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  B.O.M.Newsletter #367web
2011 年 5 月 11 日

　今月の最終土曜日、5 月 28 日の午後 3 時から翌 29 日
のお昼頃まで、いつもの三田アスレチック (079-569-0024)
で『第 31 回宝塚ブルーグラス春フェス』を開催します。
緑いっぱいの山の中で、思いっきりジャム三昧しません
か……!?
　今年の春フェスは、三田アスレチックさんのご厚意で
男女別大部屋を無料開放です。またバンドなどの練習や
パーティーなどにも最適なバンガローを１棟 ¥4,000- の
特別料金で提供してくれます。宿泊の方は寝袋や毛布、
また今回、食堂の用意がないので飲食物や観覧用の椅子
などはご持参ください。

 【第31回宝塚ブルーグラス春フェス】
●日時：5 月 28 日午後 3 時～翌 29 日お昼頃
●場所：三田アスレチック (079-569-0024)
〒 669-1411 兵庫県三田市波豆川 281
●出演：現地にて午後 6 時から、自由書き込み式のステー
ジプログラム受付をはじめます。
●参加費：¥2,500-（高校生以上）
　東日本は、まだまだ大変なときが続いています。でも
こんなときにも、音楽を通じてより良い明日に向かう英
気を養うことも大切でしょう。皆さん、今年も全国各地
のフェス、楽しみましょう !!

◆創刊 28 年目のブルーグラス専門誌、ムーンシャイナー
最新 5 月号 (¥515-) は、今月末から来日予定のバリン
ジャー・ファミリーバンドをカバーストーリーに「ブルー
グラス・ファミリーについて」ほか、スタンレー・サウ
ンド後編「歴代リードボーカリスト列伝」、2011 年版ブ
ルーグラスとは何か②「カントリーミュージックを考え
る①」、東日本大震災義援 ETSU コンサート・リポート、
本間正敏の IBMA-WOB リポート⑥マイケル・クリーヴ

ランド＆フレームキーパー、アメリカ歴史「南北戦争」、
アール・スクラッグス・バンジョー製造年の新説、レジェ
ンド「東 理夫」、天野恵司さん追悼……ほか、日米ブルー
グラスの話題満載。
　月刊ムーンシャイナー定期購読は１年間（12 冊）
¥6,000- 半年間（６冊）¥3,300-。単冊は ¥525- ですが、
ぜひとも年契をお願いします。購読開始希望月をお知ら
せください、早速お送りします !!

 今月の新入荷注目作品
RCSI-1031 HARTFORD/RICE/CLEMENTS 
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ジョン・ハートフォード／トニー・ライス／バッサー・
クレメンツの共演!!　こんな録音があったのだっ。ブルー
グラス発掘／編集新入荷参照

RCSI-1032 TERRY BAUCOM『In a Groove』
CD¥2,363-（本体 ¥2,250-）
　これはすばらしいブルーリッジ・ブルーグラスの胆
と選曲 !　あのマーティン／ウィリアムズの "Stepping 
Stones" からアドコックの "Sentence" やバック・オウエ
ンズ……!!　ブルーグラス新入荷参照

NONE-79649 CHRIS THILE & MICHAEL 
DAVIS『I'm Gonna Sleep With One Eye Open』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　はっきり言って「衝撃」です。クリス・シーリの超ブ
ラザーデュオ集。ブルーグラス新入荷参照

ROU-0665 AL ISON KRAUSS & UNION 
STATION『Paper Airplane』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
　アリソン・クラウスとユニオン・ステーション、バン
ドとして7年ぶり最新作。この完成度凄い。ポップチャー
ト第 3 位だぜ !　ブルーグラス新入荷参照

R O U -0659 M I C H A E L C L E V E L A N D & 
FLAMEKEEPER『Fired Up』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
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　これぞブルーグラス !! というスピリットでまっしぐら
にドライブするマイケル・クリーブランド＆フレーム
キーパーの最新第４作。

SH-4062 SARAH JAROSZ『Follow Me Down』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　誰が言ったか「女ティム・オブライエン」、溢れるば
かりの才能に恵まれた 19 歳、凄いサラ・ジャーローズ
の最新第２作。ブルーグラス新入荷参照

RCSI-1033 IVAN ROSENBERG & BILLY 
CARDINE『』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　メチャ格調高いバンジョー・ツインではじまる美しい
ドブロ中心の作品。インスト新入荷参照

NONE-527214 EMMYLOU HARRIS『Hard 
Bargain』CD+DVD¥3,308-（本体 ¥3,150-)
エミルー・ハリス最新作。カントリー／ポップ新入荷参
照

BCD-16094 V.A.『The Bristol Sessions, 1927-
1928: The Big Bang of Country Music』CD5 枚
＋ 120 頁本 ¥20,213( 本体 ¥19,250-)
　白人系南部音楽が商業音楽として花開く第一歩とな
り、「（広義の）カントリー音楽のビッグバン」と呼ばれ
るブリストル・セッションの全容。カントリー発掘新入
荷参照

 ブルーグラス新入荷
RCSI-1032 TERRY BAUCOM『In a Groove』
CD¥2,363-（本体 ¥2,250-）
Do You Wrong Kind o f Gi r l/Good T ime 
Mountain Man/Open Up Your Heart/I Wish You 
Knew 他全 12 曲
　1980 年代以降のバンジョー・ビートを創ったといわ
れるテリー・バウカムが豪華ゲストを網羅してバラエ
ティに富んだブルーリッジ系ブルーグラスの真髄を聴
かせる。1/3 を占めるカバーの選曲が秀逸だ。基本バン
ドはテリーのほか、アダム・ステッフィ (m)、ジェイソ
ン・カーター (f)、ワイアット・ライス (g)、バリー・ベ
イルズ (bs) という IBMA アワード受賞者ずらりの超一
線級。そしてボーカル陣には、あのジミー・マーティン
の 1962 年発売『Country Music Time』に収められたポー
ル・ウィリアムズ本人による "Steppin' Stones" をはじめ、
話題のクリス・ステイプルトン（スティールドライバー
ズ）やジェイミー・デイリー（デイリー＆ビンセント）
をはじめ、ギブソン・ブラザーズ、ジョン・コーワン、
ラッセル・ムーア、ロー・ボウマン、ルー・リード、ド
ン・リグズビー、そしてドイル・ローソン＆クイックシ

ルバーのオリジナル・メンバー４人による録音など、お
楽しみがいっぱい !!　アダム・ステッフィが歌うエディ・
アドコックの"Sentence"や、適任!!ギブソンズによるバッ
ク・オウエンズの "Open Up Your Heart"、ジョン・コー
ワンとラッセル・ムーアの "I Wish You New" なんて想
像できます？　インストは１曲だけだが、ブルーグラス
系ブルーグラスの基本でもある明るいノリを生み出した
テリー・バウカムらしい、オールスターキャストのボー
カル作品だ。それにしても陰影漂うべきアパラチアか
ら、どうしてこんな明るい系ブルーグラスが生まれたの
か……？　ひょっとして彼らのサウンドは、1970 年代
に入って、やっとのことで拓け始めた米国最後進地帯ア
パラチアの希望だったのかもしれない。あまりにも貧し
く苦しい 1960 年代までとは違うんだぞ !! って……。と
にかく、聴き応え十分、さすが、ブルーグラス DJ とし
て辣腕をふるう奥方＝シンディとともに二人三脚で創り
上げた楽しさいっぱいのブルーグラスだ。

SH-4062 SARAH JAROSZ『Follow Me Down』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Run Away/Annabelle Lee/Ring Them Bells/My 
Muse/Floating in the Balance/Gypsy/Peace 他
全 11 曲
　ものすごい 19 歳、サラ・ジャローズの最新第２作は
2009 年のデビュー作『Song Up in Her Head』(SH-049 
¥2,573-) から２年、米国最古の由緒ある音楽学校、ニュー
イングランド・コンサーバトリーに通いながらキャリア
を積んできたサラ、すごい成長ぶりだ。そのボーカル、
マンドリンにはますます磨きがかかり、バックアップに
はショーン・コルビン、ダレル・スコット、ジェリー・
ダグラス、ベラ・フレック、ビクター・クラウス、ステュ
アート・ダンカン、そしてパンチ・ブラザーズまでが名
を連ねることからも、彼女の音楽に対する、みんなの期
待度が分かろうというもの。ツアーをともにする天才
フィドル少年アレックス・ハーグリーブスやチェロのネ
サニエル・スミスもきっちりと参加（グリスマンの息子
サムは参加していないが）。ディラン "Ring Them Bells"
とレディオヘッドの "The Tourist" の２曲以外は９曲の
瑞々しいオリジナル。前作同様、自分の視線からのメッ
セージをストレートに表現する新世代のアコースティッ
ク音楽だ。
　もうひとり 19 歳、シエラ・ハルの先月紹介した最新
作『Daybreak』(ROU-0658 ¥2,573-) で聴かれる素直なブ
ルーグラス !? とは見事な対照を成す陰影に富んだアコー
スティック作品だ。ともにブルーグラスから生まれた天
才少女ふたり、女性アーティストとして好対照ながら、
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それぞれに確実な階段を登っていく様子を追いつづける
のも楽しみだ。

NONE-79649 CHRIS THILE & MICHAEL 
DAVIS『I'm Gonna Sleep With One Eye Open』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Rabbit in the Log/Cry Cry Darling/Tennessee 
B l u e s /20-20 V i s i o n /My L i t t l e G i r l i n 
Tennessee/Rain and Snow/Weeping Willow/
Billy in the Lowground/Roll in My Sweet Babys 
Arms 他全 16 曲
　パンチ・ブラザーズを率いてとんでもない未知の世界
に分け入っているクリス・シーリが 180 度、方向転換
して 1930 年代から 1950 年代、アパラチアに表われたブ
ルーグラスのキモを引っつかみに、マイケル・デイヴズ
(g) という稀有な才能とともに、これ以上にないという

「生」な音と感情で体当たりするマンドリンとギターの
ブラザーデュオ集 !!　フラット＆スクラッグス名曲（当
時、放送禁止となった曰くつき曲）をタイトルに、モン
ローからジミー・マーティン、デル・マッカーリー、ピー
ター・ローワンほかのスタンダードがずらり、かつて経
験したことのない鳥肌が立つものすごいスリルと感動が
味わえる。きっと 1930 年代にモンロー・ブラザーズに
接した人たちも、テクニックや表現手法こそ違え、同じ
ような鳥肌を感じたのだろうと思える凄い演奏だ。2、3
年前にトニー・トリシュカ・バンドで叫んでいたマイケ
ルを見たときから、ただ者ではない性根がびんびんと伝
わってきたその期待通り、……それにしてもクリスと組
むとは !!　しかも録音はジャック・ホワイトのスタジオ
でライブ録り。ふたりのこの強烈なアパラチア直伝のブ
ルーグラス魂の叫びを聴き、チマチマとした感情なんか
で音楽すんじゃねぇ ! という気分になって、東日本大震
災を乗り切ろう !!　そんな元気と勇気がもらえる凄いブ
ラザーデュオ作品だ。マンドリン１本がバンジョーの代
わりにもなるって、知ってました？　ただし、あまりの
熱さのため、火傷にご注意を……!?　
　30 年前の 1980 年に発表されたリッキー・スキャッ
グス＆トニー・ライス『Skaggs & Rice: the Essential 
Old-Time Country Duet Recordings』(SH-3711 ¥2,573-)
が引き合いに出されそうだが、この 30 年、ブルーグラ
スがいかに精神的に揺るぎないものになったか、聴き比
べたときに、その証明となるのかもしれない。今月 10
～ 12 日の３日間、ニューヨーク、ローワー・イースト
サイドのロックウッド・ミュージックホールでの CD リ
リース・ライブはすべてソールドアウトだ。

R O U -0659 M I C H A E L C L E V E L A N D & 

FLAMEKEEPER『Fired Up』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
Dixie Special/Big Wide Strum/I'm Your/I'm 
Gonna Ride Taht Steamboat/Goin' Up Dry 
Branch/I've Got the Railroad Blues/Slowly 他全
14 曲
　2007 年から４年連続 IBMA 最優秀インストバンドに
輝く彼ら、これでもか ! のストレートブルーグラス・ボー
カル作品。超スピードの１曲目からブギウギ調の２曲目、
３曲目にはフォービート・シャッフル・カントリー調オ
リジナル、そしてフラット＆スクラッグス名盤『Hear 
the Whistle Blow』に収められた４曲目、そしてバディ・
スパイカーが 1966 年にジミー・マーティンと録音した
隠れた名演インストの５曲目……ほか、メンバーのオリ
ジナルを軸にデルモア・ソングやウェッブ・ピアースら
の名曲アレンジ等々、それぞれにライナーで紹介される
曲に関するストーリーが活き活きとしてくるほどにド
ライブ一杯 !!　ちょうどムーンシャイナー誌の５月号で
元ジューンアップル編集長の本間正敏氏が思いっきり持
ち上げているマイケル・クリーブランドとフレームキー
パー。本間氏が連載リポートの最初に書いていたように
マイケル、とにかく相手かまわずどこでもジャム、そん
な山ほどのジャムから学んだアグレッシブなアーリー・
ブルーグラスの魂をまっつぐ表現する。バンジョーには
現在はシエラ・ハル経由でドイル・ローソンのクイッ
クシルバーに移った 10 代のスクラッグス／レノ流ジェ
シー・ベイカー（ソロ『Yes, Sir!』は必聴 !）、マンド
リンがジェシー・ブロック（2009 年 IBMA 最優秀マン
ドリン !）、マーシャル・ウィルボーン（2009 ～ 10 年
IBMA 最優秀ベース奏者）、そしてバンジョーが弾けな
くなってギターに転向したトム・アダムズのすばらしい
ボーカルと作曲／選曲でこれ以上ないホットなドライブ
がかかった、さすが、すばらしい演奏の連続。「ブルー
グラスらしさ !」という同じゴールに向かってバンドが
まっしぐらなのが快感だ。

