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ＨＳＧＡ季刊誌； ハワイアンスチールギター協会 から年 4 回出版 37 巻 144 号 2021 秋

「日本語訳のページが多く郵便代がオーバーして赤字になっているので６ページ以内に収めてフェスティバル関連の情報を中心に」と

の要望を受けましたので要点を絞っています。 2021 年 12 月 11 日 抄訳 垣内伸一（Ｓｈｉｎｉｃｈｉ Ｋａｋｉｕｃｈｉ）

***** Virtual Festival Wrap Up By Roberto Alaniz バーチャルフェスティバルのまとめ ロベルトアラニッツ *********

まず、私を含むバーチャルフェスティバル 2 計画委員会のメンバー:クリストルッペンシャル、テリゴーマン、ジョンマムフォード、マイクウィ

ットマー、クリスケニソンに感謝します。グラフィックアート作品とスライドを提供してくれたマイクと、ビデオ編集、サウンドミキシング、ネット

ワーキングのスキルを提供してくれたジョンマムフォードとクリスケニソンに特に感謝します。クリスは私たちのフェスティバル司会者も務め

ました。フェスティバルに参加した日本人メンバーの通訳、翻訳者、コーディネーターを務めてくれた日本のシンイチカキウチに感謝しま

す。もちろん、ビデオを録画するために時間と才能を提供してくれたメンバーと奨学生のすべて、そしてゲストパフォーマーである伝説の

ボビーブラックに感謝します。10 月 8,9 日に初演された HSGA の第 2 回バーチャルフェスティバルは、HSGA メンバーと一般の人々から

好評を博しました。日本のメンバーとニューヨークと東京の 15 時間の時差を考慮して、金土を選び、日本のメンバーは土日の週末にフェ

スティバルを楽しむことができました。このお祭りは今年 1 月のフェスティバル同様に HSGA の Web サイト、Google、YouTube でいつでも

見ることができます。以前は、HSGA メンバーがフェスティバルのビデオを YouTube と Facebook で利用できなかったことが私には思い浮

かびます。そのため、ニュースレターの執筆者は、参加できなかったメンバーや読者のために、フェスティバルのパフォーマンスやイベン

トについてより詳細な説明を書面で提供しました。現在、フェスティバルビデオの「永続的な可用性」により、詳細な書面による説明を提

供する必要性はなくなりそうです。それでも、一部のメンバーはコンピューターを持っていないか使用していないか、イベントについて読

みたいだけかもしれません。そのため、記事を引き続き作成します。クリストルッペンシャル会長がフェスティバルを開き、 2日間のイベント

の概要を説明しました。クリスケニソンは司会者を務めました。ホルヘ兄弟と私は、ショーを始めるためのウォーミングアップグループで裏

庭に立ち、孫の 1 人が私たちの映像作家になることを「志願」しました。幸運なことに大学で映画を勉強していてプロ用ビデオカメラを持

っています。次にアルニップとマウイジャムがアップしマウイコーヒーアティックステージで演奏しました。ベースはウェインパーディ、リズム

