだろう。私のう
合以前にも本紙で発表 した力 遺伝 子レ
'「
ベルからの表現Jで ありそれに組み込 ま

るぜJと ,lFし たこともある。それが、
パラバラにな り、……なんて.

る。傲妙なところを感 じられる。その世
界へ入つていける、そんな寛容さを持ち

で審査 したことがある.そ の年は[端 な
例ではあつたが手奎後は瞑球が輛み作品

す場所も違えば、深 さも違うだろう。 ま

DNAが バラバラになり再編成 されると
いう.(ノ ーベル賞受■者 利根川泄、
立花略共■ 「
物曖 J参 照)こ れは
ヤパイ、fオ "llと
レの中にはウヤファーフジ
から受け用 いできたアジアの風が吹 いて

"め じ、同時に國●感のな い
んだ瓦 を再び感

感 じることである.

せたものときえるだ ろう.(よ つて逆説
CM、 II真をもつた皮肉とも言える)
さて、人それぞれ 「アンカーJを 降ろ

れている情報 を嗅 ぐことだ。しか し、従
1 来の 「
遺伝 子は不変」であるという定説
{く
つ
力
力(えされた ビックリした事に、
胎児から成人体へ成絆する凛程で遺伝子

ある。そんな事 を繰 り返 していると、急
に自分の身体 が浮き上が り夜空へ落ちて

ある 細胞 の一つ一つがうごめ く自己を

満

力関係が顔をだ し年配の方の意見で押 し
切られて しまつた。その様な現状では美

幼児用の頃 こんな事があつた.■ 屋根
に上が り仰向けに星 を見ていた。 どれ く

のバランス地点に 自分がいる.人 事なの
は皮膚一枚 の境 日、皮膚の裏側の触 ●lで

城

硫かに、分子生物学 という最先端オ
1学
は、間に包まれた 「
生命Jに そ こまで光
を当ててきた.し かし光の届かない世界
があるはずで バラバラになつたなら「
何
が1そ れを再●咸 していくのか。その メ
カニ ズムにはやはり 「
風Jが 吹 いている
はずだ。なぜなら重力の方向性があるよ
うに
1の方向性があるはずだから。科
'轟
学は「
実肛Jにより実惑 し、芸術は「
表現j
により実感する。私 の中により強 くアジ
アを実感 した いために「
表現」するのだ。
く生
民族主義というのしやなく、う
̀め」をア
命感 としての「まばゆいばか りの円
ジアと呼んでるにすぎな いのだ。
アンカーJを 降ろ
間の中にスーッと 「
す。巨饉感がない.し か し…… .
(きんじょうみつる 画家 美
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いるような気もするんですけど。
照屋 僕 もそれは感 じますね。 これまで
の沖縄 の音楽 をみると、ちよつと暗いで
すね。
GV
それはIE史的にも嗜 い流れがある
ということですか。

︲
Ｇ Ｖ ア ート イ ンタ ビ

復l120年にして、音楽を中心とした
表現シーンが華やかだ。その■ っ只
中にいる凩歴林贅氏E"蠅 と音楽、
表現 へ0姿 勢をインタピューしてみ
た。綸口この間わ りとも併せて、自
由に語 つても らつた。Ⅳ=■7J J4ス

美術 の こ と

照量 そう、歴史で しようね.歌 は大人
のものだという露裁力Iずつとあるんです
ね。代表的な歌 というとナ ークニーとか
あってね。とんな時に唄つたか というと
なの語 らいの時 とかね。子供が入 りこめ
ない世界の歌というのが多すぎて.そ う
いう歌が歌 としての側 嵐観 を認められて