ROU-0662 LARRY SPARKS『Almost Home』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Blue Mounta in Melody/Momma's Apron 
Strings/There's More That Holds the Picture/
Send Me the Pillow You Dream On/Sombody 
Touched Me 他全 12 曲
　1964 年、16 歳でスタンレー・ブラザーズのリード・
ギタリストとなり、1966 年のカーター・スタンレーと
いう偉大なシンガーの死によってそのあとを継いでラル
フ・スタンレー＆クリンチ・マウンテン・ボーイズを支
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なったというふたつのタイミングを得たことで、21 世
紀に達成した夢の実現なのだ。ブルーグラス・バンド、
ユニオン・ステーションとして７年ぶりの作品。天使の
ようなフォノジェニックなアリソンのボーカルにロン・
ブロックのギターとジェリー・ダグラスのドブロが創る
アコースティック乗る彼女の歌曲にはアパラチアの陰影
がくっきりと歌い込まれているとロサンゼルス・タイム
ズ紙は指摘、若きブルーグラス／オールドタイム女性シ
ンガー、クルックド・スティルのイーファ・オドノバン
の曲 "Lay My Burden Down" やアリソンが良く取り上
げるロバート・キャッスルマンのタイトル曲などに、「イ
リノイ出身のアリソンだけれど、彼女の音楽には、アパ
ラチアの厳しい生活、日々厳しさをます浮世のわずらわ
しさから逃れたいと唯一望むブルーグラスの精神的基盤
を体現するメッセージが込められている」という。ま
た、バリバリのストレート・ブルーグラスを聴かせる
ダン・ティミンスキはピーター・ローワン “Dustbowl 
Children” とティム・オブライエン “On the Outside 
Looking In.” を取り上げて彼らの功績に恩返し（印税は
凄いぞ !?）、そして LA タイムズ紙は、「近年のカントリー
シンガーの多くが、決して近寄ることのない人生の陰／
暗部、そこに潜んでいる奥深い感情をクラウスとバンド
メンバーは踏み込んでいく」と解説している。AKUS の
創るサウンドから、そこにメンバーが埋め込んだブルー
グラスの魂を感じたい。

 ブルーグラス発掘＆編集モノ新入荷
RCSI-1031 HARTFORD/RICE/CLEMENTS 
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Bound To Ride/If I Should Wander Back 
Tonight/My Baby's Gone/Sweet Sunny South/
We Can't Be Darlings Anymore/Love Please 
Come Home 他全 13 曲
　想像してみてください……、ブルーグラス界最大の
ヒット曲 "Gentle On My Mind" を書いた故ジョン・ハー
トフォードが、ギター奏法とバイオリン奏法を根底か
ら揺るがした革命児ふたり、トニー・ライスと故バッ
サー・クレメンツ、このブルーグラス偉人３人が 1988
～ 90 年にかけて秘密裏 !? にカンバーランド河の岩盤を
くり貫いたジョンの地下室スタジオ入りして遺した録
音 !!　ブルーグラス界が生んだ偉大な３人が、フラット
＆スクラッグスとベニー・マーティンを核にルービンズ
やトラッド名曲など、彼らのアイドルたちの曲をカバー
する強烈なスタジオ録音の発掘である。３人相互の尊
敬をベースにしたジャムについてトニー・ライス曰く、

えたのは今から 45 年前のことだ。そののちラリー・ス
パークスは自身のバンド、ロンサム・ランブラーズを率
いて一筋に自分の歌を歌いつづけてきた。そのギターと
同様、バンドは激しくドライブし、決して美しく収めよ
うとするのではなく、むき出しの感情をぶつけてきた。
その「生」のブルーグラスは、多くの人にデル・マッカー
リーと並ぶ第一世代からの正統ブルーグラスの継承者と
して、現在ブルーグラスの「宝」と呼ばれる。息子のラ
リー・D. スパークスのベースにタイラー・マリンズ (bj)、
カール・バーグレン (m) というメンバーに、ロン・スチュ
ワートのフィドルとドン・リグスビーまたはジェフ・ブ
ラウンのテナーボーカル。その身のこなしやギターの扱
いまでもがカーターそっくりという人もいるラリー、女
性の涙を誘うストーリーの新曲を軸にハンク・ロックリ
ンの名曲ほか、田舎の歌（カントリーソング）の王道を
聴かせてくれる。
　ムーンシャイナー４月号でカーター・スタンレー、最
新５月号ではカーター後、ラリーからはじまり、ロイ・
リー・センターズやキース・ウィットリーに引き継がれ
ていく「ハッピーな歌を哀しく、哀しい曲をより悲しく
歌う」クリンチ・マウンテン・ボーカルの流れを紹介し
ている。みなさんのお好みや感想も聞かせてください
……。

ROU-0665 AL ISON KRAUSS & UNION 
STATION『Paper Airplane』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
Paper Airplane/Dust Bowl Children/Lie Awake/
Lay My Burden Down/Dimming of the Day/On 
the Outside Looking In/My Opening Farewell 他
全 11 曲
　モンローやフラット＆スクラッグス、スタンレーやレ
ノ＆スマイリー、そんなブルーグラス第一世代を支えた
ファンたちの誰が想像しただろう？　この今年 40 歳に
なる女性と仲間たちがブルーグラス・アンサンブルだけ
で創ったアルバムがビルボード総合チャートの第３位に
なることを……!!　世界のポップ／ロック音楽をリード
するアメリカのレコード市場で、ブルーグラス・バン
ドのアルバムがこれほど高い評価を受けることなんて、
1970 年代でさえ想像できなかったことだろう。それは
ブルーグラスが、一地方から生まれた本物の田舎音楽と
いう出自を持つものの、その特殊な楽器編成による極め
てマニアックな過程を経て、ジャズやクラシックなどの
芸術音楽の世界でも通用する技術と洗練さを手に入れた
アーティストの努力と、同時に世界中の聴衆の耳があ
らゆる意味で肥え、より幅広い音楽性を受容するように
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「（自分たちの）ルーツに戻る音楽への愛情を共有した瞬
間は、メチャ楽しかった !!　石の壁に囲まれた部屋の音
は最高で、何も考えるまでもなく、われわれは『みんな
が知ってる曲からやろうぜ』ってはじめたんだ」。バッ
クアップは故ロイ・ハスキー Jr(bs)、プロデュサーでも
あるマーク・ハワード (m) のふたり。こののち発声困難
で声を失うトニーのボーカルソロはレスター・フラット
の "If I Should Wander Back Tonight" の１曲のみだが、
フラット＆スクラッグス名曲 "We Can't Be Darlings 
Anymore" や "Love Please Come Home" ではトニーの
リードとジョンのテナーというお楽しみ。そのほか……
例えば、超スピード "Long Journey Home" でのフィド
ルに、スーパーなメロディのつかみ方とリズムへの乗り
方、そして "Heavenly Sunlight" でのバッサーのテナー
に聴かれる、歌心など、バッサー特有の音感が集約され
ている。また全編に聴かれるトニーの第一世代に通じる
トラッドグラス・ギタリストとしてのリズムや、リード
ギターのバックにサポートのリズムをオーバーダブして
いないために良く聴こえるベース vs ギターのリズムな
どブルーグラス・ギタリストとしての矜持。そしてセッ
ションの核である偉大なジョンは、照れることなくアー
ル・スクラッグスへの敬意を表しつつ、自身の世界を気
持ち良さそうに表出する。あくまでも私蔵だったはずの
アンファーマルな 2 トラック録音だからこそ聴き取れる
さまざまな「生」の感覚や「音」がビビッドに楽しめる
お宝アルバムである。

 B.O.M. 特選コーナー
■カーター・スタンレーからはじまる
　　　クリンチ・マウンテン・ボーカル列伝
　最新ムーンシャイナー誌４月号と５月号の連載で、
1947年のスタンレー・ブラザーズ初録音以来、スタンレー
サウンドの核であったボーカル、「ハッピーな歌を哀し
く、哀しい歌をより悲しく」歌うというアパラチアの風
土を背負ったスタンレーのロンサム特集を組んだ。ビル・
モンローのハイロンサムとは一線を画すスタンレーサウ
ンドのさまざまを、在庫中の CD で紹介しよう。中には
カントリーもありますし、すでに廃盤の超稀少作品もあ
るのでご注意、売り切れゴメン !!

GT7-2180 STANLEY BROTHERS『King Years 
1961-1965』CD4 枚組 ¥4,750-( 本体 ¥4,500-)
　かつて縦長の化粧箱入りボックスセットとして発売さ
れたスタンレー・ブラザーズのキング録音全曲集の後半
がプラスチックケース 4 枚組廉価版として再発売。ロカ
ビリー旋風でバンド存亡の危機にあった 50 年代後半か

ら、60 年代初頭のフォークブームで、その生のままのマ
ウンテン・ミュージックとして都会のインテリから高い
評価を受けはじめたものの、アルコールが原因で 1966
年にはカーター・スタンレーが他界する。ジェイムズ・
ブラウンなども擁して R&B などでも成功しいたキング
社のシド・ネイサンの助言で、ギターリード（クロスピッ
キン !!）をフィーチャーしたホンキートンク受けなども
狙いつつ、カーターファミリーやトラッド曲などでアパ
ラチア伝承も堅持する綱渡りがすばらしい、そんな軌跡
が CD4 枚に収められた全 111 曲。

ROU-0662 LARRY SPARKS『Almost Home』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　カーター亡き後、19 歳にしてクリンチ・マウンテン・
ボーイズのリードボーカルを担ったラリー・スパークス、
今年発売の最新作である。詳細は今月のブルーグラス新
入荷参照。

RCA-78247 KEITH WHITLEY『16 Biggest Hits: 
Original Recording Remastered』CD¥2,079-（本
体 ¥1,980-）
　スタンレーのボーカリストとしてもっとも成功した
キース・ウィットリー (1955-1989) のカントリーヒット
16 曲集。ニュー・グラス・リバイバルのプロデューサー、
ガース・ファンディスとともに、細心の注意を払って
創られた 1980 ～ 90 年代にかけてのメインストリーム・
カントリー秀作である。カーター・スタンレーとレフ
ティ・フリッツェルをアイドルにしたというキースの奥
深いボーカルを、当時トップクラスのソングライター群
の名曲とアコースティックをうまく取り入れたナッシュ
ビル・サウンドでコーティング、こののちにアリソン・
クラウスほかがカバー、映画『ノッティングヒルの恋人』
にも使われた "When You Say Nothing at All" をはじめ、
5曲のナンバーワンを含む1984年から91年にかけてヒッ
トしたメジャーカントリー 16 曲集。

ROU-0657 CHARLIE SIZEMORE『Heartache 
Looking for a Home』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-
）
Down in the Quarter/No Lawyers in Heaven/
Walking the Floor Over Me/Going to Georgia 他
全 14 曲
　1978 年、17 歳でクリンチ・マウンテン・ボーイズのリー
ド・ボーカルを故キース・ウィットリーから引き継ぎ９
年半、ラルフ・スタンレーの片腕として活躍したチャー
リー・サイズモア。その後、大学に入り弁護士資格を取得、
現在は弁護士として活躍すると同時にチャーリー・サイ
ズモア・バンドを率いて 2008 年の秀作『Good News』
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につづく最新作。スタンレー・サウンドを支えてきたそ
のボーカルはさすが、強力な説得力で語りかけてくる。
ポール・クラフト作オズボーンのヒットで知られるタイ
トル曲、あの女優 "Ashley Judd" などポール作が５曲の
ほか、トム・T. ホール、アラン・ジャクソンなどとトラッ
ド曲など、「詩」にこだわるというチャーリー。ラリー・
スパークスに 10 年間在籍したジョッシュ・マクマーレ
イの J.D. クロウ流バンジョー、コンティネンタル・ディ
バイドなどで活躍したダニー・バーンズ(m)、マット・ディ
スペイン (d)、アリソン・クラウス育ての親ジョン・ペ
ネル (bs) のバンドメンバーにロン・スチュワートのフィ
ドルが全編、そしてラルフ・スタンレーが１曲でゲスト。
つねに現代と向き合うカーター・スタンレーの伝統＝ス
タンレー・サウンドの継承者だ。

FRC-639 RALPH STANLEY『Christmas Time』
CD¥2,888-（本体 ¥2,750-）
　1993 年に発表されたラルフのクリスマス企画物。若
くして絶大な信頼を得たアーニー・サッカーをリード・
ボーカルに、カーリー・レイ・クラインとアート・スタ
ンパーのフィドル、ジャック・クックのベース、ジュニ
ア・ブランケンシップのリードギター。廃盤、売り切れ
ゴメン !

FRC-643 RALPH STANLEY『Saturday Night』
CD¥2,888-（本体 ¥2,750-）
　1992 年に発表された上記と同じクリンチ・マウンテ
ン・ボーイズ。ただし各曲ごとに豪華ゲストはビル・モ
ンロー、ジミー・マーティン、チャーリー・ウォーラー、
ドワイト・ヨーカム、エミルー・ハリス、ジョージ・ジョー
ンズほか。これも廃盤、売り切れゴメン !

PC-1167 ERNIE THACKER『The Hangman』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　16 歳でラルフ・スタンレーのクリンチ・マウンテン・
ボーイズのマンドリニストとなり、18 歳でラルフのリー
ドシンガーとなったして高い評価を得たアーニー・サッ
カーの最新作。息子にキース、娘にウィットリーと名付
けたというアーニー、カーターからキースへと引き継が
れた国道 23 号線上の感性を表出する深いボーカルと、
自身のバンド、その名もルート 23 に無名ながらベテラ
ンのディック・ローチ (bj) と故ガーランドの遺児ブラン
ドン・シュッピング (m)、そしてゲストのジョン・リグ
スビー (f) のフレットのすみずみを心得たミュージシャ
ンを配して、歌心満点のトラッド・ブルーグラスを聴か
せてくれる。ルービン～ジム＆ジェシー名曲のほか、ド
ワイト・ヨーカムやクリス・クリストファーソンらの作
品とオリジナルをバランスよく配した秀作である。生死

をさまよう 2003 年の交通事故から生還したアーニー・
サッカー、ラルフ・スタンレーが息子ラルフ二世にバト
ンタッチさせたすばらしいシンガーである。

REB-1765 RALPH STANLEY『While the Ages 
Roll On』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　2000 年発表作品。リードボーカルに息子ラルフ二世
を配し、バンジョーには自身のクローンともいえるス
ティーブ・スパークマン、リードギターにジェイムズ・
アラン・シェルトン、フィドルにジェイムズ・プライス、
マンドリンにジョン・リグスビー、そしてジャック・クッ
ク (bs) という 21 世紀布陣 !　これで『オー・ブラザー !』
の大ブレークを迎え、ラルフは名実ともに米国の人間国
宝となる。

CCCD-0151 RALPH STANLEY II & JOHN 
RIGSBY『Clinch Mountain Echoes: Songs 
in the Stanley Tradition』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
　何故か日本人「親の七光り」とか言って親子アーティ
ストの息子には厳しい目を向けがちなのは、「愚妻」と
か「愚息」と言わざるを得ない社会体質のせいだろうか？
はたまた階級社会を否定した戦後民主主義と呼ばれるも
のの産物なのだろうか？　その点、アメリカはおおらか
です。有名人の子供がおいしいチャンスを持つのは当然
というお国柄、ラルフ二世も小生意気な子供時代からそ
のデカイ態度は堂々としたもんだった。その彼、長ずる
に連れすばらしいシンガーとなっていくですよ、ほんま !!
　まずはラルフ二世とマルチプレイヤー、ジョン・リグ
スビー（ドンの従兄弟）が 1996 年に発表した二世の第
一歩 !!