ギターはアルニップ、スチールはコナピリアヒラウ、ウクレレはランストクシマ。マウイジャムを聴いてコナコーヒーを味わうことができました。

クレジットからアルの家族の一人がビデオ録画を手伝ってくれたようです（きっとそのために子供がいたんですよね）。ライオンオハナが 5

つのスティールギターの美しいオーケストラアレンジと、いくつかのソロパフォーマンスを行いました。アンサンブルの演奏者はキヨシライ

オンコバヤシ、マサヒコイバモト、カヨコイワデ、ハルコオゼキ、ノリオウスイで、ソロ演奏者はライオンのピアノ伴奏でハジメタカハシとサカ

エマチダでした。ウィスコンシン州マディソンのクリストのノベルティコンボは、クリスのアンティークアロハ CD から素晴らしい曲のセットを

演奏しました。アコースティックスチールとトライコーンのクリストルッペンシャルに加えてリズムギターのギャンコンペストとアップライトベー

スのフォレストエヴァンスです。次はふじみ野のシンイチカキウチとクミコカキウチ、デュオの名前はヌイロアです（私はいつも一緒に音楽

を演奏できる夫婦を尊敬しています）。シンイチはとても素敵なスティールギターを弾き、ウクレレの久美子は素晴らしい伴奏者です。スウ

ェーデンのストックホルム出身のアイナーバルダーソンとホノルルパンクは、カキウチ夫妻に続き、素晴らしいサウンドのセットを演奏しま

した。クラインスミスフライパンスチールのアイナー、ギターのマッツビリンガー、アップライトベースのアンドレアスランドホール、ドラムとパ

ーカッションのニクラスリンドストーム。特に彼らのバージョンのフラミンゴが素晴らしい。コロラド州ブルームフィールドのジョースチュワート

が「パンク」をフォローしました。ジョーはフェンダーストリングマスターとナショナルトライコーンでしっかりとしたソロセットを演奏しました。

ジョーは HSGA の非常に協力的なメンバーであり、季刊誌の郵送を処理します（ありがとうジョー）。次に、私たちは若い奨学金受給者の

一人であるマリエライマンを特集しました。マリエはアランアカカの生徒でハワイのボーカリストであり伝説のジェノアケアヴェおばさんの

曾孫です。マリエは魅力的な若い女性であり素晴らしいのミュージシャンとボーカリストになっています。 第 1 部の最後は、新しい HSGA

ビデオアーカイブからのプレビューでした。故ポールウィーバーによるこのビデオ録画はイリノイ州ジョリエットで開催された 2004 年の

HSGA ルアウからのものでした。プレビューには、HSGA メンバーのギルバートオガワ、デュークチン、ジュリーウォーターズ、ジェフアウホ

イが参加しました。フェスティバルの第 2 部は日本のライオンレディーススティールギターアンサンブルが主  導しました。アンサンブルに

は、マサコワカマツ、サカエマチダ、アキコワタナベ、ヨーコタナカ、とライオン小林のリードスチールです。いい音。 2 番目は、コロラド州セ

ンテニアル出身の私たち自身のジョンマムフォードで、フェンダーストリングマスターでソロセットを演奏していました。
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ジョンのビデオ編集スキルにより、彼はさまざまな熱帯の背景をレコーディングに含めることができました...目を楽しませてくれます。ジョ