GV

今 日はお忙 しいところ、インタビ
ューに応 してくれてありがとうございま

いた。沖縄 という島自体 が、そうなんで
すね。大人のキライな歌を好んで歌 う子

す. 地 元 の美術家が 日本の、あるいは国
際的なアー トシーンに出て行 く動きがあ

供を大人は叱る.純 粋に子供たちへの影

るんですけ どもなかなか出られないです
ね. そ こ らへんのかねあいも含めて、林

響力みたいな部分は弱い。だから子供た
ちが、自分たちの歌であるという認識 が

賢さんが今大成功 をおさめているんで、
あやか りた いと ( 笑い) 。 ミュー ジシャ

できるサウン ドを、 という発想から結成
されたのが 、りんけんバ ン ドなんです。

ンも美術も同 じ表現ですか ら、関連性 も
たくさんあると思 うんです. い いお話を

CV

今 までサ ンシンだけでやつてきた

に続を、言 つてみれば 日本画家が 日本画
の顔料 を使 つて倉l17Fす
るん じゃな くてロ

たくさんお聞きした いと思 いますので、
よろしくお用 いします。
旦y 林贅さんは、給についての関心は

洋の油綸や版画を試 した りして、あちら
からの素材 をどん どん47り入れながら、

どうなんで しよう。

今 日の自分の音楽の世界 を構築 しようと

昌量 刻■ 校の時は、べんてる主催の絵
画コンクールは出すたびに何かの■をも
らつて、賛状は十何枚かもらいました。
たげど中学の時、物凛 く給の巧いのがい
て、そいつに負けたなと思つてショック

した感 じですね。

をうけてやめたんですよ。
GV
これまで印彙に残るような絵はあ
りましたか.

【量 だんだん大人になってきて、知識
で絵 を中I断して しまう可能性 が凄 く強 く
なっているんです。だか らパ ッと観 た瞬

のはもつと死 と隣 り合わせみたいにす ぐ
側にある.フ ランスや ドイツな ど動 に
してもあれだけの石 を積んで、事故もあ
つただろうし死人も出たと思う.そ れで
も建つたという凄さという想像 をILする

間を大切にした いと思つてます。
CV
先程画廊で何点か ご覧 になって ど

ものがあるね。単なる美的鳳党を遣 つて
いるん じやなくて、凄さが感 じられる。

うで したか。
應
漠然 といいなというのはあるけど

だから、そこで沖縄の文化の話は一切 し
なかつたんです よ.恥 ずか しいというよ
り、分か らないというか、とにか く圧倒

ね。あ、そうそうハッと引き込 まれると
いえば、アフリカンアーテース トの作品

されるんですね。

があ りましたね。あの作品には奥に何か
があるような気が した。
GV
音楽的な直感みた いなのがあるか

沖縄 と音楽

もしれませんね。最近は外国によく行 つ
ていらつしゃいますが、そこで印象に残
つたことはないですか。

墨塁 僕らが美術と言つている事が物凄
くうすつべらに感じますね.芸 術という

GV
音楽の話を聞かせて下さい。沖縄
のコンテンポラリー作家と、いわゆるコ
ンテンポラリー ミュージシャンの、ジ
ヤンルは違うけど共通の問題点をもつて

沖縄 で生 まれた颯 上の信 販 会社 ―――

里星 これまでのサウンドづ くりで一番
の間題は、やつばリドラムとペースなん
ですね.1,70年代位から音楽はギター、ド
ラム、キーボー ドを使つて、
伝えられるよ
うになつたでしょう。小編成でいろんな
表現が可能になつてきて、またそれが受
け入れやすいという時代になつたんで、
僕らも洋楽器を取 り入れたんです.そ こ
で、民語のリズムの中のベースとドラム
の役割が問題になつたわけです。洋楽器
を取 り入れたもうひとつの理由は、サ ン
シンは600年前に沖縄に来てますが、600
年かけて今の奏法が完成 しました.カ チ
ャーシーもそうです。洋楽器が一般的に
なつたのは戦後ですから、50年弱で洋楽
器はここまで来た。歴史からすると、サ
ンシンが大先輩。それでサンシンと同じ
発想で洋楽器 と姜しなきゃいけないと思
つたんです。だから西洋の楽器で沖縄の
音楽は、表現できると信 しているんです
よ.沖 縄のサンシンは中国から渡つてき
たけど、カチャーシーの奏法を中国音楽
に聞いた事がまだなt、 だから楽器によ
つてではなくて、歌によつて楽器が変わ