REB-1750 RALPH STANLEY II『Listen To My 
Hammer Ring』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　1999 年発表、ラルフ二世 20 歳のソロ・デビュー作。
カーター・スタンレー時代の名曲がズラリと並ぶ中、カ
ントリー名曲 "Blue Eyes Crying in the Rain" などに挑
戦。キース・ウィットリーの若かった頃をイメージして
いるのだろうか……、父ラルフとともに初々しいスタン
レーサウンドがいい。

REB-1760 RALPH STANLEY II『Pretty Girls 
City Lights』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　2000 年発表。１年でこんなにカッコがつくのか！と
驚くほど、堂々としたすばらしいキース・ウィットリー
ぶり !!　リッキー・スキャッグスがキースと歌うために
創った "All I Ever Loved Was You" から "Angels Are 
Singin'" とつづく 3 曲目から 4 曲目なんて、すばらしい
出来だ。父ラルフとクリンチの面々ががっちりとサポー
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ト、ラッセル・ムーアもゲスト。

REB-1805 RALPH STANLEY II『Carry On』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　そして 2004 年作品、ここまで来るともう立派、タイ
トル通りスタンレーサウンドを継承。その完璧なボーカ
ル・コントロールはカーター・スタンレーからキース・
ウィットリーへと移り変わってはいるものの、"Single 
Girl"、"Mountain Dew"、"Devil's Little Angel" など、あ
らゆる情感を歌いこむまでに成長している。ティム・ク
ラウチのすばらしいフィドル、かつてのクリンチ、ジュ
ニア・ブランケンシップを呼び寄せたり、ジョッシュ・
ウィリアムズやケニー・スミスなども迎えてラルフ二世
の音を創りはじめている。

RCSI-1027 NATHAN STANLEY『My Kind of 
Country』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　そして現在のクリンチ・マウンテン・ボーイズのギター
／リードボーカルはラルフとジミ・スタンレー夫妻の娘、
トーニャの息子でラルフの孫 18 歳、ネイサン・スタン
レー。その彼が若さにまかせて創ったストレート・カン
トリー有名曲集。ハンク・ウィリアムズ、ジョニー・キャッ
シュ、バック・オウエンズらのカントリー名曲とスタン
レー系ブルーグラス名曲の双方を全編カントリー・サウ
ンドで聴かせる楽しい作品。ラルフはもちろん、ビンス・
ギル、リトル・ジミー・ディッケンズ、パティ・ラブレ
ス、ジョン・アンダーソン、マーティ・ステュアート、
コニー・スミス、ジーン・ワトソン、リッキー・スキャッ
グス、リッキー・スキャッグスほかのゲストたちと、「自
分のカントリー」を歌う。

■ヘイゼル・ディケンズ他界
　女性がブルーグラスをするという、さまざまな意味で
の障害を乗り越えた真のパイオニア、ヘイゼル・ディッ
ケンズが 4 月 22 日に他界した。1985 年、宝塚フェスの
ゲストとして初来日、彼女の居間の壁には来日したとき
の北海道池田町でのコンサートのポスターが亡くなるま
で飾られていたという。ムーンシャイナー誌 6 月号での
追悼特集に先立って、ヘイゼルの在庫作品を紹介してお
こう。

ROU-0200 HAZEL DICKENS『By the Sweat of 
My Brow』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ヘイゼルがソロとして発表した 1983 年の第 2 作。の
ちにリン・モリスがカバー、1996 年の IBMA 最優秀ソ
ングに選ばれた "Mama's Hand" ほか、オリジナルが半
数の 6 曲を占め、ミュージシャンとして絶頂期にあった
ヘイゼルを偲ぶことができる名作である。バックには

ジョンソン・マウンテン・ボーイズのほか、ジェリー・
ダグラス (d)、ロイ・ハスキー Jr(bs)、ブレイン・スプラ
ウス (f)、ジョー・ドラムライト (bj) ら。1985 年の来日
のときも、このアルバムからの曲が中心だったように記
憶している。

SF-40065 HAZEL & ALICE『Pioneering Women 
of Bluegrass』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ヘイゼルとアリスというふたりの女性デュオがブルー
グラスに挑戦することに、ビル・モンローは喜びサポー
トを惜しまなかったことはここに収められている "The 
One I Love Is Gone" を聴けばいい。この名曲はモンロー
が彼女たちに提供したものだ。それは彼女たちの保護者
でもあったラルフ・リンズラーやマイク・シーガーらの
説得にもよるところが大きいという。そんな濃いモン
ロー精神を体現しようと集まったチャビー・ワイズ (f)、
デビッド・グリスマン (m)、ラマー・グリア (bj) らと残
した 26 曲。どれもこれもアパラチアの深い悲しみをモ
ンロー音楽の手法を通して表現された大秀作である。

■バリンジャー・ファミリー来日と
　　　　　　ファミリー・ミュージック
　ムーンシャイナー５月号では、５月末に来日するバリ
ンジャー・ファミリーの特集と同時に、ルーツ音楽をベー
スにするブルーグラスの家庭事情を垣間見る特集を組ん
でいる。来日するバリンジャー・ファミリーとマット・
フリナーの作品のほか、ホームメイド・ミュージックと
呼ぶに相応しい作品をいくつか紹介しよう。

RCSI-1023 BALLINGER FAMILY BAND CD-
R¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Wildflowers/Wave the Ocean/Speed of the 
Sound of Lonliness/Love Song/Canned Music/
Scotch and Soda/Spanish Pipe Dream(Blow 
Up Your TV) 他全 9 曲
　クリスとデール妻夫と息子イーサンのバリンジャー・
ファミリーが創った暖かいファミリー・ミュージック。
録音当時 23 歳、スーパーピッカーのイーサン (m,g) が、
両親の音楽を見事にアレンジ、トラッド２曲にキングス
トン・トリオやエルトン・ジョン、トム・ペティやジョ
ン・プライン、ダン・ヒックスらの名曲を優しくアコー
スティックに包んだホームメード CD。ジミー・マッティ
ングリー (f)、マット・フリナー (bj)、マイク・ウィッチャー
(d)、ランディ・コーアズ (lap steel) ら、スーパーピッカー
たちを随所に配し、母クリスの暖かいボーカルと父デー
ルのちょっとヒップなハスキーボイス、そしてイーサン
のマンドリンとギターを軸にしたインスト２曲が、ホッ
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コリとした家族の様子を伝えてくれる。

EB-0801 ETHAN BALLINGER『Wish Upon a 
Falling Star』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Sticks and Stones Will Break My Bones But Tanks Will 
Never Hurt Me/Waving/Goodbye 他全 16 曲
　新世代のスーパーピッカーとしてナッシュビルを本拠
にミッシー・レインズ＆ニューヒップやアリソン・ブラ
ウン・カルテットをはじめ、さまざまなバンドに参加し
て活躍するイーサン・バリンジャーの 2008 年デビュー
インスト作品。大学卒業記念でもあるのだろう、イーサ
ンの広い世界観をマンドリンとギターを中心に、タブラ
やカホーンなどパーカッション以外ほとんどの楽器を多
重録音でこなした力作。ミッシー (bs) が２曲、マット・
フリナーがマンドリンとバンジョーで各１曲にゲスト。

C P M -009 S U S I G O T T & C H R I S T I A N 
SEGURET『Carolina』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）（歌詞付き） 
　元エディ・アドコック・バンドのスージ・ゴット (f) と、
フランス出身のクリスチャン・セグェ (m) の 1999 年作品。
二人が講師を務めた東テネシー州立大学周辺や、スジー
の故郷ノース・カロライナの風景をオリジナル曲に込め、
ジェフ・ホワイト (g)、チャーリー・クッシュマン (bj)、
マイク・バブ (bs) によるナッシュビルと、フランス・パ
リのブルーグラッサー達による二つのセッションで、ク
リスチャンのメチャ美しいマンドリン (1927 年製ギブソ
ン F-5) とボーカル、スージの飾り気のないフィドル＆
ボーカルが楽しめる。ブルー・リッジの懐で二人の幼い
子どもを育てる様子が伝わるホノボノとする作品。

RC-118 三津谷組『Y'all come back an' see us, 
y'hear! まいど、おおきに !』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
　日本でもファミリーバンド、結構あったんですよ。こ
れは 2000 年作、70 年代にはロッコー・マウンテン・ボー
イズとして活躍した三津谷まさよしとチーコ夫妻のファ
ミリーバンドによる大阪ミナミ産オールドタイム／ブ
ルーグラス全 12 曲集、楽しいよ……、こんなブルーグ
ラス・ライフも、ありなのよ !!

FBG-001D V.A.『Families of Bluegrass: An 
American Tradition』DVD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-、64 分）
　1993 年にインディー TV 番組のために収録された家族
とブルーグラスをテーマに、ケンタッキー州オウエンズ
ボロのオハイオ河の岸辺で収録された特別番組。ロニー・
レノの司会（さすがに本場田舎系英語は聞き取りにくい
ぞ !!）で、デル・マッカーリー、ラルフ・スタンレー、

オズボーン・ブラザーズ、ザ・ホワイツ、アリサ＆ラモナ・
ジョーンズ、レノ・ブラザーズ、コックス・ファミリー
らが家族に伝わっていくブルーグラスを演じ語るライブ
映像全 17 曲。地方制作のケーブル・テレビ番組の DVD
化でチャプターもない製品だが、ブルーグラスが 21 世
紀のあたらしい時代に向かおうとする直前、第一世代ブ
ルーグラスとのつながりをテーマに、バラエティに富ん
だブルーグラスの形を楽しめる映像作品である。

SKFR-2021 CHERRYHOLMES『Ⅳ ; Common 
Threds』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　そして現在ファミリーバンドの究極バンド、だが「今
月解散 !!」と衝撃的な発表をしたチェリーホームズ、最
後の最新作。今年のグラミーにノミネートされた本作唯
一のインスト "Tattoo of a Smudge" で驚くまでもない、
バンド結成 10 年でこんなにものすごい作品を創る、現
在の米国ブルーグラス界のすごさが凝縮したような作
品。子供をひとり亡くしたことで窮地に追い込まれた家
族を立て直すためにブルーグラスをはじめたシロート集
団、チェリーホームズ一家、マッチョな父ジェリー (bs)、
張り切り母さんサンディ (m)、そして溢れかえる才能に
恵まれた４人の子どもたち。長女シアはバンドの看板で
あるリード・ボーカルと超ソリッドなバンジョー、長男
B.J. の超絶フィドル、次男スキップのハイテク・ギター
／マンドリン、次女モリー・ケイトの見事な左利きフィ
ドル……、それらどれもが機能的に組み合わさり 10 年
間、家族だけでここまで完成されたサウンドが創れるも
のかと、驚きを通り越してあきれ返る。自費制作３枚に
つづくリッキー・スキャッグス・レーベルからの４枚目、
前作『Ⅲ : Don't Believe』(SKFR-2020 ¥2,573-) あたりか
ら水を得たように、ものすごい完成度に達したチェリー
ホームズ。ブルーグラス楽器とそのノウハウだけで、こ
こまで豊かな表現力を創り上げる家族の絆、それをつな
ぐブルーグラスのすごさに改めて思いを致す。IBMA ア
ワード最高賞エンターテイナーまでもを獲得した奇跡の
ファミリーバンド、チェリーホームズの完結作 !!

■ビル・モンロー生誕 100 年、センテニアル !!
　1911 年９月 13 日、ケンタッキー州ロジーンに生を享
けたウィリアム・スミス・モンロー、「ブルーグラスの父」、
今年はその生誕 100 年だ。ビル・モンローの音楽を伝え
る、さまざまなお奨め作品を、１年にわたって紹介して
いる。

MVDV-4577 & BOOK-27 BILL MONROE『Father 
of Bluegrass Music』DVD +BOOK セット特価 
¥3,675-（本体 ¥3,500-）
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今年生誕 100 年を迎えるビル・モンロー (1911-1996) が
すべてを語る必携名作 DVD。 故ジョン・ハートフォー
ドとのモンロー農場でのインタビューを軸に、レスター・
フラット、エミルー・ハリス、ポール・マッカートニー、
オズボーン・ブラザーズ、ドリー・パートン、リッキー・
スキャッグス、マーティ・ステュアート、そしてデル・マッ
カーリー／ビル・キース／チャビー・ワイズのブルー・
グラス・ボーイズ・リユニオンなどの超貴重な演奏、ジェ
リー・ガルシアやロイ・エイカフのインタビューなど、
日本語／英語併記の完全対訳本とともに、20 世紀の偉
大なアメリカ音楽家の生涯を再訪しましょう。感動です!!
　必見必携の DVD& 対訳本セット !!!

B000442402 B ILL MONROE『Def in i t i ve 
Collection』CD¥2,079-（本体 ¥1,980-）
Blue Moon of Kentucky/Jimmy Brown the 
Newsboy/I Saw the Light/Footprints in the 
Snow/Scotland/Walls of Time/Kentucky 
Waltz/Uncle Pen 他全 22 曲
　1954 年夏、エルビス・プレスリーがデビュー盤に取
り上げたことで急遽録音した "Blue Moon of Kentucky"
を１曲目に、1981 年にガンが発覚したときに録音され
た "My Last Days on Earth" まで、主に 1950 年代のい
わゆる「ハイロンサム」を強く押し出したもっともモン
ローらしい、言い換えればもっとも厳しいビル・モンロー
の音楽が堪能できる、現在発売中の正式録音モノの中で
はイチ押しの作品。

SF-40063 BILL MONROE『Live 1956-1969; Off 
the Record Vol.1』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ビル・モンローの、不遇時代からフォークリバイバル
とともに若者たちからブルーグラスの父と尊敬されはじ
める頃、もっとも尖っていた 1960 年代の凄まじい 75 分
ライブ全 27 曲集。ピーター・ローワン、デル・マッカー
リー、ビル・キース、ローランド・ホワイト、ヘイゼル・
ディッケンズや超貴重な兄、チャーリー・モンローとの
歴史的モンロー・ブラザーズ・リユニオンほか。この抑
え難い衝動、そのエネルギーと内に秘めた寂寥感、ブルー
グラスのある本質である。この熱とエネルギーこそ民衆
音楽の魂だ。ビル・モンロー音楽を芸術の域に認めさせ
た最大の功労者、故ラルフ・リンズラーが制作編集した
入魂の「生（ライブ）」のビルモン !!