ンは彼のセットでいくつかのウクレレ演奏をしています。かなりクール。（ジョンがスチールとウケを同時に演奏するためにビデオに自分自

身を複製しなかったことが残念です...次回こそ！） ジョンに続いて、日本の横浜のマハナルア、カノープススティールギターでマサカツ

スズキ、ウクレレのトモミチスズキ、ベースのクニオサカイ、ギターのシュウゾーコーノが一緒です。紳士たちは素晴らしいセットを演奏し、

マウイガールを演奏するのに特に楽しそうです。このセクションには、故ハーバートハナワヒネへの敬意動画を含めました。アランアカカ

がハーバートについての彼の話のいくつかを共有し、それから私たちは 2004 年のジョリエット大会でハーバートが演奏しているビデオを

特集しました。彼の演奏を聞くのはなんてすばらしいことでしょう。ハーバートの演奏スタイルはとても伝統的で楽しいものでした。注目の

ゲストはボビーブラック。プログラムのこの部分には、ボビー、アランアカカ、クリスケニソン、そして私とのズームコール会話の一部と、ボビ

ーによるソロ音楽パフォーマンスを組み合わせた、斬新なアプローチ（ボビーのバッキングトラックを用意しました）を使用しました。ちな

みに、ボビーは、ボビーの兄弟であるラリーブラックをリズムギターでフィーチャーした、ボビーブラック、70 年間のスイングスチール！と

いうタイトルの新しい CD を出しました。この CD は、1950 年代から 90 年代初頭にかけてのラジオや初期のテレビ作品をカバーした、珍

しいスタジオとホームレコーディングをまとめたものです。ハワイアンではありませんが、この CD はユニークな外観を提供し、このスティー

ルギターの殿堂入りを果たしています。翌日、10 月 9 日（土）東部標準時の午後 1 時からバーチャルフェスティバルが再開されました。フ

ェスティバルのセッション３をリードしたのは、ライオンのオハナ II で、マサヒコイバモト、カヨコイワデ、ハルコオゼキ、ノリオウスイ、ライオン

小林がスティールギターアンサンブルで演奏し、ユキオクボとマサコワカマツがライオン小林のピアノ伴奏でソロ演奏を行いました。グル

ープ全体で非常にうまく演奏されました。このあと地球の裏側に飛んでスイスのスチールのベンジャミンルディとバリトンギターのクリスハ

ックをフィーチャーしたザリリィハワイアンズを聴きました。デュオは地元のレストランで夕方のセッションを録音し鑑賞者のためにハワイア

ンスティールギターのスタンダードを演奏しました。その後、アランアカカは新しいハワイアンスティールギターの生徒の 1 人であり、

HSGA 奨学金の受給者であるカリフォルニア州フリーモントのジャスティンファーメザを紹介しました。ジャスティンはその演奏能力から、

特にハワイアンスタイルで演奏スキルを急速に磨いているより高度な学生であることは明らかです。ジャスティンはナモロカマの強い演出

を演じました。続いて、カリフォルニア州サンフランシスコのエリックリンダルでした。エリックはベースギターでバンドメイトのレーンマーチ