国家試験合格者輩出 Nolの総合コンピュータ専門学校
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つていつたんですね.験 の世界でも、そ
うだ と思 うけど.絵 の具で変わるん じゃ

ことはないと思 う。CDだ けが、向こう
へ行 つて凛 いてもらえればいい。

以上のものはないんですね。僕はその時
は気がつかなかつたんだけど、だんだん

なくて表現 の方法ですよね.風 俗によつ
て素材はどん どん変わつていく。凄 く時
間はかか ります0勁 強をつみかさねない
といい絵 の具や いい東器 が泣きます.

GV
沖島の リズム、あなたの追求して
いるリズムが今、 日本の社会に受け入れ

僕も年をとつて、 りんけんバ ン ドを作 つ

られている.新 鮮な薔動 を与えている.
それはどこら辺に起 因しているのかな.

ア ドバ イスすればよかつたなと思つたの
は、沖縄に住みついて嫁 さんをもらつて、

GV

墨量 僕はただ一生懸命やつているから
だと思う。なぜかというと若い時、たま
たま今帰仁の椰術を観たんですよね.あ
んまり期待もしないで■てたんですが.
だんだん引き込まれて涙が止まらなくな
つて.規 父が働 にいたんですが 恥ずか
しくて。顔も見れなかんつたんです。親
父も泣いてました あの時なぜそんなに
感動したかというと、何か命が吹き込ま
れているような。人間のホ書の部分の何
かが湧き出る。ひとつのものに打ち込ん
でいる晏が ドンドン迫つてくるんです。

子供 を作つてその子供あたりか ら本当に
彼の考 えて いる沖縄の音楽 を情むん じや

あれをみて、人間はひとつの事に一生懸
命や つて、ただポーズだけしゃなくて本

それぞれの国に自分たちのリズムがある
んだけど。それを日本のマスコ ミや レコ
ー ド会社が旅行 つているから商売にする

やっばリウチナーの楽器にこだわ

ろうとしたんですか。
ウチナーの楽器には全然 こだわ ら
い。サ ンシンも最初からウチナーの楽彗
しやないと思 つているし。そのこだわ り
はな いけど、ただ沖縄の リズム を出 した
いな とは思 うんです.

音楽家 とは
CV

今、ワー,レドミュージックブーム

て分かつたんだけど。その時、こう彼に

ないかな と、だから本当に好きだつた ら
自分の子や孫に託す位0入 れこみがない
と、生半可によそのものをやるもん じや
ないと思います.ヤ マ トのレコー ド会社
とも仕事 をしてますが、とにか く売れる
ものを倉Iれと。 しゃあ沖縄 の音楽にいき
なリレゲェをつけようと。いわゆるレゲ
ェというのは リズムとしてはおもしろ い
し、今、若い人に受けてる。それをさせ
ようとす るんです.世 界を見てみるとね

‖
0日い0911カ ーにて

で、敗年前から注 目されてますが.
鳳星 ブームというのは、本当はないん
です。マスコミが騒いでいるだけなんで
す。つまりは自分自身の間燿だと思うん
ですけど。だからブーム というのは、あ
んまり信用してません.だ けど―敷の人
いんですね。今、プーム
には全然関
"な
といいますけどワール ドミュージック系

心でやれば誰かが見て くれるものが絶対
あると思つたわけ。一生懸命や るという
意味ではILの何物にも変えられな い茉晴
らしさがあるんだなと.
GV
燃焼 した生命感が薔 く劇に伝わつ

力ヽ 音楽家はそれに贅同 しては いけない
と思 う。

てくるんですね.

