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趣味に生きる(第49回) ～☀～☂～☁～☃～☀～☂

ブルースを浴びて暮らしたい
上

田

一

仁

(市立芦屋病院 臨床検査科)

あるからなぁ」
「いや、そのきめ細やかさがバンマスのええ
とこやん！」
じゃ～まねから送られてきた今年の LIVE のフ
ライヤーを見ながら、たわいもない会話でビー
ルを飲んでいた。今年は 12 月 23 日の金曜日。
そう「ラバーズたちの 3 連休」初日なので来て
くれる方々は淋しい人たちになる。
メリークリスマス!!

写真 1

今回の LIVE のフライヤー

「何で、これ CHRISTMAS の「CH」が切れて
るん？」
「バンマスがな、俺らクリスマスソング♪は
演れへんやん。って言いながら、ニカッ ！ と笑
いよってん」
「そら、恐いなぁ…汗」
「おぉ…B 型のわがままのくせに、細かいとこ
写真 2

LIVE ハウス入口
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初めての重い鉄の扉を、グイッと力を込めて
開けると、薄い紫煙の中に浮かぶ、これも紫色
系の照明に映えるステージと楽器たちが私たち
を待っていた。くわえていた煙草を入り口近く
のテーブルの灰皿でもみ消し、足早にステージ
に上り、備えてあったフェンダーのジャズベを
手に取った。初めての箱の扉が重かったのは気
のせいではなかった。せめて最期の時はシャッ
フルの跳ねた感じで終えたいと私は考えていた。
親指で軽いフレーズを叩いてみた。とは言えこ
のバンドはブルースバンドである。スラップで
ベンベン演るよりも、ツーフィンガーで手早く
飛び跳ねることが要求される。年のせいか、お
ふざけの時は楽なスラップで何気にやり過ごす
こと が 多 い 。 そ ん な 時 、 た ま に バ ン マ ス か ら
「こらっ！」と怒られる。
バンド名は DSBB。ど素人ブルースバンド＝
Do-Shiro-to Blues Band の略である。どこかで
聞いたことのある名前だ。確かにバンマス以外
はブルース演奏に関して極めたメンバーはいな
い。いわゆるブルースバンドとしてはバンマス

写真 3

初 LIVE のフライヤー

のワンマンバンドである。が、バンマスが決め
る選曲や構成に関して不満を持つメンバーはお

れた。が、そこは初 LIVE ♪! 緊張感からか悲

らず、変に仲のいいバンドである。そして、い

惨な結果で、DSBB ならぬ DDDDDDDSBB の称

つもバンマスに言われることがある｡「このバ

号を得ることになった(泣)。

ンド、やろう ！ って言いだしたんはお前やから

スナイパーはバスドラのペダルの位置を軸に

な ！ 」と。重いベースを担がず、手ぶらで「リ

椅子とハイハットを少し手前に動かした。背の

ハビリ(DSBB ではスタジオ練習のことをこう呼

低いプリティは、CORG のキーボードを前に、

んでいる)」にやって来る、私がケツを割りそ

椅子をクルクルと回していた。ラブリーとプリ

うに見えたのだろうか？

ティの身長はほぼ同じであった。弦楽器隊は自

そうそう、われわれメンバーにはそれぞれミ

らが担いできたギターをアンプにつないだ。結

ドルネームがある。ちなみにバンマスは、ちゃ

局、今朝も早くからリハビリを行ってきたので

んとしたオッサンであるにも関わらず､「ラブ

改めて念入りなチューニングをする必要もなく、

リー」と呼ばれる。

ラブリーがストラップを肩にかけギターの抱き

数年間のリハビリののち初めて LIVE♪を開

位置を一度ゆすって確定したところで、G7 か

催したのが 2013 年の冬だった。スナイパーの

らスライドしてきた A7 の音がグイ～んと鳴り

娘がデザイン関係の仕事をしているとの事で、

響いた。スイーティーが的確な裏ノリのバッキ

写真撮影からフライヤー、チケット作成までこ

ングをスナイパーのテンポに合わせていた。キ

なしてくれた。本町辺りにある小さな箱だった

ーボードからブルーノートが紡がれ、そこにお

が、マスターが医療系のお仕事をされていたと

もむろに私の低音が乗ることでステージ上が一

のことで、親しみやすく格安で箱を提供してく

体化した。ヒゲ面のクリスがバーボンのグラス
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2016 年 12 月
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演奏風景