 ブルーグラスお勧め作品
（すでに新入荷で紹介済みの作品です）

■話題のブルーグラス最近作
　今、最も旬なブルーグラス・アルバムたち…

RUR-1072 BOBBY OSBORNE 『Memories』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Mountain Fever/Rocky Top/Pain in My Heart/
Ruby/Memories/Man from Rosine/Memories of 
Yeasterday/Up This Hill and Down/Bobby Van 
Waltz 他全 14 曲
　ボビー・オズボーン今年 80 歳、ブルーグラス第一世
代の偉大なマンドリン奏者／シンガーの最新作は、ラッ
セル・ムーアやパティ・ラブレス、デビッド・グリスマ
ンやロニー・マッカーリー、サミー・シーラーやオウ
ディ・ブレイロック、そしてなんと !! 三味線の国本武春
らをゲストに迎え、充実のオズボーン節炸裂、60 周年
記念作品である。1949 年にロンサム・パイン・フィド
ラーズで発表した自作の "Pain in My Heart" ほか、出世
曲 "Rubeeeeee"、そしてテネシー州歌にもなった "Rocky 
Top" をはじめ、ボビーの美しくかつダイナミックなカ
ントリーバラッド等々。いまやボビーのサウンドクリ
エーターでもあるグレン・ダンカンが縦横無尽のフィド
ル、曲調によってはスティール・ギターやドラムスも加
えた大胆なアレンジで新バンド、ロッキー・トップ・エ
クスプレスを引っ張っていく。グリスマンを迎えてマン
ドリン奏法のパイオニアとしてのすばらしいインスト２
曲とともに、第一世代にある種共通の音楽に対する抑え
がたい衝動が堪能できる秀作である。
　ちなみに、弟ソニーの引退を受けてあたらしく結成し
たロッキー・トップ・エクスプレスの作品として、2009
年の前作『Bluegrass & Beyond』(ROU-0603 ¥2,573-)
と 2007 年の前々作『Bluegrass Melodies』(ROU-0582 
¥2,573-) も、強力にお勧め。ボビーのすばらしいインパ
クトに涙する作品群である。

MH-1295 BALSAM RANGE『Trains I Missed』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
The Other Side/Callin' Caroline/East Virginia 
Blues/Gonna Be Movin'/Memory of You 他全
12 曲
　リッキー・スキャッグスのお気に入りバンジョー奏者
として知る人には知られたマーク・プルエットほか、ノー
ス・カロライナ産の強烈なローカル・ミュージシャンた
ちの凄いテク、凄いこと !!　そしてバンド・サウンドを
強く意識したアグレッシブなアレンジと、アルバム発表
ごとにブルーグラス・アンリミテッド誌の全米チャート
の上位に常連するバルサム・レンジの最新作。ブルーグ
ラス楽器、リズム、メロディなどの特長をデフォルメ／
美味しいところを強調して、ニューグラスとカントリー
ロックなどの経験に裏打ちされた節で快調な現代ブルー
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リッジ系ブルーグラスを聴かせる。プルエット以外の全
員が歌えるという強味もすばらしい。ムーンシャイナー
最新 5 月号ブルーグラス・アルバムとソング・チャート
でともに第 3 位快走中 !!

R E B -1839 J O E M U L L I N S & R A D I O 
R A M B L E R S『H y m n s f r o m t h e H i l l s』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
He Loves Me/Fallen Leaves/Rock of Ages 
Keep My Soul/Jesus Loves Me/I'll Never Go 
Back/That Little Old Country Church House/
Sweet Hour of Prayer 他全 14 曲
　故ポール・マリンズの遺志を継いで息子ジョー・マリ
ンズ (bj) がトラッドグラスの王道を極めて丁寧に、かつ
極めて高度に演じる新バンド、レディオ・ランブラーズ
の第２弾はゴスペル作。知る人ぞ知る !! ジョー・マリン
ズの凄いスクラッギストぶり（バックアップで如実な
ビッグバンジョー !!）とその突き抜けるようなテナー・
ボイス、メチャ趣味のいい歌うフィドルのイバン・マグ
レガー、申し分ないリードボーカルのアダム・マッキン
トッシュ (g)、バリトンのマイク・テリー (m)、ティム・
キッド (bs) というすばらしいバンド・サウンドで、ラル
フ・スタンレー、ドイル・ローソン、ラリー・スパークス、
ロンダ・ビンセント、ポール・ウィリアムズら、錚々た
るシンガーを迎える。この重量級ゲストを迎えてもビク
ともしないすばらしいバンド・サウンド、自費制作で出
したデビュー作『Rambler's Call』(REB-1833 ¥2,573-) も
レベル・レコードから正式に発売し直されている。ブルー
グラス・アンサンブル（楽器とハーモニー）がいかに大
切か、つくづく分かるすばらしいバンドなのです !!

ROU -0658 S IERRA HULL『Dayb r e a k』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Easy Come Easy Go/Don't Pick Me Up/
Bombshell/Best Buy/I've Always Be Waiting 
for You/What Do You Say?/Tell Me Tomorrow/
Chasin Skies 他全 12 曲
　天才マンドリン奏者シエラ・ハルの最新第３作。来日
ツアーしたのはもう３年前、ちょうど全米デビュー作

『Secret』(ROU-0601 ¥2,573-) を発表した 16 歳のときだっ
た。あれから３年、19 歳になったシエラはブルーグラ
スからは初めてとなるボストンのバークリー音楽院の学
長特選奨学金を得て今年５月には２年間の留学を終え、
フルタイムでのミュージシャン活動に入るという。相変
わらずの可憐な少女といった容姿とは似ても似つかぬ超
ハイテク・マンドリンにはますます磨きがかかり、ボー
カルには安定感が増しタイトル曲 "Daybreak" ではしっ

とりと聴かせ、さらに 12 曲中７曲のオリジナルと、大
きく成長したところを見せる。２年間の東部での大学生
活から得た知識よりも、シエラが根っから持っている素
直なブルーグラス感覚がストレートに出た、さわやか作
品となっている。バリー・ベイルズのプロデュースで、
ロン・ブロック (g) やロン・スチュワート (bj)、ブライ
アン・サットン (g)、ステュアート・ダンカン (f) らもサ
ポートしているが、来日したクリスチャン・ウォード (f)
やコリー・ウォーカー (bj)、ジェイコブ・イーラー (bs)、
そしてクレイ・ヘス (g) らのハイウェイ 111 のメンバー
も活躍するさわやかブルーグラスだ。

MH-1309 THE BOXCARS CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
December 13th/Old Henry Hill/Log Cabin 
in the Lane/Never Played the Opry/I Could 
Change My Mind/Take Me on the Midnight 
Train 他全 13 曲
　昨秋の WOB でもっとも大きな話題だった新バンド、
ザ・ボックスカーズのデビュー作。アダム・ステッフィ(m)
とロン・スチュワート (bj,f) という現在のブルーグラス・
アンサンブルを代表する２枚看板に、知る人ぞ知る大ベ
テランでクイックシルバーからアリソン・クラウスのユ
ニオン・ステーション、そしてジ・アイザックスのメン
バーだったジョン・ボウマン (f,bj)、注目を浴びるブルー・
ムーン・ライジングの創設メンバーだったキース・ギャ
レット (g)、そして J.D. クロウ＆ニューサウスにいたハ
ロルド・ニクソン (bs) の５人組。1990 年代から現在ま
で、ブルーグラスのメインストリームを常にサイドマン
として影から支えてきたアダム、ロン、ジョンというベ
テランが、決してわれ先に（これ見よがし）ではないバ
ンドサウンドを求めて結成したのであろうボックスカー
ズ。２曲の超スタンダートと新曲、キースという稀代の
ストーリーテラー／リードボーカリストを発掘して（ア
ダムとジョンが２曲ずつ、そしてロンまでが１曲でリー
ド・ボーカルを担当）、お手本のようなロンのスクラッ
グス→クロウ経由バンジョーとアダムのブッシュ→マー
シャル経由マンドリンに見られる丁寧な音作りで現在ブ
ルーグラス王道を聴かせる。ムーンシャイナー最新 5 月
号ブルーグラス・アルバム・チャートで第 1 位快走中 !!

R O U -0660 S T E V E M A R T I N & S T E E P 
CANYON RANGERS『Red B i r d A l e r t』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Yellow-Backed Fly/Best Love/Northern Island/
Atheists Don't Have No Songs/King Tut. 他全
13 曲
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　超セレブ、スティーブ・マーティンのラウンダー最新
第２弾。これはもう、セレブのお遊びの域を超えた……
ポール・マッカートニーとディキシー・チックスという
超セレブのゲストを迎えてはいるが、すばらしいアルバ
ムになっている。前作『The Crow』(ROU-0647 ¥2,573-)
ではアール・スクラッグスやベラ・フレック、ティム・
オブライエンやビンス・ギルをはじめ、ブルーグラス有
名人を動員してグラミー賞最優秀ブルーグラス・アルバ
ムも獲得してしまったが、本作ではツアーを共にするバ
ンド、スティープ・キャニオン・レンジャーズをフィー
チャー、しかも全曲書下ろしの秀作曲揃い。見事なクロ
ウハンマーとスリーフィンガーのバンジョー使い分けが
見事なのは、プロデューサーのトニー・トリシュカなら
では。なにか一芸に、彼の場合は世界的コメディアンだ
が、秀でた人物というのは自分のやっていることの意味
がクリアに観えるものなのだろう。ライナーノーツに書
かれたものや、ここで歌われる歌詞の意味がもっと分か
れば、さらにいいだろうが、分からなくても十分に楽し
ませてもらえるエンターテイメント作品。最後に２曲（か
つての大ヒット「ツタンカーメン王」と「無神論者に音
楽無用 !?」）のライブがあるが、これまた凄い !!

REB-1838 BIG COUNTRY BLUEGRASS『The 
Boys In Hats & Ties』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-
）
Black Mountain Special/Prodigal/Lonely Old 
Man/Foggy Old London/Wreck on the Highway 
他全 15 曲
　トミー・セルズを中心に、デリケートなビッグ・バン
ジョーを聴かせるリンウッド・ランスフォードほか通常
５人組、バリバリの正統派ブルーリッジ系ブルーグラス。
タイトル曲（トム・T. ホールと２～３月に来日したドン・
リグスビー作曲）ではアーリー・ブルーグラス時代に小
粋な「帽子とネクタイ」でアパラチア地方を席巻した第
一世代ブルーグラスに敬意を表し、なんとムーンシャイ
ナー誌最新４月号のブルーグラス・ソングチャート第
１位 !! アルバムも４位という旬のバンド。……やっぱブ
ルーグラス、アメリカでもこういうバタ臭いアパラチア
物が受けるんだ !?　カレン・ギャリーンやロイ・マクミ
ランら、ブルーリッジ系の重鎮らの作品を並べた選曲も
秀逸。近年のブルーグラス、中途半端じゃないバリバリ
のローカル、ホンモノを感じさせるアパラチアン・ソウ
ルが受けるのだ。ムーンシャイナー 3 月号のブルーグラ
ス・ソング・チャートでタイトル曲が 1 位、アルバムで
第３位獲得 !!

COMP-4543 PETER ROWAN BLUEGRASS 

BAND『Legacy』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
たピーター・ローワン最新作。20 世紀のブルーグラス・
ソングをモンローの魂を受け継いで世界に広め高めた最
大の功労者。アリソン・ブラウンのプロデュースのもと、
バーン・ウィリアムズ・バンドで知られるメロディ感覚
鋭いキース・リトル (bj)、1960 年代初期からニューヨー
ク・ブルーグラスで活躍したジョディ・ステッカー (m)、
そしてポール・ナイト (bs) という、スーパーピッカー
たちのアンサンブルより、信頼する友人たちとの私的な
ブルーグラスがとてもよく似合う４人組。深い意味を持
つピーター・ローワン世界、心に刺さるブルーグラスを
聴かせてくれる。ところで、……凄いピーターを昨秋の
IBMA で観たぞ !!　ピーター 68 歳、まだ最前線にいるぞ。
リポートはムーンシャイナー誌 11 月号 !!

MRM-006 JAMES REAMS『One Foot in the 
Honky Tonk』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Cotnbread, Molasses & Sassafras Tea/Almost 
Hear the Blues/Goin' Home/Florida Blues 他全
15 曲
　ニューヨークのブルックリンを本拠に活躍するジェイ
ムズ・リームズとバーンスーマーズの最新作。ジェイム
ズは 10 代でケンタッキーから北部に移住、自身の出自
を強く意識した、北部ミュージシャンに多いホンキート
ンク志向を持ってニューヨークでブルーグラスとオール
ドタイム啓蒙のさまざまな活動をしている。決してスー
パーではないし滋味深くもないけれど、ローカルな仲間
たちと自分たちが大好きな「古き良きブルーグラス」を
追求、ニューヨークのど真ん中でド田舎の酒場歌に酔う
４人組に、NY ブルーグラス仲間のケニー・コセック (f)
とバリー・ミターホフ (m) がお手伝い。

S W M -2008 M c C R O M I C K B R O T H E R S
『Somewhere in Time』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）( 歌詞付 )
Don't Call Me, I'll Call You/East Bound and 
Down/Haskel's Stomp/I Still Miss Someone/
Salty Dog Blues/Nashville Grass Breakdown 他
全 18 曲
　ブルーグラス第一世代のマコーミック・ブラザーズ、
2009 年に発表されたこの最新作は半世紀 50 年以上も
経った、いまや孫たちに囲まれたおじいちゃんらのブ
ルーグラスとはとても、とても、とても思えないハツラ
ツとした若々しさとエネルギーに満ちた大秀作である。
1954 年にヒッコリー・レコードからデビューした彼ら、
有名にはならなかったけれど、そのオーセンティックで
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ありながら進取の粋なサウンドは高い評価を得た。そう
そう、バンジョーのハスケルは 1970 年代、レスター・
フラットのナッシュビル・グラスですばらしいバン
ジョーを弾いていたことでも知られる。そのよく乾いた
小気味よいバンジョー・トーンは近年聴くことの少なく
なった 1950 ～ 60 年代の、あのウキウキとする当時のバ
ンジョーらしいバンジョー、そして年齢を感じさせない
驚くべき安定感とスピード感のあるが堪能できる。そし
てリード・ボーカル、ジェラルドの伸びのあるテナーボ
イスと実にブルーグラスらしい選曲（中には『トランザ
ム 7000』や『じゃじゃ馬億万長者』のテーマなどのお
楽しみ付き !）にハスケルのすばらしいテナー、３人兄
弟のもうひとりウィリアムはステディなベースで貢献。
そして、あのマイケル・クリーブランドが全編、フィド
ルとマンドリンで耳をそばだててくれる（アーリー・ブ
ルーグラスの雰囲気は壊さない）。50 年代の香りのする
ブルーグラスらしいブルーグラス、お勧めの大秀作であ
る。