CV

の売り上げは落ち込んでいる。だから沖
縄の音楽がプームというのは復帰20周年

饉
GV

のあおりがあつて何となく沖縄を盛り上
げようという雰囲気になつてはいるんで

とするもので、■■に根を生や したもの
を徹底 してやれば、何かにつないていく
ものがあつたんですね.

すね.
GV
外国公演も今多いんでしょうね。
墨量 外国へ行 くのは、本当は少なくし
た0ヽ それは、地球を汚染 していくこと
だから.時 差を乗 り越えて無理 して行く

思里 世界の音楽を開けばす ぐわかるん
です。立場を逆にして考えれば、なぜぼ
くらが外国のCDを 買つてお くかという
と自分にないものを求めるんですよ。そ

照屋 以前僕のお しいさんの林山が元気
だつたころ、吉典を曽つているアメリカ
人を家へ迎えたんですね。■ いてみると、
感 0す るほどうまいんです力:.で もそれ

こか ら学.ぶものが大きいか ら.■ かに中
にはつ まらないものもある。例えば東南
アジアなんかは英語で唄つた り、サ ウン
ドはアメリカ、も しくはジヤバライズと

｀
″
専門画材の店

″鯰 もち書店

代■取●■■■ 高 を , 一
ll県意口市紋念12'Te O"3617ワ

それは、 どこの国の ミユージシヤ
ンでも言えるわけですね.

る.
僕 はそう思つて, ヽ
一
林賢さんの場合、 僣 自分が得意

Lト
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フ
リ
リ
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Bコ
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という次元では、これからはためだ と思
います。商売人はそれていいと思 います
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いうのが多 いんです。や っばり国力唯 ん
でないか ら、これからですから。何かに

ね。喜手刈林昌さん とか、登川盛仁 さん

ら、その辺 の違 いというのもはつき りし

なんかもみんなそうですよね。僕 らが何
かをやる時 に外部からの中l 漱でや ってい

てる.逆 に 、僕 らに とつてはす ご く整理

さつき いつたように、ステー ジでウチナ
ークチをどんどん使 つて、沖縄でやるの

るというのは間違いなんです。自分の中
から出てくるものが いいんだと。 いつ て
もそうい う気持ちでやつているんです。

す。それも いつかは解決 しな い といけな
い課題だ と思 つて いる.次 は優 らの世代

と同 じようにやるんです.
GV
同感ですね。

話は変わ りますが 沖縄の文化やなんか
が、余 りにも瞬 の芝生は青 いという形で

照屋 りんけんバ ン ドわ戦 功 している理
由がこの辺にあるん じゃないかと思 うん

かたづけられて しまう. 何 単にああそう
ですか、みたいに思 う人が いるんで、そ

ですね。だから供 らみた いに、
韓国や東南

れだけはやめたいですね.

調を売つている。これが九見えだから披
れるんですね.そ ういう音楽がいやで、

フジアのバン ドでも東京でや つたら絶対
受けると思 います。ついて くると思 いま
すよ.皆、日本の童話 を歌つたりする。東

デ ジタルに分析

南ア ジアから来た歌手が いるんです7ul、
そんな事 をしてたら誰もあなたの事を好

GV

大体輪郭が見えてきました。沖縄

された 音 づか いにな つてきているわけで

にな る し、ある
まではや つておきた
'僣
いと思 います .
GV

それ は、音 をデジタルで捉 えてい

くということですか。

墨星 それも必要だけど、それは表現す
るものではないですよ.自 分が表現 した
いものはどういうものかを自分で分析す
ること。 自分 の正体 を知 りたいというこ
と。僕 らの場合は洋楽番 と共存 したいと
いうのがあるんです。サ ンシンの音は複
雑な音が入 つていて、ギターのビーンと

きにな らないょと言 いたいですね。や っ
ばり自分たちの音楽を前面に出すべ きじ

一本線 を弓,いた音 じやな くてもつと倍音
、
も
くんでいる。だからいろんな楽器 と
を′

ゃな いかな.
GV
やは り、東南アジアからみれば 日
本は宮める国なんですよ。そこへ何かを

一緒 に演奏 した ときに、サンシンのチュ
ーニ ングが■ くてもすぐ合 つて しまうん

出す ときは、どうしてもそんなユになる
という事なん じゃないですか。

GV
奥行が広 いんですね。
照屋 抱きかかえるのが広 い.チ ューニ
ングメー ターにきっちりあわせておかな

でつ.