をヒョイと持ち上げ､「イエィ ！ 」と小さく微

がテレを伴ってニコッと天使の微笑みになった。

笑んだ。

恐らく、クラシックを弾いているときはドヤ顔

DSBB がこの箱で演るのは初めてだった。こ

で鍵盤を叩いているはずのプリティは、このバ

れまで少し狭めの箱で皆が寄り添って演ってい

ンドではいつも控えめにブルーノートを鳴らし

たのに比べ、ここは各自のプライバシーが守ら

ている。本番にも関わらず、ラブリーが「ガ～

れていて、バンドメンバーと客の間に絶妙の距

ン ！ ともっと強く ！ 」とはっぱをかけるいつも

離がとられていた。ベースアンプが立ち位置か

の光景に思わず笑みがこぼれた。さっきも少し

ら少し離れていて、自分の音が聴き取りにくか

触れたが、ラブリーは身長 152cm と男子として

ったのだが、元々、自信のある演奏は出来ない

は小柄な男である。しかし、内に秘めるカリス

ので控えめ…むしろ自己モニター出来ないレベ

マ性を備えた男で、B 型特有のわがままも周り

ルの方が気が楽であった。そんな軽い音合わせ

の人間は許してしまえた。DSBB はラブリー以

の後､「ほな、いこか！」に続くワ～ン♪ツ～♪

外ズブの素人で、宴会の余興で弾き語りを披露

スリ～♪フォ～♪

できる程度の技量しか持たない面々であった。

ラブリーのゆっくりとしたカウントのあとオ

ラブリーが存在しないとバンドとして成り立た

ルガンの C の音が響き渡った｡「A whiter shade

ないのは至極当然であった。そんなバンドに後

of pale」静かな曲だがブルースミュージシャン

日、合流してくれたプリティは、小さなころか

が好んで演奏する定番曲である。サビ前の 3 連

らクラシックを演っており、楽器演奏に関して

符でいつももたつくのだが本番に強いわれわれ

は、このメンバーの中ではラブリーに次ぐ腕前

はええ感じでそこを乗り切っていた。

であった。いつどのように DSBB に合流してく

「シェイドォォ～ペ～ル♪」
クレイジーのヴォーカルの名残を残したまま
E7をラブリーが下からすくい上げた。

れたのか記憶は定かではないが、少なくとも私
はリハビリをサボらなくなった。
15 年ほど前だろうか、ロンドン郊外にある

「I’ll play the blues for you」は恐らく全員が眼

Ronnie Scott’s という LIVE ハウスに行った。そ

をつぶっても演れる楽曲で、途中の MC タイム

の夜……といっても夏のロンドンは 21 時でも

も含めて、LIVE 前半を盛り上げる定番曲であ

まだ明るいのだが……ART PORTER の演奏を

った。振り返ると、Am ブルースを少し不安げ

堪能した。アルトサックスとソプラノサックス

に奏でるプリティと目が合った。その可愛い瞳

を同時にノリノリで吹きこなす超絶技に私は度
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華街ではそれは叶わなかった。中のお金はいい
けど、お父さんからプレゼントされたという財
布自体を惜しみ落ち込んでいた。可能性は低い
が一応警察に届け、近辺のゴミ箱などを捜索し
たが、結局財布は見つからず、不気味な緊張感
がピンと張り詰める深夜の地下駐車場を 3 人で
肩を落として歩いていた。ヒデトがハナを一生
懸命に元気づけている姿が眩しかった。後日、
中身の抜かれた財布が戻ってきたと連絡があっ
た時、「ヒデトやるやん ！ 」と心の中でガッツ
ポーズをした。
背が高くてイケメンのヒデトと小さくて愛く
るしいハナはお似合いだった。数年前、北堀江
の小さな箱での Berklee College of Music の学生
さんによるイベントで出会った時のヒデトは恰
幅の良いオッサンになっていた。何気に「ハナ
は元気にしてる？」と、当たり前のように結婚
したと思っていた私の問いに、気まずそうに紹
介された奥様はナイスプロポーションのモデル
写真 5