ソンと一緒にリズムギターの伴奏を録音しました。ビデオは、サンフランシスコのマリーナ地区にあるゴールデンゲートブリッジとパレスオ

ブファインアーツのシーンで視覚的に楽しいものです。エリックは、1915 年のパナマパシフィック国際展示会の話を共有することから始め

ます。その建物は、マリーナ地区の 625 エーカーをカバーし、パレスオブファインアーツが含まれていました。最も人気のあるアトラクショ

ンの 1 つは、ハワイアンスチールギタリストのケオキアワイが何千人もの訪問者を楽しませたハワイパビリオンでした。エリックは、キリマワ

ルツ、ラロジタ、トワイライトブルースを含む 3 曲の非常に優れたセットを演奏します。そしてカナダのオンタリオへ。イアンは長年 HSGA コ

ンベンションに参加しており、優れたミュージシャンです。ウェブサイトで HSGA ビデオアーカイブを調べると、彼が何年も前から他のハワ

イアンスチールギタープレーヤーのためにリズムギターを演奏しているのに気付くでしょう。イアンは熟練したスチール奏者であり、このプ

ログラムでは、黄金の夢と砕いた花の島のメドレーであるワンローズの演出と、ハリーズチューンと呼ばれる作曲を紹介します。素晴らし

い仕事イアン！私たちはいつもあなたの話を聞いてうれしいです。このセクションの締めくくりは、ビデオアーカイブからの別のプレビュー

で、親友の L.T. ジンと元 HSGA 会長のポールキムが 2004 年のジョリエット大会で演奏と歌を歌っています。L.T. は稀な美しいハワイア

ンスティールギターを弾く完璧なショーマンです。楽器を演奏している間、長い間笑顔を維持できる鉄鋼プレーヤーは多くありません！

ポールは美しく歌います。これが本物です！土曜日の午後 2 時 30 分、トロイベリングマイヤーが C6 ハワイアンスチールに関するすばら

しいワークショップを提供してくれました。トロイは HSGA のメンバーであり、ラップスチール、ペダルスチール、ドブロ、ワイゼンボーンを含

むオンライン教育プログラムを持っています。彼の説明は明確で、バーの位置とフィンガーピッキングのカメラビューのとおりです。ハー

バートに続いて優秀でした。彼のウェブサイトをチェックしてください。フェスティバルのセッション４は、カリフォルニア州ソノマ郡の長年の

HSGA メンバーであるカレンとジェリーワーグナーで始まりました。このグループの名前はマイレスイングで、ウクレレとボーカルのカレン、

スティールギターのジェリー、ウクレレとボーカルのギャリースギヤマ、ウクレレとダンスのフラのベッキースギヤマ、ギターのビルディクソン、

ベースとボーカルのリックデイビスが含まれます。マイレスイングセットには、クウホア、マキーアイラナ、エヒヒヴァイ、マカハムーン、オー

ルパウナウ：のとても楽しいセットが含まれていました。
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次は横浜のアネゴグミで、スティールギターはヨシコセオ、ベースはヒロコタナカ、ギターはオサムマキモト、ウクレレはトモコキバタ。 彼