鳳量 今までの経験で、■かにこの気持
ちよく分かりますよ.だ から日について

いと、ほ著 した音 を聞いた時に、手から
て くるサンシンの音と違 うんです.
'い
アタックが中心に音がボ ンとくるから最

生方がない。Mさ んがいるでしょう.彼
は完全 に中央集梅に娼を売つた人物だか
ら.沖 縄古来の歌を日本語に変えた り。
沖縄でもあれがいいと思 つた人がいるで
しょう。がつくりす るんです.個 人的に
自分の欲に走 つた人間 じやないか と思 い

ン 、
シ
●￨ ン
111
…
という■■と、林
賢のリズムというのは
どういうふうに考えていますか。

初のアタツクの音が、こ いか高 いかでも
音楽のニ ュアンスが違つてくる.低 く弾
くと暗 くて、シャー プ気味に したら全体

【星 以前は、担度の高い書束をやりた

が明るくなるんです。
CV
琉凛音楽家か らも、いろいろ魁強

ます。だか ら全然いいと思いません。現
在もそういう道に少 した りかけている人

いと思つて いました。これは凛 く晨解 さ
れる言い方なんですが いわゆる沖■ の

も多 い。残念な部分 もあ りますがね.
GV
地元での りんけんバン ドの評価は

あが出来て、推かが手拍子をたたいてう

どうなんで しょう.
照屋 まず、勘違 い しないで くれ と言い

なつたのが唄になつて。これが変化 して
いろんな情報が入つてきた。 自分たちの

されたんで しよう0.
墨星 はい.僕 も いろんな ミュージシヤ
ンをしつているけど、ただ漢然 として い
る部分 というのが多かつたんですね.供
らが知 らな い事が多すぎて.4'縄 の軟で

たいですね。沖縄 というのを過大評価 し

漏 よをlAえた り、そういつた諧々で音楽
llここまで来たんです。この一本の道 と

ないで くれ と。それはマイナス点になる

いうのは泄もが否定できません。多少形

と思 うんですよ.以 前にキ リ短の先生が
某新聞で、坂本龍―が沖縄の音楽を取 り

を変えなか らも、供の時代 まで続 いたと
いう事は、はつとしてる.次 の時代はど

入れ、沖縄 の ミュー ジシヤンもそれに
激を受けて気が,い てやつているとい"う
ニュアンスを込めた文章があつた。それ

うか という不安はありますが.で も、林
山が いて林助がいて供がいた という関係

でも勉強 しな くちゃいけない部分 という

性は強かった と思 いますね。林山とも音

のがあります。ただ漠然 と聞 いておもし

楽の話をよくしたけど、結局多少の食い
違いはある。感覚l●
￨には全然違うんだけ
ど。例えばキーボー ドの絶対音感みたい

ろいというんだつた ら、それを仕事 とし
てない人たち、つまり聞 く側だ とそれで
いいんです.自 分は音楽をや つているプ

自分たちの音楽だか ら 好きだから.や つ

な部分の音の 期 というのは知ってます
が、でもサンシンには、絶対にこの音 じ
ゃな いと,ヽ
けな いというのはないんです

聞き方があるん じゃないかと思う。その
辺努力 しな いといけな い錬 然 としたら

ているというのが大前提にあるんですよ

ね。スラィ ドすればいろんな音がでるか

絶対にだめだ と思 います。だか ら自分が

が大嫌いで、腹がたつて会 いに行こうか
なと思つた位。今思 い出しても腹が立つ
んですが。)1餞の音楽が素晴 らしくて、
翻 価されているか ら俺たちはやるという
気持ちは さらさらないんですよね。ただ

