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水戸SE 様 法人2口 平井弥生 様 1口 成島 弘 様 8口 飯田藤治様 2口

佐野敬次 様 2口 岡村道枝 様 10口 池田和彦様 
コンドー楽器

1口 宮崎照子 様 2口

宮崎 正 様 2口 福島 保 様 1口 森山喜代子 様 1口 森山英隆 様 1口

高橋昭五 様 4口 サンヨーホーム様 法人2口 森川 清 様 2口 稲村二一 様 2口

伊藤楽器 様 法人1口 柿本 譲 様 1口 園山義明 様 1口 杉山精展 様 2口

三浦はるか 様 1口 関口雅子 様 1口 匿名希望 2口 加藤ゆき 様 2口

小泉安治 様 1口 川添保利 様 1口 森 一 様 1口 ◇笹森楽譜 様 12口

山川幸子 様 1口 中島良能 様 1口 横田恵美子 様 1口 小川好子 様 1口

佐藤恭子 様 1口 丸林実千代 様 2口 牧野英一 様 2口 岩渕純子 様 1口

渡邊佳子 様 1口 柳原健児 様 1口 上澤恭子 様 1口 宮本恵美子 様 1口

清水玲子 様 2口 青木正博 様 1口 小澤 均 様 1口 匿名希望 2口

椎名祐美子 様 1口 亀高 証 様 1口 中村久子 様 1口 谷岡憲隆 様 1口

大森幹男様 1口

令和２年を迎え､皆様には、健康でお幸せな新年を迎えられた事と思います。 
昨年は自然災害も多く、全国で沢山の方々が、犠牲になられました。お悔やみ申し上げます。　黙祷・・・。 
こうした中で、音樂を通して豊か心を育み､高齢化社会に感動と勇気を与え、仲間とハ－モニーを、奏でる幸せを痛感いたします。 
このたびの投稿にご協力頂きました皆様に厚く御礼申しあげます。良いお年となりますように・・・・     　編集委員長･清水玲子

皆さま、ご協力ありがとうございます。(◇)笹森先生の遺言により、先生の編曲物を特価で各団に配布しています。 

そのお金をご遺族のご容謝のもと、賛助会に寄贈するものです。
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投稿1 

My father  taught me to play trumpet. When I entered 9th grade (1946) I played in the school band until graduating 
In 1950  I joined the US Marines as an infantry man.  In 1954 I became a Marine musician. I left the Marines in 1960 & 
began my college music studies in Boston, Massachusetts while serving in the U.S Army 94th Infantry Band, Boston 
Army Base.  
I graduated from Berklee College of Music, receiving a Professional Diploma Certificate in Arranging & Composition 
(1963) & from Boston Conservatory of Music, receiving a Bachelor of Arts Degree in Music Education (1964) .           
In 1965 I joined the 567th U.S. Air Force Band as trumpet soloist & became its Commander & Conductor in 1969 - 
1981.  In 1992 I completed my military service retiring from the Air Force as Lieutenant Colonel on June 30,1992. 
My teacher of Nihongo asked me if I would like to audition for the Band. I said yes & was thrilled that our band leader 
accepted me to become a member. Nearly 4 years I have been playing trumpet with our band. Wonderful new 
friendships have been formed  At age of 87+ it makes me the oldest member. It is my hope to continue playing for as 
many years as God allows me with the wonderful people with whom I am honored to share our music & friendship 
performing for our appreciative audiences. Music and friendship sustain everyone's health and life.  
THANK YOU FOR LETTING ME SHARE MY FEELINGS ABOUT OUR BAND !       
Larry Gilbo（スルー・ザ・ヨコスカ　トランペット奏者） 
 
私の父はトランペットを演奏することを教えてくれました。(1946年) 9学年になってから卒業まで学校の楽団で演奏しました。 
1950年、私は歩兵として米国海兵隊に加わりました。1954年、私は海兵隊音楽隊員となりました。1960年に辞め、ボストン陸軍基地の第94歩兵師団で勤務しながら、マサ
チューセッツ州ボストンの大学で音楽研究を開始しました。私はバークレー音楽学院を卒業、（1963年に）編曲と作曲でプロの卒業証書を所得し、（1964年には）ボストン
音楽院から音楽教育の学士号を所得しました。1965年、私は第567米国空軍バンドにトランペットソリストとして参加し、1969年から1981年までその指揮官兼指揮者にな
りました。1992年6月30日、私は中佐として空軍を引退し兵役を完了しました。日本語の先生から楽団のオーディションを受けたいか？と聞かれました。私はイエスと答えま
した。そして楽団の指導者が私をメンバーとして受け入れてくれたことに興奮しました。あれからほぼ4年、その楽団でトランペットを演奏しています。素晴らしい新しい友情
が形成されました。87歳を越え、私が最年長のメンバーになります。聴衆のために演奏する素晴らしい仲間達と音楽と友情を共有できることを誇りに思い、神が私を許したも
う限り、出来るだけ何年も演奏し続けることが私の願いです。音楽と友情はみんなの健康と人生を支えます。楽団への私の気持ちを分かち合っていただきありがとうございま
す。   （スルーザヨコスカメンバー寺戸氏訳）
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