■初心者歓迎コーナー
　各ジャンルのハズレなし、秀作とされる CD アルバム
を、新旧取り混ぜて毎月紹介します。これらを聴き込ん
でいけば、あなたもこれらアパラチア系音楽のすばらし
さに、きっとのめり込みます！

●ブルーグラス入門
C O L -77627 L E S T E R F L A T T & E A R L 
SCRUGGS『Foggy Mountain Jamboree』
CD¥2,079-（本体 ¥1,980-）
　1957 年 10 月 7 日に発売された、おそらくブルーグ
ラス史上もっとも重要なアルバムとされている作品の
CD 化。アール・スクラッグスの "Earl's Breakdown" や
"Flint Hill Speial" など超有名バンジョー・インスト６曲
とレスター・フラットの "Blue Ridge Cabin Home" や「新
聞売りのジミー少年」など歌物６曲のオリジナル盤の 12
曲にオマケが３曲、"Dear Old Dixie"、"On My Mind"、
"Pray for the Boys"（ほんとうはオマケなんかいらない
けど !!）を加えた全 15 曲。マンドリンの影が薄いものの、
1950 ～ 60 年代に「これが典型的なブルーグラス」とし
て多くの人に認知された大名盤である。ちなみに本作の
バックアップも含めた完全コピー・バンジョー TAB 譜
(TIM-3 Book¥1,050-) がある。

SH-2209 V.A.『True Life Blues; the Songs of 
Bill Monroe』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　1996 年９月、ビル・モンローが病の床にあるときに
このアルバムが完成、当時最高のブルーグラス・アーティ

ストが参加したこの作品のテープが早速届けられ、その
すばらしい出来映えに、彼はとても喜んだと伝えられ
る。その翌年２月、このビル・モンロー曲集はグラミー
賞を獲得、世界に放映されたグラミー授賞式の生中継で
ビル・モンロー追悼演奏が放映された。本作には、モン
ローの遺志（ブルーグラス）をあたらしい形で伝える最
高のミュージシャンたちが、おそらく病床のモンローに
聴いてもらうことも意識して創ったであろう（と思いた
いほど）すばらしいビル・モンロー超名曲集である。バッ
サー・クレメンツ、ボビー・ヒックス、デル・マッカーリー、
ピーター・ローワン、ローランド・ホワイトらの元ブ
ルー・グラス・ボーイズのほか、サム・ブッシュ、デビッ
ド・グリスマン、ティム・オブライエン、クリス・シー
リ、デビッド・グリア、ハーブ・ピーダセンほか、そし
て最後の故ジョン・ハートフォード "Little Cabin Home 
on the Hill" には、ただ「涙」する……。超名盤 !!

●オールドタイム入門
SH-3952 TIM O'BRIEN, DIRK POWELL, JOHN 
HERRMANN『Songs from the Mountain』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　最高のミュージシャンによるオールドタイム入門とし
てさまざまな典型パターンを一望するベストセラー大傑
作。フィドル・チューン、バラッドからフォスター、そ
してサザン・ホワイト・ゴスペル "Angel Band" まで、
アパラチアと南北戦争を描いた大ヒット大河小説＆映画

『コールド・マウンテン』（ニコール・キッドマン、ジュー
ド・ロウ主演）の物語に沿って組み上げられた「これが
オールドタイム音楽だ !!」の決定版 !!

●アパラチアン・フォーク入門
SKFR-1009 RICKY SKAGGS『Solo; Songs My 
Dad Loved』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)（歌詞付）
　1970 年の高校生時代にデビュー後、1970 年代のブルー
グラスに大きな足跡を残し、1980 年代にあたらしいカ
ントリー回帰を標榜してカントリー界のスーパースター
となったリッキー・スキャッグス、1997 年にブルーグ
ラス界に戻ってきた彼が子供の頃に父から学んだ曲をシ
ンプルに演じる 2009 年作。「父の好きだった（古い田舎
の）音楽」を、文字通りソロ（全楽器／ボーカルをひと
りで）で丁寧に演じる。今年のグラミー賞トラッドフォー
ク部門にノミネートされた秀作。

■ブルーグラス・マスターズ
　そのキャリアで地位の確立した巨匠たち。

SH-3926 JOHN DUFFEY『Always in Style』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
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　ビル・モンローが亡くなったショックから覚めやらぬ
1996 年 12 月 10 日、62 才の若さでジョン・ダッフィが
急逝した。個人的だが、自分たちブルーグラス 45 のア
ルバムをプロデュースしてくれたり、その後もさまざま
な局面で多くの思い出を残してくれた。あれから 15 年
だ。1957 年のチャーリー・ウォーラーらとのカントリー・
ジェントルメン結成は、サム・ブッシュをして「ニュー
グラスの父」と言わしめる偉大なブルーグラッサーだ。
ジョンの名前が冠された唯一のセルダム・シーン時代の
コンピレーション。

JJ-14424 JIM & JESSE『The Old Country 
Church』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ジム＆ジェシー、1964 年のブルーグラス・ゴスペル
名盤の CD 化。60 年代の学生ブルーグラスがこぞって取
り上げたタイトル曲ほか、"Kneel at the Cross"、"Rock 
of Ages"、"Lord, I'm Comimg Home""Swing Low, Sweet 
Chariot"、"Are You Washed in the Blood?" など、全 12
曲聴きなじみのゴスペル名曲ばかり。兄弟ともに 30 代
の全盛期、名手アレン・シェルトン（2009 年 11 月末に
他界、ムーンシャイナー誌 2010 年 2 ～ 3 月号追悼特集
参照）の端正なバンジョーとともに、ジェシーのバリト
ンと透き通るようなジム（2002 年に他界）のテナーが清
楚なブルーグラス・ゴスペルを聴かせる。前回紹介した
チャック・ベリー曲集『Berry Pickin' in the Country』
(JJ-18422 ¥2.573-) と同様、オールド・ファンには懐かし
い J&J のマスト・アイテム !!

SH-2203 OSBORNE BROTHERS『Once More 
Vol. 1 & 2』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Cuckoo Bird/Each Season Changes You/
Listening to the Rain/Kentucky/One Tear/
Making Plan 他全 24 曲
　1960 年代に学生たちの心をつかんだオズボーン・ブ
ラザーズの有名曲ばかりの極上ハーモニーとアンサンブ
ルを 1986 年と 1987 年、ポール・ブルースター（現ケン
タッキー・サンダー）のギターとハーモニーを得て 2 枚
の LP で再演した大秀作を CD1 枚にまとめた 2on1。上
記の彼らのヒット曲に加え、"Blue Moon of Kentucky"
やボビーのオリジナルでトラッドグラス・スタンダー
ド "Pain in My Heart" などもすばらしい。ソニーのバン
ジョーが唄ってるよ !!

 インスト新入荷
RCSI-1033 IVAN ROSENBERG & BILLY 
CARDINE『The Donkeys』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）

Banjo a Trios Minu Uno/No Ash Will Burn/Far 
in the Wind/Don't Look Rough and Rocky 他全
10 曲
　スリーフィンガーとクロウハンマー・バンジョーのメ
チャ格調高い東洋マウンテン的な美しいインストではじ
まる、ともにドブロ奏者でもあるアイバン・ローゼンバー
グ（左チャンネル）とビル・カーダイン（右チャンネル）
の 2007 年の大秀作品が再プレスだ。クロウハンマー・
バンジョー奏者としても知られるアイバンと新世代のド
ブロを代表するビルのふたりが、インド系のスライドギ
ターとしても知られるチャトランギ (Chaturangui) など
も含む、弦をスライドするいう奏法のさまざまな可能性
を聴かせてくれる。ビルのバンド、ビスケット・バーナー
ズ（ここのオデッサ・ジョーゲンソンは現在ベアフット
で人気の女性シンガー／フィドラー）のギタリスト、ダ
ン・ブレッツが趣味の良い音を聴かせてくれ、同バンド
のメアリー・ルーシー "No Ash Will Burn" やシャノン・
ウィットワース "Don't Look Rough and Rocky" が素敵
にスモーキーな女性ボーカルを聴かせてくれる。限りな
い可能性を持つスライドギター、ドブロのあたらしい世
界を覗いてください。

E1-2133 BELA FLECK & FLECKTONES
『Rocket Science』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Gravity Lane/Prickly Pear/Joyful Spring/Life In 
Eleven/Falling Forward/Storm Warning 他全 12
曲
　ベラ・フレック＆フレックトーンズとして 13 枚目（ベ
スト集除く）の最新作は、なんと 1990 年のデビュー当
時のメンバー、ハワード・リービー (piano/harmonica)
が戻り、ロイ「フューチャーマン」ウートン (drums/
drumitor) とビクター・ウートン (bs) 兄弟との４人組と
なったオリジナル・フレックトーンズでの録音である。
ブルーグラスとジャズのフュージョンという途方もない
アイデアが生み出したまったく新しいアンサンブルとし
てバンドとして４個のグラミーを獲得（ベラ個人は 12
個獲得、またグラミー史上もっとも広範な分野でノミ
ネートされたアーティストとされる）、アメリカ音楽界
に確固たる地位を築いている。もうやるべきことをやり
尽くしたというベラ 52 歳、まだまだ若いぞ !

ROU-9100 OST『Get Low』CD¥2,573-( 本体
¥2,450-)
Lay My Burden Down/No Haircut/Farewell 
Blues/Monkey Bay/Whiskey Before Breakfast/
East Virginia Blues/Angelina Baker/My Blue 
Heaven 他全 16 曲
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巻 DVD シリーズ全巻を通じて、フィドル＆バンジョー
がいかに重要であり、インスピレーションを喚起させる
ものであるか、お分かりいただけただろうか？　モン
ローも同様のことを言うが、あのフィドルの呼吸が肝な
んだ !!

■ギター
SF-40157 MIKE SEEGER『Early Southern 
Guitar Sounds』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
Wildwood Flower/Spanish Fandango/Guitar 
Rag/Fishin' Blues/Johnny Doyle/John Henry 他
全 28 曲
　1930 年代にマーティン社がドレッドノート・スタイ
ルのギターを発表、多くの南部ミュージシャンに行き渡
るまで、南部にはさまざまな種類のギターが存在し、ま
た奏法自体もパーラー奏法の流れを汲むラグ、マウンテ
ン・モダルやブルース、ハワイアン・ブームの影響から
生まれたスライド奏法など、さまざまな奏法が生まれた。
それら初期のギター写真と南部ギタリストのスタイルを
35 頁に及ぶライナーノーツ、そしてインストを中心に
ボーカルのリズムも含めて再現するマイク・シーガー遺
書のような 2007 年作。あまりにも有名なマザー・メイ
ベルのカーター・スクラッチを１曲目に 74 分、1850 年
から 1930 年までの奏法全 28 曲、オリジナルに忠実に紹
介したマイクの本領発揮!!ギター必携の秀作である。ムー
ンシャイナー 2008 年８月号 (¥525-) にこのライナーノー
ツを翻訳掲載しています。

SH-4040 BRYAN SUTTON & Friends『Almost 
Live』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ムーンシャイナー誌 2009 年８月号のカバーストー
リーに登場、現在ブルーグラス・フラットピッキンの最
高峰と言われるブライアン・サットン、４枚目 2009 年
作は、リッキー・スキャッグスのケンタッキー・サンダー
でデビューした 1995 年以来、ブルーグラスの最先端で
積んできたキャリアの総集編的作品。トップクラスのゲ
ストピッカーたちとのオールドタイムやジプシージャズ
も含んだバトルを経て、クリス・シーリとの目くるめく
デュオ "Gonna Lay Down My Old Guitar" で終わる、自
身のオリジナルをメインにしたギター弾きまくり快作。

■バンジョー
（ムーンシャイナー連載のチチ松村「バンジョー祭り」、
世界のバンジョー音楽をお見逃しなく !!）

CMC-001 CHARLIE CUSHMAN『Five String 
Time』CD¥2,888-（本体 ¥2,750-）
Dance All Nite/Foggy Mountain BRD/Dear Old 
Dixie/Tenn. Cut-up BRD/Cumberland Gap/

　ロバート・デュバルを主演に、シシー・スペイセク、
ビル・マーレイなど、すばらしい役者を配した映画『Get 
Low』（日本公開未定）のオリジナル・サウンドトラッ
ク。1930 年代、東テネシーのローン・カウンティでの
実話を基にした物語で、１曲目にアリソン・クラウス
"Lay My Burden Down"（クルックド・スティルのイー
ファ・オドノバン作＝ AKUS『Paper Airplane』にも収
録）、スティールドライバーズ、ジェリー・ダグラスと
ステュアート・ダンカンのオリジナルやダグラス／マイ
ヤー／バレンバーグなどのブルーグラス系、そのほかは
"Farewell Blues"、"My Blue Heaven" など、1930 年代録
音のティンパン・アレー系スタンダードやジャズ（４曲）
とオーケストラ・スコア（２曲）などを散りばめ、それ
以外はブルーグラス大会という珍しいメジャー映画のサ
ントラ盤。きっと映画を見たらその雰囲気に浸れるんだ
ろう音楽。

 インストお勧め作品
（楽器奏法や教則、また CD に関してはミュージシャン
歴豊富なスタッフがアドバイス、また楽器につきまして
は、本体やパーツなど、各種取り扱っています。お気軽
にお問い合わせください） 