西空口設備株式会社
ID南
(0")834 7831Q mX(o98)834‑5348
〒9 0 0 那 口市泉崎2 2 3 ●
4

も教 えてくださいといったら、弾 いて、
「トーイヌグ トウアビレー ワJと いう部
分というのは、た くさんありますよね.
本当に合理的に歌の中身を摘みたいとい
う欲立がいつもあるんです.だ から自分

ロだからもつと、音楽 としての物 の見方、

ο
)ビールカ'断然うまい。
地 ,こ
最も新鮮

粛リオンビール

何をして いるか、何を弾 いたか、 どんな
事を今から目指す か、それはデ ジタル化
してもいいん じゃないか と思 つてます.

GV 方■論を、もっと明快にしていく
ということですね。

ヤマハからデ ビューできると、甘 く考え
ていたんです。ヤマハにも押す人がいた
んですが.プ ロデューサーが 3回 目だか
らそろそろ 日本語に した ら、と言われた
んです.断 つたら、 じゃあ 1番 だけでも
いいか らと言われて。僕は怒って しまっ
て、結局完全にアウ トです。大阪に茨逮
がいたんで、聴 いたら 「あかんがな りん

作品 が人 を呼 ぶ

けんバ ン ドは売れな い。あのサ ウン ドじ
照屋 でもそういうことは、もちろん閲
く人たちには関係ないですけど.例えば、

ゃだめだJと 、好き勝手な事 を言われた。
本当に淋 しい思 いをしましたね。 これ ま

鼓弓の音 をEEいたらす ぐ中国だ と思う人
がいるでしよう。そうしゃな くて楽器 と
して、ひ とつの音の彗きとして開けたら

t・
●ってきた苦労に、さらに重たい荷物
を持つて、その帰 りに女房が本土の栞サ
マーラン ドで糸満ヤカラーズのショーを

いいんです。例 えば淡 いしをよく使う右
名な画家がいたら、あれはモネみた いだ
なとlT価 される。本人は こまると僕は思

やつているんで見にいつたんです。少な

うんですよ.だ か ら今 レコー ド会社でも
沖縄 というのを抜 きなさいと言 うんです
ね.沖 縄の りんけんバン ドとかII」
。なん
で沖縄 なのと。最初東京でや つたとき県
人会には声をかけるなよと言いました。
声をかけな くても来 ますから.ニ ューョ
ークで、ひ とつの民族が0と つの クラブ
に集 まつて、というのがあるけど、僕は
東京にそういうのを作 りたくなセ、 そう
なると沖縄以外の人カス リこむ余地がな
い訳です。ヤマ トウンチューは淋 しくな
ると思 うんですよ。 コンサー トでは方言
をつか うんだけど、ウチナーナ ンチュな
んだからウチナー ロを使 うという意味で
はな くて、 自分たちの姿 をよリクリアー
に分かりやす く伝 えたいという事です。
それ をずっとやってきました.東 京の人
や、沖縄の人が来ても同 じ態度で整 しま
す。沖縄の音楽を聞 いた事のない東京の

口 柵
い観 客がポツンポツンと、何かを食 べな
がら、ただただ見ているんですね。 これ
を見たらよけ いに惨 めになって。本当に
その時は、もうつ らかつたですね。沖縄
に帰 つて僕はもう一度最初に戻る。今立
つている場所か ら、まわ りの伯父さんと
か、 自分たちの兄弟が林賢循 楽が好き
といつて くれるだけでいいと。そのため
に音楽を創 る。そこからやろうと決心 し

人違に開かせてみたいと思 つてます.沖

たんです 。

縄では人が人を呼ぶみたいな餞 じがあっ
て、そこは間目なんだと思 う.本 当は、

■■ まさに、再出発ですね。
思量 これがなければ、今のりんけんバ

作品が人 を呼ぶんだ。つまり、表現 とい
うのはコ ミュニケーションを求めている

ンドはないですね.