らのセットには、クウイポイカヘエプエオネ、ウルパラクア、エマリウマイ、ワイキキが含まれていました。アネゴグミの大きな特徴は、全員が

歌うことと、いくつかの曲で非常に素晴らしい 4 つのパートのハーモニーを演奏することです。そして季刊誌の編集者を 20 年間務めてき

たジョンエリーへのオマージュで終わりました。ジョンを称えるために彼のハワイアンのスティールギターの習熟度をみんなで共有するよ

りも良い方法はありません。ジョンの 30 分のビデオは、2009 年にジョリエットで開催された HSGA の集会からのものでした。セットの途中

でシャツの変更に気付くかもしれません...それはショーの衣装の変更ではなく、ビデオは実際には 2 日間のものでした。ジョンのパフォ

ーマンスは素晴らしく楽器の習得を示しています。ジョンに感謝、スティーリンを続けてください。プログラムのこの時点で、私たちは初め

ての「オンライン」年次会員総会を開催しました。2022 年のライブフェスティバルの計画に関する会長の報告書、財務報告書、および状

況報告書が発表されました。見逃しても問題ありません。YouTube でレビューできます。レポートのテキストは、季刊誌の夏号にも含まれ

ていました。セッション５は、東京のポールオクボによるパフォーマンスから始まりました。素晴らしいプレーヤーであり、このプログラムで

は２つの異なるグループに支えられています。モントハワイアンを伴って、ワイキキチカディーを演奏し、続いてモアナウィンズを伴ってサ

ニーショアーズオブワイキキとハウドゥヤドゥの 2 曲が続きます。続いてフランクデラペナでした。 過去数年間のいくつかのホームオーデ

ィオ録音をまとめ、フランクや友人の何人かを含むさまざまな写真と音楽を組み合わせてくれたクリスケニソンに特に感謝します。フランク

の曲には、オマカラプア、パーリーシェルズ、マイポイナ、インザガーデンオブパラダイスが含まれていました。その後、キヨシライオン小

林とニュートレードウインズが西から吹き込んだ。ライオンはすでに彼の学生や弟子の何人かと一緒にフェスティバルに何度か出演して

いましたが、ここはライオンが彼のエクセル 10 ストリング/ 8 レバースティールギターで「咆哮」する場所であり、ギターのヒデキサイトウ、ベ

ースのケイジクサノ、そしてドラムのヒデゾウイトウを含むニュートレードウィンズの偉大なミュージシャンに支えられ、サウスシーアイランド

マジック、ホノルル、ハウドゥヤドゥ？、パームツリーズシングアロハ、マイリトルチカディーが含まれていました。素晴らしい！次にカナダ

のアルバータ州カーステアーズのディーンオーウェンがプレーしました。ディーンはフェンダーストリングマスターを歌わせました！彼の

セットには、マイリトルグラスシャックとイルウィーブアレイオブスターが含まれ、トロイベリングマイヤーが提供するバッキングトラックが含ま

れています。とても素敵です、ディーン。続いて HSGA ビデオアーカイブからの別のプレビューがあり、完璧なプロのスティーブチェイニ

ーが登場しました。スティーブのビデオは、イリノイ州ジョリエットで開催された HSGA コンベンション 2008からのものです。スティーブは大

会中に複数のセットをプレイしました。全体を聞くには、HSGAWeb サイトのビデオアーカイブにアクセスすることをお勧めします。次は、

バージニア州ベリービル出身の HSGA のお気に入りの息子の 1 人であるリックアイエロでした。リックのセットには、カオヒクカプラーニ、

マイポイナオエレウ、カウライリ、アロハオエが含まれていました。ビデオは手と彼のスティールギターを特集していますが顔は 映っていま

せん。とても恥ずかしがり屋なのでしょうか、リック、あなたは良い音を出していて、あなたのスティールギターは素晴らしく見えます。第 1

回バーチャルフェスティバルの特別ゲストであるジェリバルドリッチが、このフェスティバルの別のビデオを共有してくれたことを嬉しく思い

ます。場所は壮観な景色のマウイ島のジェリの裏庭です。ジェリはバッキングトラックでソロを演奏し、サウスシームーン、トワイライトブル

ース、ハウドゥヤドゥが含まれており、素晴らしいジェリに聞こえます！フェスティバルの最後は 1988 年に HSGA ジョリエットコンベンション

で録音されたジェリーバードによるパフォーマンスでした。このビデオも HSGAビデオアーカイブから抜粋したものです。幸運にもジェリー

の演奏を直接聞くことができた私たちにとって、このビデオは思い出の小道を旅したものでした。他の人にとっては、ジェリーバードという

名前を聞いたときのすべての騒動が何であるかを間近で見るチャンスです。ジェリーの２時間のパフォーマンス全体は、アーカイブで表

示できますのでそうすることをお勧めします。この第２回バーチャルフェスティバルを楽しんでいただけたでしょうか。 もう一度、それを可

能にしたすべての人にマハロ。才能のあるメンバーがビデオを提出を続ける限り、よい将来的はもっと来るでしょう。

************ HSGA Donations HSGA 寄付 ****************************

バーチャルフェスティバル中に寄付した人を含め、この四半期の寄付に感謝します。 あなたの寛大さは大いに感謝されます。

デニスマクブライド/オレゴン$100、ニール A.K. ショーニング/ハワイ$100、フランクデラペナ＆ステファニー/ワシントン DC $55、

ジェフコープ/ワシントン$50、ジムニューベリー＆ジェニーアームストロング/ワシントン$50、ジョースチュワート/コロラド$50、

シンイチカキウチ&クミコ/日本$50、テリ&ヒューゴーマン/カリフォルニア$50、ジョージルート/カナダ$45、デビッド S ウィア/フロリダ$40、

ジェラルドロス/ミシガン$30、ジャニスモリカワ/カリフォルニア$30、アルニップ/ハワイ$25、ブレンダンモンロー/マサチューセッツ$25、
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ロバートバックラウンド/コロラド$25、ダリーブルーク/フロリダ$25、エリザベスジョージ/オハイオ$25、マルセウスキッチン/ジョージア$25、