■今月のピックアップ、この 1 枚 !!
WC-2009 JOHNNY WARREN & CHARLIE 
CUSHMAN『A Trivute to Fiddlin' Paul Warren』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　フラット＆スクラッグスの黄金期を支えたフィド
ラー、ポール・ウォーレンの息子ジョニー・ウォーレン
と、スクラッギストとして知られるチャーリー・クッシュ
マンが、ポールとアールが愛したテネシー・フィドルの
数々を聴かせるインスト作品。器用なテクニシャンじゃ
なかったポールだが、アーサー・スミスに代表されるテ
ネシー・スタイルのフィドル奏者として、その鋭い切り
込みと突っ込むリズムでフラット＆スクラッグスを活気
づけ、アールのバンジョー美学を完成に導いた功績は大
きい。そんなポールそのまま、プロゴルファーとしての
キャリアを重ねながら父親のスタイルと 1956 年以来父
が使いつづけた古いステイナー（シュタイナー）・バイ
オリンを受け継いだジョニーが、アールの息遣いまでも
を再現するチャーリー、ジョッシュ・グレイブスの甥で
あるティム・グレイブス (g)、マーティ・ステュアート、
カーリー・セクラー (m) らの F&S 縁者をバックに、ポー
ルのレパートリーを中心に、御大アール・スクラッグス
を迎えた１曲を含む、ポールと F&S へ、心のこもった
トリビュート作品。あのフラット＆スクラッグスの 10
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Sally Goodin/Flint Hill Special/Shuckin' the 
Corn 他全 13 曲
　ナッシュビルのクロート筋に圧倒的な評価を受ける
チャーリー・クッシュマンの唯一のバンジョー・アルバ
ムが CD 化された（1990 年のカセット発売にボーナス）。
その歯切れのよいトーンとタイミングは安定したインパ
クトを生む右手 !!……その重要性をチャーリーはアール・
スクラッグス後期のタッチから学んだに違いないとわた
しは思っている。フィドルにはポール・ウォーレンの息
子ジョニー、ギターにロイ・エイカフ・バンドのチャー
リー・コリンズ、マンドリンにはボビー・クラーク、ベー
スにビリテリのテリー・スミス。１曲目からフィドル＆
バンジョーの重要性を再確認させてくれるほか、超有名
スタンダードの数々と、あのゴールデン・トーンとタイ
ミングがブルーグラス・バンジョー・フォロワーの琴線
を激しく揺さぶってしまう。1937 年の RB-75、1934 年
の RB-3 とグラナダ、この３種のバンジョーを弾き分け
ているのだが、楽器より右手、そしてアールとドン・レ
ノに対する尊敬の心がシンプルなブルーグラス・バン
ジョー名作にしている。

CCM-2064 FLATT & SCRUGGS『Foggy 
Mountain Banjo』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　もう何度目になるか？ 1961 年発売のフラット＆スク
ラッグスによるブルーグラス・バンジョー・アルバム永
遠のベストセラーが再々再 CD 化である。アール・スク
ラッグスの天才的スリーフィンガー奏法と、いまだ最高
のブルーグラス・アンサンブルと称えられるフラット＆
スクラッグスの絶頂期＝レスターのギターリズムがクー
ルな名盤である。……が、同時に「ブルーグラス・ドブ
ロの父」アンクル・ジョッシュのもっとも有名なブレイ
クが堪能できる優れモノ !!　ブルーグラス・ドブロを志
す者も必ず通るべき関門である。……と同時に、ブルー
グラス・ベースのスタンダードを提示した作品でもあり、
この "Little Darling Pal of Mine" で聴かれるスラッピン
グ・ベース・ソロは、ベース奏者必弾である !

■マンドリン
EB-0801 ETHAN BALLINGER『Wish Upon a 
Falling Star』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Sticks and Stones Will Break My Bones But 
Tanks Will Never Hurt Me/Waving/Goodbye 他
全 16 曲
　5 月末に来日、新世代のスーパーピッカーとしてナッ
シュビルを本拠にミッシー・レインズ＆ニューヒップや
アリソン・ブラウン・カルテットをはじめ、さまざまな
バンドに参加して活躍するイーサン・バリンジャーの

2008 年デビューインスト集。大学卒業記念でもあるの
だろう、イーサンの大きな世界観をマンドリンとギター
を中心に、タブラやカホーンなどパーカッション以外ほ
とんどの楽器を多重録音でこなした力作。ミッシー (bs)
が２曲、マット・フリナーがマンドリンとバンジョーで
各１曲にゲスト。

COMP-4351 MATT FLINNER QUARTET
『Walking on the Moon』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）
Men from Boise/Caravan/Exfoliator/Ice Queen/
Stufflebeam/Walk the Plank/Humdinger/33 他
全 11 曲
　イーサンとともに 5 月末に来日、今回の来日ステージ
ではバンジョーがメインだが、本業はトーンとタイミン
グが絶妙なマンドリンのマット・フリナー、この 2003
年作品は自身のカルテットで、スティングのタイトル曲
やスタンダードの「キャラバン」のカバー他、自身のオ
リジナルなどを、エレキとエレベにドラムスを加えた抑
制の効いたファンク・ビートに乗って、見事にアコース
ティック・マンドリンが冴える。…そうそう、マーシャ
ル系トーン美学にブッシュの不良性を加えて、出てきた
音は上品なファンク・ジャズといった趣きの秀作である。

■フィドル
SH-3962 RANDY HOWARD『Rest My Case』』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　1999 年６月、38 歳の若さで逝った天才フィドラー、
ランディ・ハワードが遺したフィドル名盤。発表はラン
ディ他界後の 2001 年。死期を知っていた仲間たち、サ
ム・ブッシュ、ブライアン・サットン、ロン・ブロック、
デニス・クラウチらとの１曲目 "New Camptown Races"
を聴けばもうお分かり !!　ほかにゲストはデビッド・グ
リスマン、ジェリー・ダグラス、ボーカルにはドン・リ
グズビーやカール・ジャクソンほか、トラッドグラスか
らジプシースウィング、ドーグなど、フィドル作品には
とどまらない聴きやすさも魅力。ステュアート・ダンカ
ンらの超絶ブルーグラス・テクニックやテキサス、スウィ
ングなどを習得した上に独自のダブルストップ美学が印
象深いすばらしいフィドラーだった。フィドルファン必
聴 !

COMP-4334 FIDDLERS 4 CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-)
　永遠のフィドル小僧、ダロル・アンガーが、オールド
タイムのブルース・モルスキー、ケイジャンのマイケル・
ドゥーシェ、そして当時クルックドスティルのラシャッ
ド・イグルストンのチェロというトップ・アーティスト
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で編成したカルテット。それぞれのフィドル・スタイル
が持つリズム・グルーヴを描きながら、４曲のボーカル
を配し、ダロルのバーサタイルなアレンジか楽しめるア
メリカン・フィドル、2003 年グラミーノミネート秀作
である。

■ドブロ
SH-4041 ANDY HALL『Sound of the Slide 
Guitar』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　2008 年 IBMA 最優秀インスト・アルバム受賞作品。
デビッド・グリア (g)、ロブ・アイクス (d)、ティム・ス
タッフォード (g)、ジェシ・コッブ (m) との各デュオ 4 曲、
自身のバンド、ストリングダスターズとの 5 曲（内 1 曲
はボーカル）、そしてノーム・ピケルニー (bj) を加えた 1
曲、ノーマン・ブレイクのメドレーをソロで演じる 1 曲
の計 11 曲。ムーンシャイナー誌 2009 年５月号の表紙を
飾った新進ドブロ奏者アンディ・ホール、バークリー音
楽院に入ってからブルーグラスをはじめたという経歴の
持ち主だ。

 オールドタイム＆フォーク新入荷
DTR-001 BRAD LEFTWICH & HOGWIRE 
STRINGBAND『Rascal Fair』CD¥2,573-( 本体
¥2,450-)
Rabbit in the Lowground/Sally Johnson/Shout 
Lula/Let Me Fall/Sun's Gonna Shine 他全 16
曲
　現在オールドタイム・フィドルの第一人者、ブラッド・
レフトウィッチが率いるホッグワイアー・ストリングバ
ンドのデビュー作。ブラッドのフィドルとボーカル、ブ
ラッドのパートナーというリンダ・ヒギンボサムのバン
ジョー・ウクレレ、元パンクロッカーだったというジョ
エル・レンシュのギター、リズム＆シューズというクロッ
グダンス・チームにいたマリエル・アベルのベース。唯
一のオリジナルでタイトル曲にもなっているマリエルの
作品以外はさまざまなオールドタイマーから学んだ伝承
曲。ブラッドのフィドル・チューン（５曲）を軸に、ドッ
ク・ボッグス、エド・ヘイリー、トミー・ジャレル、カ
－ター・ファミリー／フラット＆スクラッグスほか、さ
まざまなソースから学んだ伝承曲（歌 11 曲）を、虚飾
を廃しひたすらオールドタイム・リズム・グルーヴに身
をゆだねる。ビル・モンロー・フェスで知られるビーン
ブロッサム近くの学生街ブルーミントンを本拠に活躍す
る、正統派オールドタイム・ストリングバンドである。

SF-40202 OLA BELLE REED『Rising Sun 
Melodies』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）

　デル・マッカーリーやティム・オブライエンで知られ
る "High On a Mountain" や "I've Endured" などの作者
でありバンジョー奏者／シンガー、オラ・ベル・リード
(1916-2002)。ノースカロライナの寒村から多くの移住者
と同様、音楽とともに北部に移住。メリーランド州ライ
ジングサンのニューリバー・ランチやペンシルベニア州
ウエストグローヴのサンセット・パークなどで北部の若
者たちに本物のアパラチア音楽を伝えた女傑である。既
発売のフォークウェイズ LP ２枚のスタジオ録音から 11
曲、そしてオラ・ベルの人となりが良く伝わる 1972 年
と 76 年のスミソニアン・フォークライフ・フェスから
の未発表ライブ 8 曲の全 19 曲。ヘイゼル・ディッケン
ズと同様、本物の厳しいアパラチアの生活を背負った
ボーカルが胸を打つ。ちなみに、レボン・ヘルムの娘、
エイミー・ヘルムのバンド名は彼女から取った「オラベ
ル」だった。

BCD-16094 V.A.『The Bristol Sessions, 1927-
1928: The Big Bang of Country Music』CD5 枚
＋ 120 頁本 ¥20,213( 本体 ¥19,250-)
　「（広義の）カントリー音楽発祥の地」と称するテネシー
州の東端、バージニア州との州境がメーンストリートと
いうブリストルの街で 1927 年と 1928 年に収録された歴
史的な録音セッションの全容を納めた究極の LP サイズ
のボックスセットである。収められているのは、ラルフ・
ピアの宣伝で集まったアパラチア南部に音楽／文化とと
もに閉じ込められていた人たちが残した全 124 曲 CD5
枚、収録時間６時間 45 分、120 頁のハードカバー冊子。
カーター・ファミリーやジミー・ロジャーズがこのセッ
ションで発掘されたのは有名だが、そのほかにもアーネ
スト・ストーンマンやブラインド・アルフレッド・リード、
シーラー・ファミリー（あのサミーの親戚）など、多く
のミュージシャンが参加した。ここに遺された音楽は、
現在は「オールドタイム」と呼ぶことの多いアパラチア
の貴重な米国白人系ルーツ音楽の原初的な録音で、ここ
から現在のジャズ／クラシック・レベルで評価されるよ
うになたブルーグラスや、ビートルズをしのぐアルバム
売り上げを達成したアメリカの国民的な大衆音楽となっ
たカントリー、そして黒人系南部音楽との融合から生ま
れたロカビリーやロックなどを生み出すことになる。20
世紀アメリカ音楽のホームベースとも呼べる録音群だ。
椅子に深く腰掛けて、すばらしい冊子を読みながら 20
世紀初頭のアパラチアをしみじみと感じたいものだ。
　余談ながら、この歴史的セッションが行われたすぐ隣
の劇場で 4 月 7 日、ETSU（東テネシー州立大学）の学
生たちと話題の新バンド、ボックスカーズが東日本大震
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災のチャリティーコンサートを開催、義援金を東北大学
ブルーグラス・サークルに預けます。そんな時代になっ
たんですよ !!　リポートはムーンシャイナー誌 5 月号に
て。

 オールドタイム＆フォークお勧め作品
■オールドタイム
5SP-08003 ALICE GERRARD & MIKE SEEGER

『Bowling Green』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
St.Louis Blues/Sugar Baby/Dear Companion/
In My Dear Old Southern Home/Coal Miner's 
Blues/Victory Rag/Sunny Side of L i fe/
Flatwoods 他全 26 曲
　オールドタイムが現在も健在である最大の功労者であ
るマイク・シーガーが、同志でもあるアリス・ジェラー
ドと遺した 1980 年の LP アルバム全 14 曲と、1970 年の
日本ツアーで遺したライブ7曲、そして1979年のトミー・
ジャレルとのトリオが２曲ほかの全 26 曲、アリスとマ
イクのふたりが創り上げた録音をまとめた唯一のアルバ
ムとして 2008 年に発表されたもの。2009 年８月、75 歳
で他界したマイク・シーガーが、おそらく自身の足跡の
中でも、ニュー・ロスト・シティ・ランブラーズとなら
び重要なパートナーだったアリス・ジェラードとの貴重
な記録を形に遺したかったのか……？　日本ツアーのラ
イブ（函館から２曲と東京 5 曲）では、司会の麻田浩の
紹介も聞ける。ムーンシャイナー誌 2009 年９月号から
12 月号までマイク・シーガー追悼特集（12 月号では麻
田浩さんの「1970 年 11 月 15 日～ 12 月 15 日」日本ツアー
の思い出あり）があります。われわれは 40 年前、とん
でもなくすばらしいアパラチアを見たんだ !!