Ronnie Scott’s パンフレット

風なアメリカ人だった。私は奥様がハナではな
かっ たことに少し 戸惑いを覚え た。ヒデト の

肝を抜かれた。その日はロンドンのイベント会

「初恋」のお相手はハナではなかったのだろう

社に勤めるヒデトがホテルまで迎えに来てくれ

か？

た。助手席には、コロンとした可愛い日本人女

そういえば、私の二人の娘が一昨年ロンドン

性が座っていた｡「こんばんわっ ！ 」という明

を訪れた時、アビイロードスタジオの中に入っ

るい挨拶は、初対面だと思わせないオーラを出

たそうだ。異国から送られてきた写メに私は我

していた。ハナという名前がどんぴしゃな女の

が子ながら強い嫉妬を感じた。そんなに簡単に

子であった。ハナはとても明るく気の利く女の

入れる場所ではないことは明白だった。ついこ

子で、そんなハナをヒデトも目を細めてみてい

の前、Paul McCartney が来ていたとスタジオ内

た。二人の間には絶妙の距離感があって、私は

のエ ンジニアさん が言っていた そうだ。当 時

勝手にお似合いだなと考えていた。3 人で良質

Beatles が使用したミキサーがまだ現存しており、

の音楽を楽しんだ後、向かいのコーヒーショッ

John Lennon もつま弾いたかもしれないオルガ

プに入った。そこそこ混雑していたのだが、ハ

ンも片隅に置かれていた。にしても娘たちはど

ナに 不 自 然 に 近 づ く 男 が い た 。 私 は 痴 漢 か ？

んな手口を使いやがったのだろう？……っと、

と、目が合ったその男を睨みつけた。男は一瞬

少し口調が荒くなってしまった(汗)。

たじろいだような表情をしてハナから離れてい

いつもなら Fm で終わろうという楽曲なのに

ったのだが、いざレジの前でお金を払おうとし

今日はエンディングは F9 で！というラブリー

てハナが財布がない事に気づいた。さっきの男

の心には、きっとブルースに込められた想い以

はスリだったのだ。何気に風貌は覚えていたの

上にやるせない気持ちが溢れていたのだろう。

で慌ててコーヒーショップを飛び出し捕まえよ

ラブリーの紡ぐフレーズには時々の「初恋」が

うと試みたが、闇の中、路地の多いロンドン繁

隠されている。恋多き男だ。
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Abbey Road Studios

ラブリーは酔うといつも「ブルースは挽歌っ
ちゅう意味やねん。その昔はそんな場面で悲し
みや慈しむ想いを込めて歌われとってん ! 」と
熱く語る。キューティーは何度も聞かされるこ
とでありながら、ラブリーの目を見て「へぇ～、
そうなん ! 」と共感の姿勢を見せる。臨床心理
士という職業柄がそうさせているのだろう。も
しくは、本当に忘れて何度も驚いているのか、
この年になると区別がつかなくなる。
スナイパーは和太鼓を習っていたりもしたが、
写真 7

Beatles が録音に使用したミキサー

基本的に激しく叩くのが好きだった。それこそ
メタル系でも、ツインバスドラでダダダダッ ！

「右から数え 三番目の 君は光の中だね♪」

ダダダダッ ！ と演りたい派だった。ある時、私

「揃いのベスト 私だけイニシャル 変えなき

が､「掴みに派手な……せやなぁ、ディープパ

ゃいけない 梅雨が明けるまでに♪」

ープルでも演れへんか？」とラブリーに提案し

「聞こえてくるのは 古い歌ばかり♪」

たことがあった。その時、スナイパーはグイッ

「季節外れ 肌寒い雨の日……カーディガンじ

と身を乗り出して「ええやん ！ 」と笑った。結

ゃ薄すぎたかしらと 雨の音と独り言♪」
恐らく出会って一番初めに聴かせてもらった
曲「a song」。それはそれは素敵な曲だった。
「a song ときめくことが恐かった 傷つくのは
いつも僕だから♪」

局、演ることはなかったが、スナイパーのブラシ
ワークは格段に上達していた。
If you ever ～ ♪キューティーとクレイジー
の声の交わりは心を和ませてくれる。決してコ
ミックバンドではないが、弄られキャラのクレ

そんなメロディと歌詞を思い返しながら、私

イジーと、このバンドの母的な立ち位置のキュ

自身の像を重ね……少し開き直れる自分を大人

ーティーは絶妙のコラボを見せてくれる。そこ

だと感じた。9th の音が涼やかな緊張感をもた

へ新規加入の若いビューティーの声が絡むと独

らす。紫煙に包まれたこの箱の中でなければ、

特の緊張感が発生して聴くものを虜にする。カ

そのテンションは人の心を爽やかにさせただろ

チャン ！ グラスと乾きものの皿が触れ合い醸し

う。

出された音もハイハットの間隙を埋める絶妙の
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写真 8

DSBB2015 夏 LIVE

タイミングであった。ここでは聴衆もミュージ
シャンだ。
クレイジーには学生当時、色白のシュッとし
た綺麗タイプの彼女がいた。聞けば高校の同級
生で同じ剣道部だったそうだ。高校卒業後、同
じ専門学校を受験したが、彼女が合格出来ず 1
年後再チャレンジして先輩・後輩の仲になった。
後日談ではあるが、勉強好きのクレイジーは 1
年長く学校に居る事を余儀なくされ、図らずも
二人は同級生となった。そんなクレイジーは非
常に優しい男で誰からも愛されていた。しかし、
学生当時から頭髪が少し後退気味で、怪しげな
フクロウのセーターを好んで着用していたせい
もあって、バリバリモテル要素は持っていなか
った。にもかかわらず、追いかけて来る一途で
清楚 な 彼 女 の 存 在 は ラ ブ リ ー の 心 を 揺 ら し 、
「みんな不幸になればいい」という妬み SONG
を書き上げる原動力となった。ほぼ月 1 回、リ
ハビリ後の打ち上げでのいじりネタとして定番