んだから。 いい歌 をつくって、た くさん
の人に感動をもたらす。それが、一番 い
￨ヽ
と思 う.
「シタィヒャー ′」。まさに表現
GV

ウチナ ー ロを全 国 ヘ

の原点 を聞いた感 じがするな。次 に、こ
れまでの活動で印象に残 る話を聞かせて
ください。

墨量 7年 前のヤマハのコンテス トで、
沖縄で3回 グランプリを取つたんです。
渕阪大会に出て 3回 日だから、そろそろ

GV
話は変わりますが.林 賢さんの詩
が、教ll書に掲載されるそうですね.
墨量 はい。2年 前、本土上陸 した時に
供らの演奏を聰いて、カルチャーショッ
クを受けた人がたくさんいた。その中の
ひとりで、全日空の機内誌 「
翼の工国J
を編集している人がいたんです。コラム

緊金騰 ク宙会
社

郷 コ 市 口 lT口

1● 28,●

■郎支店 沖● 市松 本5 T 日 2 1

賠 (098)866‑]iO](代

た。それを教育出版の人が見た というわ
けです。
CV

あの詩は素晴 らしいですね。ち ょ
つと聞かせて下さい。

春で一むんJと いう詩です.
墨星 「
風ぬそいそい
ぃいあんベー
花むちじゅらさ いいあんベ ー
波ぬ苦ん 風ぬき―ん
春で―むん 春で―むん

Q工 伸びやかで、自然に対 して、生に
対して厳粛に受け止めて、控えめに抱え
込むような自然に対する何かを僕は感 じ
ます.
照屋 中学の教科書に僕の詩が載るとい
うのは、最高に嬉 しいですね。中学生と
いう難 しい、わけのわからない年 ごろの
ガきどもに、先生たちがウチナーロで、
ウチナーだけじゃなくて、全国 レベルで
教えるというのはスカッとした何かがほ
とばしりましたね。
CV
それは爽快ですね。最後に、これ
からの抱負を聞かせてください。
墨量 5枚 日でひとつのスタイルや、自
分の持っていたものが出てくると思う。
15枚までは絶対ゃりた￨、 自分の音楽を
いつも分析する冷静 さを持ちながらわ。
15枚日でりんけんバンドはひとつの仕事
を成 し滋げるという感じです.
GV
どうも、今日は長時間ありがとう
ございました。これからも、いい歌をい
つばいつくって、頑張つてくださ￨、
●てるや りんけんカラ
イ
つ
1949年沖縄市の三脚苫に生まれる。
祖父が琉球古典の大家 林山、父が民
鵬エ ンタティーナー 林助.様 々な音
楽活動の後、 「りんけんバンドJを 結
成.新 生沖縄 ミュージックを次々に発
表.全 国で今、
熱い注 目を浴びている。

0訂 正とお詫び
先手号 ( 13)記事r沖縄へ、そ して沖縄
から』の中で次の誤値がありました。
訂
正 してお詫び申し上げます.
口験麟り書労‐到達 した感覚 ( 搬5行
)
叫
‑6●
…

終結 し(lp観291)
二重構造 (3 ,35行
)
■代美術 (4p輌41)

*額 縁 の 専 門店 *

日本セメント,中
縄 地区線代理店

本

の依頼だ つたんですが、ウチナーグチの
1詩を書きましょうと提案 したんです。そ
れが 「日本の春Jと いう特集に載 りまし

表 )

8 7 0 4 0 4 ( ●表)
電雷 ( 0 9 89〉
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.位 の高い犬である。