 カントリー／ポップ新入荷
NONE-527214 EMMYLOU HARRIS『Hard 
Bargain』CD+DVD¥3,308-（本体 ¥3,150-)
The Road/Home Sweet Home/Goodnight Old 
World/New Orleans/Six White Cadillacs/
Nobody 他全 13 曲
　エミルー・ハリス、3 年ぶり最新作、インタビューと
収録 6 曲のビデオ映像の DVD 付き。エミルーのメン
ターだったグラム・パーソンズへの思いを書いた１曲目
"TheRoad"、昨年他界したケイト・マクギャリグルに捧
げた "Darlin' Kate" ほか、11 曲のオリジナルと２曲のカ
バー。プロデューサーのジェイ・ジョイスと創り上げた
オルタナ・ポップ／ロックな作品だが、エミルーのすば
らしさ、深さは不滅だ。

 カントリー発掘、編集モノ新入荷
COL-782710 ROSANNE CASH『Essential 
Rosanne Cash』 ２ 枚 組 CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）
Can I Still Believe In You/Blue Moon with 
Heartache/Tennessee Flat Top Box/The Real 
Me/500 Miles/Sea of Heartbreak/Sweet 
Memories 他全 36 曲
　ジョニー・キャッシュの娘として、義母ジューン・カー
ターからの大きな感化を受け、カーター・ファミリー伝
統も継承するロザンヌ・キャッシュのキャリアを一望す
る CD ２枚組全 36 曲。1978 年にドイツのみで発売され
た LP からコロムビア時代 (1979-1995) とキャピトル／
EMI 時代 (1996-2009) を網羅、ナンバーワンヒットした
全 11 曲のほか、ブルース・スプリングスティーンとの
コラボ、そして今年グラミーノミネートされたクリス・
シーリとのコラボを含む９曲のベスト集。「小さいとき、
娘が歌う "500 Miles" にハーモニーをつけようと最初の
音を探す父とわたしの声を聴いたときから、これらの曲
はわたしの家族のポートレートであり、わたし自身の進
行中のストーリーなの……」とライナー。

CURB-79234 THE JUDDS『I Will Stand by 
You: The Essential Collection』CD¥2,573-（本
体 ¥2,450-）
　1980 年代、大ヒットしたナオミとワイノナのジャド
母娘、ドン・ポッターのすばらしいアレンジでアコース
ティック・カントリーというあたらしいスタンダードを
セットしたスーパーグループの最新ベストヒット 12 曲

（内 10 曲がナンバーワン）に 2 曲の新録音をプラスした
全 14 曲集。母ナオミの健康問題でコンビを解消したも
のの、娘ワイノナの圧倒的な歌唱力とハーモニー、そし
てヘイゼル＆アリスを聴いて歌うことを志したという母
ナオミのセンスが、いつまでも語り継がれる名演を生ん
だのだろう。ケンタッキー、アパラチアの哀しさを背負っ
たすばらしい 20 世紀後半のブラザーデュオ（母娘だが）
秀作である。

 カントリーお勧め作品
RCSI-1027 NATHAN STANLEY『My Kind of 
Country』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Love's Gonna Live Here Again/All I Ever 
Loved Was You/Folsom Prison Blues/I'm So 
Lonesome I Could Cry/Think of What You've 
Done/Angel Band/Once a Day/You Win 
Again/White Dove/Act Naturally 他全 21 曲
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　ラルフとジミ・スタンレー夫妻の娘、トーニャの息子
でラルフの孫にあたる 18 歳、ネイサン・スタンレーの
ストレート・カントリー有名曲集。ハンク・ウィリアム
ズ、ジョニー・キャッシュ、バック・オウエンズらのカ
ントリー名曲とスタンレー系ブルーグラス名曲の双方を
全編カントリー・サウンドで聴かせる楽しい作品。多く
のスタンレー・ボーカリストがそうであるように、故カー
ター・スタンレーからキース・ウィットリーに至る影響
を強く受けたアパラチアの影を含んだボーカルで、ラル
フはもちろん、ビンス・ギル、リトル・ジミー・ディッ
ケンズ、パティ・ラブレス、ジョン・アンダーソン、マー
ティ・ステュアート、コニー・スミス、ジーン・ワトソ
ン、リッキー・スキャッグスほかのゲストたちと、「自
分のカントリー」を歌う。東ケンタッキーからバージニ
アにかけて縦断する国道 23 号線、「カントリー・ミュー
ジック・ハイウェイ」と呼ばれるアパラチアの濃い音楽
伝統を背負ったネイサンのすがすがしいカントリー作品
である。

NW-6188 BUDDY MILLER『Majestic Silver 
Strings』CD+DVD¥2,888-（本体 ¥2,750-）
　サム・ブッシュらのナッシュ・ランブラーズののち、
エミルー・ハリスのギタリストとして頭角をあらわし、
いまやカントリー／アメリカーナ・ギタリストのトップ
ランナーとして極めて高い評価を持つバディ・ミラーの
最新作。ビル・フレーゼル、マーク・リボット、グレッグ・
リースとバディの４人の超個性的ギタリストがユニット

「マジェスティック・シルバー・ストリングス」として、
カントリー・クラシック曲を独自の解釈で演じるオルタ
ナ・カントリー大秀作である。

MCAD-11070 LORETTA LYNN『Honky Tonk 
Girl』CD3 枚 組 +50 頁 冊 子 ¥5,513-（ 本 体
¥5,250-）
　1994 年に編集／発表され、現在なお高い評価を受ける

「これがロレッタ・リン (1932-)」の究極ボックスセット
CD3 枚組＋写真多数の 50 頁冊子全 70 曲（同時に発表さ
れたビル・モンロー究極ボックスセットはすでに廃盤）。
いまだに日本でも TV 放映されるシシー・スペイセク／
トミー・リー・ジョーンズ主演アカデミー受賞映画『歌
えロレッタ愛のため（原題 :"Coal Miner's Daughter"）』

（DVD は現在廃盤、1980）でも紹介されたあのデビュー
シングル "I'm A Honky Tonk Girl" ／ "Whispering Sea"

（1960 年）も収められ、そののちの "Blue Kentucky 
Girl"、"You Ain't Woman Enough"、"Don't Come Home 
a Drinkin'"、"Fist City"(1968)、"Woman of the World"、
そして "Coal Miner's Daughter"(1970) など、東ケンタッ

キーの奥深いアパラチア伝統と生活を全身に背負った凄
いシンガー／ソングライターである。13 歳で結婚、24
歳で夫から贈られたギターを弾きはじめ、60年代には「ホ
ンキートンク・ガール」として親しまれ、60 年代後半
からはカントリー界にはなかった赤裸々な女性の視点で
の曲作りをはじめ数々のヒットを生み（"The Pill" とい
う曲もある）、カントリーの保守性を批判し転換する歌
詞を世に問い、70 年代には「アメリカの母」とまで称
され、1973 年にはニューズウィーク誌初のカントリー・
アーティストとして表紙を飾った米国女性アイコンでも
ある。

■ジャスミン・レコード
　1982 年、イギリスのロンドンで設立された古典大衆
音楽（ジャズやボーカル物）を得意とするレーベルで
1985 年以来、クラシック・カントリーにも力を入れて
いる。それぞれ 20 曲以上、各アーティストの代表曲を
中心に収めている廉価盤である。現在の在庫作品を列記
しておこう。

● JASMD-3503 GEORGE MORGAN『George 
Candy Kisses Are The Best Of All』CD¥2,079-
( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3504 FERLIN HUSKY『Feelin' 
Better All Over』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3505 RAY PRICE『In A Honky Tonk 
Mood』CD¥2,079( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3509 HANK THOMPSON『In The 
Mood For Hank』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3512 JOHNNY BOND『The Heart 
And Soul Of The West』¥CD¥2,079-( 本 体
¥1,980-) 
● JASMD-3513 JIM REEVES『I Lived A Lot In 
My Time』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3517 PEE WEE KING『 Western 
Swing Get Together』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3522 HANK SNOW『Blues For My 
Blue Eyes』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3523 RED FOLEY『Stay A Little 
Longer』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3525 ERNEST TUBB『There's A 
Little Bit Of Everything In Texas』CD¥2,079-
( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3530 ARTHUR"GUITAR BOOGIE" 
SMITH『Have A Little Fun』CD¥2,079-( 本体
¥1,980-) 
● JASMD-3531 HANK SNOW 『Down At The 
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Rainbow's End 』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3541 JOHNNY BOND『 I Like My 
Chicken Fryin' Size 』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-
) 
● JASMD-3568 WEBB PIERCE 『It's Been So 
Long』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3569 LEFTY FRIZZELL『The Texas 
Tornado』CD¥2,079-( 本体 ¥1,980-) 
● JASMD-3571 CARL SMITH『Time Changes 
Everything - Mr Country』CD¥2,079-( 本 体
¥1,980-) 

 映像ものお勧め作品
CW-TTJ1D THE TIME JUMPERS『Jumpin' 
Time』DVD¥3.308-( 本体 ¥3,150-)（２時間）
　ナッシュビルのステーション・インで毎週月曜日に繰
り広げられる懐かしいカントリーウェスタンからカウ
ボーイ＆ヒルビリー・ジャズの大セッション、タイム・
ジャンパーズの超ハッピーライブ映像。ナッシュビルの
超一流セッションマンが、ただ楽しみのために集まって」
創る音楽には、たっぷりと愛情がこもっている。ケニー・
シアーズ、オウブリー・ヘイニー、ジョー・スピービー
のトリプル・フィドルを軸に、キャロライン・マーティ
ンとドーン・シアーズの女性ボーカルとハーモニー、と
にかく楽し正味２時間 28 曲のスウィング・タイム。毎週、
彼らのポケットには数千円…、それでも彼らがライブを
つづける理由は見れば、聴けば分かる。ゆったりと座っ
て、ハッピーなエンタメをお楽しみ !!

VSR-9095 V.A.『Daniel Carwile, Hanneke 
Cassel, Casey Driessen, Brittany Haas, Natalie 
Hass, Alex Hargreaves, Tatiana Hargreaves, 
and Gabe Witcher; The Violin Shop Fiddle 
Masters Concert Series Vol. Ⅲ』DVD¥3,990-（本
体 ¥3,800-、75 分）
　テキサス・フィドル・チャンピオン、ダニエルの目く
るめくバリエーションからゲイブ（パンチ・ブラザーズ）
のブルーグラス、16 歳アレックスのジャズ・アドリブ
と妹タティアナのオールドタイムでハーグリーブス兄妹
の天才ぶり、アイリッシュやケーシーのロックフュー
ジョン等々、ナッシュビル・フィドラー御用達のバイオ
リン・ショップに集まる、現在最先端フィドラーたちの
すごいライブ・シリーズ第 3 作。（シリーズのほか 2 作
も在庫あり）

SHA-602D MARTY ROBBINS & ERNEST 
TUBB DVD¥3,308-( 本体 ¥3,150-)(60 分 )

　1954 ～ 1956 年、"Singin' the Blues" ほかのマーティ・
ロビンズ 12 曲と、"Walking the Floor Over You" ほか
のアーネスト・タブ 14 曲の合計 26 曲、カントリー音楽
が最もカントリーらしかったといわれる時代、現在では
クラシック・カントリーと称される最高の一瞬が収めら
れた貴重な 35mm フィルム『Country Classics』からの
作品。かつて VHS では紹介したが DVD 化されている。
シリーズとしてほかに、『Webb Pierce & Chet Atkins』
(SHA-601D DVD¥3,308-)、『Jim Reeves & Ray Price』
(SHA-603D DVD¥3,308-) がある。

SHA-619D FLATT & SCRUGGS『Best of Flatt 
& Scruggs TV Show Vol.9』DVD( 白黒約１時
間 )¥3,308-( 本体 ¥3,150-)
Pike County Breakdown/Foggy Mountain 
Top/Daisy Mae/I'll Go Stepping Too/Sally 
Ann/Heaven/God Loves His Children/Foggy 
Mountain Rock 他全 23 曲
　すでに第７巻から完全なショウとしてのフィルムでは
なく、さまざまなショウからの寄せ集めとなる本作第
９巻はしかし、初出の "Pike County Breakdown" やレ
スターがモンロー加入以前から歌っていた素晴らしい
"Daisy Mae" など。もちろんいつも通り目を見張るアー
ルのお遊びアドリブ、そしてレスターのえも言えぬボー
カルとギターのすごさ、そして究極のフォギー・アンサ
ンブル……、半世紀前の貴重な文化遺産、どこをとって
もあたらしい発見で飽きないブルーグラス界永遠の宝で
ある。フラット＆スクラッグスお宝映像シリーズ全 10
巻の在庫があります。内容に関してはお問い合わせくだ
さい。

RCSI-1028D RIDERS IN THE SKY『Live 
in Concert: 30 Years "The Cowboy Way"』
DVD-R¥2,888-（本体 ¥2,750-、カラー１時間 10
分）
Back in the Saddle Again/Cool Water/
Rawhide/Clarinet Polka/Toy Story Medley/
Honeysuckle Rose/Orange Blossom Special/
Cattle Call 他全 20 曲
　1977 年 11 月、当時絶滅の危機にあった「カウボー
イ・ソング」を歌うエンターテイメント・グループとい
うアイデアで結成されたライダーズ・イン・ザ・スカ
イ。その後 30 年間、全米 CBS ネットのテレビ番組や、
トイ・ストーリーの "Woody's Roundup"、そして２度の
グラミー受賞など、数々の高い評価を受ける彼ら、レン
ジャー・ダグ (g) のほか、原子物理博士号を持つフィド
ラー、ウッディ・ポール（ポール・クリスマン）と、ベー
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シストのトゥー・スリム（フレッド・ラボア）、そして
1989 年から加わったジョーイ・ミスクリンのアコーディ
オンの４人組。スウィングギーなリズムやヨーデル、ト
リオやカルテット・ハーモニー等々をバランスよく聴か
せる彼ら、30 年間メンバー交代なしのチームワークは
伊達じゃない。それぞれにキャリアを持ったインテリら
しく、そのコメディ・ルティーンも実に洒落ている。通
算 5449 回目というこの日のコンサートも全編、品のい
いエンターテイメントでノスタルジックで美しいウエス
タン音楽を楽しませてくれる秀作。

SH -4023D SAM BUSH『On t h e Road』
DVD¥2,888-( 本体 ¥2,750-)（5.1dolby surround、
２時間６分）
　サム・ブッシュ初のDVD作品は2006年８月30日、シェ
ラ・ネバダ醸造所でのライブ。NGR のデビュー作から
の "Whisper My Name" から、最近のヒット「ルイビル
まで 8 マイル」、2006 年作品『Laps in Seven』(SH-4013 
¥2,573-) からの "Ridin' That Bluegrass Train"、ブルー
グラス・スタンダードの "Bringing That Georgia Mail"
など、いつも元気なサム・パワー全開。2009 年最近作
CD『Circles Around Me』(SH-4055 ¥2,573-) はブルーグ
ラスを回顧した秀作。

SHA-610D PETE SEEGER『Judy Collins and 
Elizabeth Cotten』DVD¥3,308-（本体 ¥3,150-）
　全米の若者たちにアメリカの伝統音楽の存在を知らせ
た 1960 年代フォーク・リバイバルの最中、ピート・シー
ガーのホストでテレビ放映された１時間番組『レインボ
ウ・クエスト』シリーズ、今回ゲストに迎えるのはジュ
ディ・コリンズ、そして２部では "Freight Train" の作
者として知られるエリザベス・コットンと、プエルトリ
コのデュオ、ロザ・バレンティンとラファエル・マルチ
ネス。

MVDV-4577 & BOOK-27 BILL MONROE『Father 
of Bluegrass Music』DVD +BOOK セット特価 
¥3,675-（本体 ¥3,500-）
今年生誕 100 年を迎えるビル・モンロー (1911-1996) が
すべてを語る必携名作 DVD。 故ジョン・ハートフォー
ドとのモンロー農場でのインタビューを軸に、レスター・
フラット、エミルー・ハリス、ポール・マッカートニー、
オズボーン・ブラザーズ、ドリー・パートン、リッキー・
スキャッグス、マーティ・ステュアート、そしてデル・マッ
カーリー／ビル・キース／チャビー・ワイズのブルー・
グラス・ボーイズ・リユニオンなどの超貴重な演奏、ジェ
リー・ガルシアやロイ・エイカフのインタビューなど、
日本語／英語併記の完全対訳本とともに、20 世紀の偉

大なアメリカ音楽家の生涯を再訪しましょう。感動です!!
　必見必携の DVD& 対訳本セット !!!