写真 9

2014 年冬 LIVE フライヤー

であった。
クールなスイーティーはあまり感情を表に出

究極のクールビューティである。

すことはなかった。それは演奏中でもそうだっ

DSBB メンバーの中で一番真面目なスナイパ

た。しかし、冷静なコードワークの中に散りば

ーはその彫りの深い顔立ちもあって学生時代に

められた、ふとしたお洒落なフレーズにドキッ

は他学科の女性たちからよく声をかけられてい

とさせられることがしばしばあった。スイーテ

た。が一方で、学校の近辺で飲んでいて帰れな

ィーが愛する女性も彼と同様クールな印象があ

くなった時、よく後輩のマンションを利用させ

る。恐らく打ち明けることはないことを分かっ

てもらっていたのだが、スナイパーだけその家

ていながら、その頃入り浸っていたクレーンヒ

主の彼女と二人ベッドで寝息を立て、われわれ

ルズという喫茶店の日記帳に暗号で想いを綴っ

はほぼ毎回床で寝ることになっていた。まぁ根

ていた相手はクールな女性であった。また、あ

本的にモテル男というか、後輩は公然の恋人の

る時は後輩と取り合いになった女性もクールビ

一人で誰も文句は言わなかったし、むしろスナ

ューティであった。もちろん今の彼のワイフも

イパーのおかげで雨露をしのげることに感謝し
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終演後のステージ

ていた。そんな浮名を流した彼だが結婚の知ら

MC の御礼の挨拶の後、三々五々解散となった。

せを聞いた時には正直驚いた。私自身、全く無

懐かしい同級生や元同僚と握手を交わし声をか

警戒で……というか彼の女性観に対する認識が

け見送ったのだが、誰しも笑顔だったことで少

間違っていたことが少しショックだった。

し気持ちが癒された。バンドメンバーと数名の

そこそこ練習していた「Cherry Pie」がラブ

仲間が残り、今日の LIVE について語り合った｡

リーの一声でセットリストから外された。当日

「だんだん、上手なってるなぁ ！ ｣「バンド名

聴きに来てくれた方々に配布するセットリスト

の " D " は抜いたらどうや？」と言ってくれる先

を作ってくれたじゃ～まねは大橋トリオのファ

輩がいた。ビールが最高に美味かった。

ンで、DSBB がこの楽曲を演ることを密かに楽

時間は確実にアウトロに向かっていた……。

しみにしていた。ラブリーがあと少しで完成し

終演後もステージは解放されており、ラブリー

そうだったこの曲を何故外したのか？ 彼の大

のオリジナルである「Last Song」のヴォーカル

人気ない抵抗だったのかもしれない。もちろん

を取らせてもらった。｢Last Song さ

ラブリーあっての DSBB だし、全て憶測のこと

ない

なので、事の真意は不明だ。次回の LIVE まで
には完璧に仕上げて、お客さんとして来てくれ

もう歌わ

通り過ぎた恋なんか」。

恋に破れたり、仕事で上手くいかなかったり、
恋に破れたり、嫌な出来事があったり、恋に破れ

るはずのじゃ～まねに聴かせたいと思ってもみ

たり……なんべん「失恋」すんねん！(笑)……し

たが、もしかしたら私自身が大人気なく「演ら

た時、ブルースは心を癒してくれる。まだまだ

ない」といじけているかもしれないと心の中で

ヒヨコやけど、そんなブルースを浴びて暮らし

苦笑いした。

たい。とマジックサムの BGM が流れる店内で

最後の曲は「Ob-La-Di, Ob-La-Da｣♪ タンタ

青い LED ライトを見ながら考えていた。

カタッタ ！ 軽快な鍵盤の音が鳴り響くと何故だ
かみんな笑顔になった。いつもなら「もっと強
く ！ 」とラブリーの叱咤が飛ぶ場面だがラブリ

本 愚 稿 は 全 て フ ィ ク シ ョ ン …… 私 の 妄 想 で
す！ご登場いただいた皆様に感謝いたします。

ーも微笑んでいた。大盛り上がりの楽曲を終え、
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