実は私もその殖 犬 を飼 つている.
登録は慣習で方言名てつけないといけ
ないのでチルーと名付けた。もちろん
雌犬であるが、日われた小屋の中を嫌
い、雨が降っても、しっと外に立ちつ
くしている。独特の雰囲気を持ったこ
の大に鮨かれた理由が、こうした普々
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の琉球人の荒
と気高さをもつてい
'さ
るからである。それともう一つは、小
さい頃、車にひかれて死にそうになつ
た犬 を助けされなかった記憶がずっと
残つているからだ。
コンクリー トの略肩にころがり、減
嚇するように低 く唸 りなから虚ろな目
で、違 くを見つめていた野良犬のその
日と、そのそぱを無関心に、成いは昴
な顔 をしなから早足に通 り過ぎていく
大人達の姿は、今でもはっきりと憶え
ている。す立たしい気持ちで何もでき
なかつたあの時の債いと縄文時代から

ery
woman

の琉球を見てきた夫 とこれからの沖縄
の時代を一緒 に見続けていく為にも、
仏llこれからも琉球犬 と共に琉球人と

「
21世紀の女性」

して生きていきたい。

(あかみねしゅういち)

ITH MAD0

最近協た映面で
'IN BED口
NNAJと い う現在最 もアーテ イス トパワ
ー を発揮 している ・マ ドンナ"の ドキ
ュメンタリーがおもしろかつた。その
映回の中で彼女が
中心 にあるベ ッ
"台
ドで 自慰行為 をしなから歌
うシーンが
あるが、地元警察からそのシー ンをカ
ッ トするようにとの要請があつたにも
かかわ らず 「私はアーティス トでこれ
は私が自分 を表現するお に選んだこと

この映画 を観て、 「スキャンダラス
な女 」 「や らせ 」などと考 える人もい
ただ ろう。 しかし私は彼女の姿勢から
女性 として人間 として学ぶ事が多い と
確に している.(さ んしようかずみ )

だ ″Jと 、彼女は姿勢 を変えることな
く上演 してみせた。その期

琉

もきるこ

業

大

先の前沐市美術館のロコレクシヨン
展 (琉球漆器)はスノ｀ラシかつた。思わ
ず立ちす くみ、 日をうばわれて しまっ
た。 日本画家の同信孝氏の12年間に及
ぶ コレクションの書贈 と言 う事である
が、あらためて、コ レクシヨンの意味
を考えさせられた.一 人のコレクター
にウチナー人の魂がす くわれた思いだ

とながら、ェ ロテ イックかつ前●I的に
女性 による自慰行為 というヴェールで

大―最近 とみにクローズアップ

つた。特 に黒漆鳳凰漆組蠣釦卓は、か

されている琉球在来の犬である。体は

つての質球の美意識の高さが偲ばれて

包 まれた部分 を劇ぎ取 つて しまつた彼

それ程大き くないが、元来 イツシシ狩

国宝モ ノだ.

孵

女に、男性 に決 して媚びることなく、

りなどの狩犬であるおに胸板は厚 く、

照屋林贅氏のインタビユーは 3時 間

それていて女性 としての武器 を最大限

手足は大 くて とても力強 い 又、一番
の特徴 である体 の諄換様 から虎 (トゥ
ラ )と も呼ばれている.し か し、顔つ

近 くかかつた。彼は話が苦手 と聞いて

に利用 している彼女に私は、21世紀の
女性像 を見たような気がした。
性の開放 を謳いながらも性 に絆 られ
ている女性が多い今 日、マ ドンナのよ
うなェネルギ ツシユで挑発的かつ母性
愛 に瀾あふれた女性 というのは、同性
の立場か ら見ても魅力的である.

きはどちらか というとハイエナにfIIて
いてあまり格IFいいとは言えない.

ロウタサー といった感 じ。 自分の音楽

人に媚び ることをせず、母も雌 も発
情期であつても気に入 らなければ、ま

に対する考え方は並々ならぬものがあ
り、 「人が人 を呼ぶのではなく、作品

つた く相手 をよせつけない。非常 に気

が人 を呼ぶJは キマ リ″だつた。 (上)

菅テ
ツ
月dlibゲ
all1 21市

いたが 、それは誤 りだ。ほ とんど彼―
人 (?)が ユンタクしていた と思 う.イ
ツベ ーユンタクシヨーンの知的な二枚

市,努 2官 527●0988177)
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