 教則ものお勧め
　下記のほか、教則に関しては演奏レベル／ニーズに応
じて、ご相談ください。

HL-311484 V.A.『Big Book of B luegrass 
Songs』Book¥3,990-( 本体 ¥3,800-)
　224 頁、22cmX30cm のブルーグラス・ソングブック

（歌詞集）。有名ブルーグラス・ソング（インストを含
む）を網羅した曲目は全 72 曲、ピアノ、ボーカルの譜
面とギターコードという一般向けの体裁を持つ。なぜか
"Foggy Mountain Breakdown" など、キーが "C" で不思
議なコード展開となっているというのも興味深い。いず
れにせよ、「ブルーグラス」が一般的な音楽として世に
出る喜ぶべき兆しというべきだろうか、いい曲が一杯あ
るんだもんね……!

DVDSUTGT21 BRYAN SUTTON『Secrets for 
Successful Flatpicking』DVD¥5,040-（本体
¥4,800-）（115 分タブ + 楽譜）
Daley's Reel/Texas Gales/Wild Bill Jones/
Beaumont Rag.
　ムーンシャイナー誌８月号のカバーストーリー、現在、
もっとも売れっ子のブルーグラス・セッション・ギタリ
スト、ブライアン・サットンによる「フラットピッキン
丸秘コツとツボ」と言った趣旨の非常に美味しい中級者
向けフラットピッキン虎の巻。よりエキサイティングな
インプロバイズを求めて上を目指すフラットピッカー必
見 !　曲数の少なさからも、中身の濃さを読み取れるで
しょ !?

 楽器、その他…
WADE F-5 MASTER MODEL MANDOLIN 
#2002& #2005 　各 ¥472,500-( 本体 ¥450,000-)
Co-Mando というマンドリン専門サイトで、Tony 
Willamson（ロアーの研究家、プレイヤー、ディーラー
として有名）が推薦する Top １０製作家に選出された
上田　洋一 (Yoichi Ueda) による WADE MANDOLIN、
F-5 マスターの初期モデルが 2 台、委託で売りに出まし
た。ロイド・ロアを強く意識したスペックでトーンとバ
ランスを向上させるために初期のギブソン社で採用され
たヴァージトーンを装着、イングルマン・スブルース・
トップ、カーリー・メイプル・サイド & バックエボニー
指板。スプリット・バーニッシュ仕上げ。ビンテージ・
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ギブソンを髣髴させる外観と音色、弾き易さ、是非一度、
試奏して確かめてください。

V-BGL Bluegrass,Lite(1.5mm) ¥630-( 本体 ¥600-)
V-BG Bluegrass,Normal(2.75mm) ¥630-( 本体
¥600-)
　手に吸い付くように馴染むのが特徴の V-PICKS に待
望のブルーグラス専用モデルが登場しました。シェイプ
は円形に近いラウンド・トライアングル、旧グリスマン・
ピックに近い形状。エッジは V-PICKS の特徴であるナ
イフ・エッジ、丸みのあるウッディなアタック音をよ
り得やすくするためにあえてエッジを丸くしています。
V-PICKS の基本性能はそのままに、ギターのベースラ
ンやマンドリンのソロプレイ / カッティングがより弾き
やすくなった、「ブルーグラス専用ピック」に仕上がっ
ています。ブルーグラスにはもちろん、通常のピックだ
とアタックが強すぎると感じるプレイヤーにもぜひお試
しいただきたいピックです。厚みは明るくクリスピーな
サウンドを生み出します Lite(1.5mm) とファットなサウ
ンドを生み出す Normal(2.75mm) の二種類。 

 輸入雑誌
（以下の 4 誌は英語版で、共にバックナンバーも豊富に
取り揃えています。気になるアーティスト等の特集等に
ついてはお問い合せ下さい。…調べる＆知るの面白さを
いかがですか）

■フラットピッキン・ギター誌
　隔月刊の掲載全タブ譜対応 CD 付きフラットピッキ
ン・ギター誌。ブルーグラスからスウィング／ジャズま
で。一冊でさまざまな奏法が学べる。

FGM-15.3 最新「2011 年 3 ～ 4 月号」CD 付き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）
　フィドル・チューン特集号第 2 弾 ! アプローチとして
"Old Joe Clark" をローポジ、ハイポジ、ダブルストッ
プ、クロスピッキン、ブース、トニー・ライス、シンコ
ペ等々、さまざまな手法で弾いてみるところから同曲
を完全攻略のほか、"Alabama Jubilee"、"Angeline the 
Baker"、"Big Sandy River""Catle in the Cane""Devil's 
Dream""Farewell Blues""Fisher's Hornpipe""Liberty""Re
uben""Sally Goodin""St. Anne's Reel" ほか全 18 曲、おな
か一杯の 92 頁 !!　

■バンジョー・ニューズレター誌
　世界唯一のバンジョー専門月刊誌。毎号タブ譜満載

（ウェブサイトから「MP3」で音源入手可 !!）、バックナ
ンバーもお問い合せ下さい。探しておられるタブ譜の曲
名や演奏スタイル、またお気に入り奏者の特集も探しま

す。収蔵曲の CD や DVD なども在庫していますので、
お問い合わせください。

BNL-11/04  最新 2011 年 4 月号 ¥525-
　ギブソン・ブラザーズのエリック・ギブソンをカ
バーストーリーに、最新アルバム『Help My Brother』
(COMP-4549 ¥2,573-) より "Walking West to Memphis"
のタブ譜ほか、アール・スクラッグスはフラット＆スク
ラッグス DVD シリーズ第 10 巻 (SHA-620D ¥3,308-) よ
り "North Carolina Breakdown"、バックアップは "Blue 
Ridge Cabin Home"（J.D. クロウのブルーグラス・アル
バム・バンドでのリードコピー付）、トム・アダムズ "I'll 
Fly Away"、フレッド・ゲイガーのジャズはジャンゴ・
ラインハルトの "Dounce Ambiance" ほか、オールドタ
イム・クロウハンマーはフレイト・ホッパーズのフラン
ク・リー特集、そしてバンジョーに関するさまざまな話
題満載 44 頁。

BNL-11/03  最新 2011 年 3 月号 ¥525-
　ロジャー・スプラングのカバーストーリーにタブ譜
は "Greensleeves" のほか、ア－ル・スクラッグスはフ
ラット＆スクラッグス DVD シリーズ第 10 巻 (SHA-
620D ¥3,308-) より "Little Maggie"、トム・アダムズは
マイケル・クリーブランド最新作『Fired Up』(ROU-
0659 ¥2,573-) よりジェシー・ベイカーの弾くホンキート
ンク調の "Slowly"、バックアップは C チューニングでの
"Farewell Blues"、初心者は三連譜の練習などスリーフィ
ンガーのほか、さまざまなクロウハンマーとバンジョー
に関する話題満載の 44 頁。

■ブルーグラス・アンリミテッド誌
　米国の最大のブルーグラス月刊専門誌。お探しの記事
などバックナンバーもお問い合わせください。

BU-11/05 最新 2011 年 5 月号 ¥840-
　クリス・ヒルマン＆ハーブ・ピーダセンのカバーストー
リー、ティム・ホワイトのコンサート・シリーズ「ソン
グ・オブ・ザ・マウンテン」のリポート、タット・テイ
ラー、あたらしい団体ブルーグラス・レガシー、語り部
ウェイン・アーブセンのフィドル話などの特集ほか、広
告も楽しめる米国ブルーグラス情報満載の 90 頁。

■オールドタイム・ヘラルド誌
　内容の濃いオールドタイム音楽専門誌。アメリカン・
トラッド音楽研究に必読の良書 !! バックナンバーが揃っ
ています。お問い合わせください。

OTH-1209 最新 2011 年 2 月／ 3 月号 ¥1,260-
　全米のフィドラーズ・コンベンションやフェス、各種
ミュージック・キャンプなど 2011 年フェスティバル・
ガイドのほか、東テネシーの初期カントリー・シーンを
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物語るブルースター・ブラザーズ（リッキー・スキャッ
グス＆ケンタッキーサンダーのポール・ブルースターの
父ウィリーとレイ）、1950 年代にオザーク・オープリで
のボードビル・ショウや活躍したショウ・フィドラー、
リロイ・ハスラグの特集ほか、伝承音楽の情報満載の
52 頁。

 月刊『ムーンシャイナー』
　1983 年 11 月の創刊以来、毎月発行を続ける日本唯一
のブルーグラス月刊専門誌、28 年目です。

■定期購読：１年￥6,000- 半年￥3,300-
　お申込はお葉書やお電話、ファックスやメールでご希
望の購読開始月をお知らせ下さい。バックナンバーも含
めて、いつからでもご自由です。

■ムーンシャイナー・ファイル：¥840-
  ムーンシャイナーの一年分 12 冊を傷をつけずにファイ
ルできるコクヨ製ロゴ入り特製フォルダー。

■バックナンバー：各￥525-。
　下記以外にも、アーティストや知りたい事をお知らせ
下さい。掲載号を探してお送りします。

MS-2807 最 新 2011 年 5 月 号（ 通 巻 331 号 ）
¥525-
　今月来日するバリンジャー・ファミリーバンドをカ
バーストーリーに「ブルーグラス・ファミリーについ
て」ほか、スタンレー・サウンド後編「歴代リードボー
カリスト列伝」、2011 年版ブルーグラスとは何か②「カ
ントリーミュージックを考える①」、東日本大震災義援
ETSU コンサート・リポート、本間正敏の IBMA-WOB
リポート⑥マイケル・クリーヴランド＆フレームキー
パー、アメリカ歴史「南北戦争」、アール・スクラッグ
ス・バンジョー製造年の新説、レジェンド「東 理夫」、
天野恵司さん追悼……ほか、最新米国ブルーグラス・
チャート、チチ松村のバンジョー祭り、成田勝浩のロン
サム・エアポートなど連載コラムとニュース、レコード
レビューなど、日米ブルーグラスの話題満載。

MS-2806 2011 年 4 月号（通巻 330 号）¥525-
　スタンレー・ブラザーズのカバーストーリーで「スタ
ンレー・サウンド前編＝カーター・スタンレー」、真保 
孝のラルフ・スタンレー初来日から 40 年、ディラン／
エリオット／ガスリー「フォークとは何か？」、宮崎勝
之インタビュー、本間正敏の IBMA-WOB リポート⑤、
丹沢ブルーグラス米国道中最終回、亀田浩史のウィン
ターグラス 2011、アメリカ歴史「南北戦争の歌②」、東
日本大震災について……ほか、日米ブルーグラス情報満
載の 44 頁。

MS-2805 2011 年 3 月号（通巻 329 号）¥525-
　88 歳の米寿を迎えたドック・ワトソン特集、５月に
来日予定のスーパーピッカー、マット・フリナーのカバー
ストーリーほか、最適なブルーグラス・ギターの条件後
編、2010 年ブルーグラス総括、本間正敏の IBMA2010

「WOB リポート④」、丹沢ブルーグラス「ビーンブロッ
サム・フェス」、アメリカ歴史概論 XII「南北戦争の歌」、
大分ブルーグラス・ナイト、奈良ブルーグラス・ナイト
ほか、日米ブルーグラスの話題満載です。

MS-2804 2011 年 2 月号（通巻 328 号）¥525-
　女性シンガー・クロウハンマー奏者アビゲイル・ウォッ
シュバーンのカバーストーリーほか、サム・ブッシュの

「IBMA 基調講演、ビル・モンローを語る後編」、グラミー
賞の実態、ブルーグラス・ギターの条件前編、ラグパパ
ス・ジャグバンド、本間正敏の IBMA2010「WOB リポー
ト③」、丹沢ブルーグラス「ビーンブロッサム訪問」、ア
メリカ歴史概論 XI「南北戦争」ほか。

MS-2803 2011 年 1 月号（通巻 327 号）¥525-
　サム・ブッシュのカバーストーリー「IBMA 基調講
演、ビル・モンローを語る前編」ほか、新春ブルーグラ
ス大学生サーベイ第一章、宮崎勝之＆古橋一晃『Woody 
Talkin'』、バンジョー・プロジェクトを救え !!、本間正
敏の IBMA2010「WOB リポート②」、丹沢ブルーグラ
ス「IBMM 訪問」、アメリカ歴史概論Ⅹ「南北戦争」ほか、
日米ブルーグラスの話題満載です。

MS-2802 2010 年 12 月号（通巻 326 号）¥525-
　パンチ・ブラザーズのカバーストーリー「パンチ・フェ
スライブ体験記」ほか、ブラザー・デュオのお勧め、本
間正敏の IBMA2010「WOB リポート①」、ドブロ・キャ
ンプ「リゾサミット 2010」、丹沢ブルーグラス「ビル・
モンロー生家訪問」、アリソン・ブラウン vs 津軽三味線
などの特集記事、ブルーグラス歴史概論Ⅸ「Wildwood 
Flower」、日本ブルーグラス年表「1973 年」ほか、日米
ブルーグラス情報満載。

MS-2801 2010 年 11 月号（通巻 325 号）¥525-
　第 21 回 IBMA アワード大特集。ライマン公会堂で行
なわれたアワード・ショウの全貌を、現在の米国ブルー
グラス事情とともに紹介するほか、日本ブルーグラス・
レジェンド「島田耕」、学生バンドで滋賀フェス・バン
ド・コンテストの優勝バンド「カルブレイス」、第 30 回
を迎える「ビッグマウンテンオープリ」、「弦楽器メン
テナンス入門」などの特集とブルーグラス歴史概論Ⅷ

「Wildwood Flower ほか」、日本ブルーグラス年表「1973
年」など連載。
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 【B.O.M. ご利用方法】
　ビー・オー・エムのニューズレターは会員制ではなく、
商品の定期購買者に無料でお届けしています。一定期間、 
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 メール等で、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
●池田銀行・宝塚支店＝普通 2330116
　　　　㈱ビー・オー・エム・サービス　宛て
●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 e-mail で請求書
をお送りします。その都度ご注文の際にお申し出下さい。

( 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。