ビッキーバンフェヒトマン/ハワイ$25、ロバートクリフォード/ワシントン$20、ロブバンデュレン/オランダ$15、ペテバーク/カリフォルニア$10、

テリーキャス/イリノイ$ 10

*** HSGA needs YOU Call for Board nominations for 2022 By John Limbach, Nominating Committee Chair

HSGA はあなたを必要としています 2022 年の取締役会の指名を求める指名委員会委員長のジョンリンバッハ ****

２年ごとに取締役会の選挙を行いますので２年の任期です（あっという間です）。メンバーに在籍し、ズーム/電話会議による四半期ごと

の取締役会に出席し、少なくとも 1 つの委員会に参加する必要があります。HSGA が取り組んでいるエキサイティングなことに参加するこ

とを検討してください。一人でたくさんのことをする必要という意味ではありません。それは、私たちがさまざまなスキルの助けを必要とす

ることを意味し、ここにはたくさんの才能があることを知っています。たとえば、コンピュータスキル、データベースの経験、または電子メー

ルプログラムはありますか？イベントの計画、奨学金プログラム、ソーシャルメディアのアイデア、スポンサーシップ、パートナーシップの

アイデアとの連携？写真、ビデオ撮影、または私たちのさまざまなコミュニティで草の根のアウトリーチを行う方法についてのアイデア？

いくつかの記事やインタビューを書きたいという願望。 これらの分野のいずれかを必ずしもリードする必要はありません。貢献できること

を検討してください。HSGA が私たちを愛する音楽と楽しさのために私たちを結びつけ続けるのを手伝ってください。それはまた、お互い

をよりよく知るための素晴らしい方法です。次期クラスの 2022-2024 の場合、投票は、再実行を希望する現在の理事会メンバー（最大 3

つの 2 年任期を務めることができます）と、新しい候補者になります。今年、取締役会は、十分な候補者がいれば場合、 9 名の取締役に

拡大することを決定しました。ハワイと日本からの代表が増えることを期待しています。メンバーは誰でも誰かを指名することも、自分自身

を指名することもできます。候補者は、取締役会での役職についての経歴、経験、関心についての情報を提出します。これらは 2022 年

春のニュースレターの投票用紙に掲載され、一般会員の投票が行われます。トップ 9 の投票者はそれです。次に、その理事会は、選出

された 9 名の中から特定の役員を任命します。任期は 2022 年 7 月 1 日から 2 年間です。この次のラウンドで選出されなかったとしても、

すべてのメンバーが今後 2 年間に出てくる欠員を埋めるためにリストに保持されることをご承知ください。

現在の取締役会の役職と初年度は次のとおりです。クリストルペンシャル_会長_2020 年 7 月、ジョンリンバッハ_副会長_2017 年 7 月、ロ

ベルトアラニッツ_秘書・会計_2020 年 7 月、テリゴーマン_ディレクター４_2020 年 7 月、マージーメイズ_ディレクター５_2018 年 7 月、ジャッ

クアルドリッチ_ディレクター６_2018 年 7 月、マイクウィットマー_ディレクター７_2018 年 7 月興味のある方は 2021 年 12 月 31 日までにメー

ルまたは手紙を提出してください。さらに詳しい情報が必要な場合は、hsga @ hsga.org までメールでお問い合わせください。

**** SpongeBob SquarePants:How a children's cartoon series promoted Hawaiian Steel Guitar

By Teri Gorman (with contributions from Roberto Alaniz)

スポンジボブ：子供の漫画シリーズがハワイアンスティールギターをどのように宣伝したか

テリゴーマン （ロベルトアラニッツからの寄稿） *******

スポンジボブスクエアパンツはスティールギター界のトピックとしてポップアップし続けています。ロベルトと私は両方ともトラックをたどっ

ていたことがわかり、この魅力的な漫画のキャラクターについて私たちがそれぞれ学んだことを垣間見ることができます。ロベルトは次の

ように述べています。「約 20 年前、孫の何人かがスポンジボブスクエアパンツと呼ばれる漫画のテレビ番組に夢中になっていることに気

づきました。舞台は架空の水中都市ビキニボトムで、アニメキャラクターはスポンジボブスクエアパンツという海のスポンジを主人公に、さ

まざまな海の生き物を語っています。かわいい子供向けの番組であまり注意を払いませんでした が、その音楽のバックでハワイアンステ

ィールギターが聞こえるのに気が付きました！ 一部の人々は、ショーの初期に使用された音楽のいくつかを「ロイスメックとピーウィーハ

ーマンの出会い」と表現しています。最近、理事会のメンバーはハワイアンスチールギターへの誘いで最終的には HSGA の新しいメンバ

ーになるように、より多くの若者を引き付ける方法について話し合っています。最近、これについてアランアカカと話をしました ---アラン

は「次世代」の学生（2 人は現在の奨学金受給者です）との間で驚異的な仕事をしています---、アランは若い聴衆とプレーヤーを引き

付けることの重要性を強調しました。後で学生の一人、ジャスティンファーメザにどのようにスティールギターに興味を得たかを尋ねるとジ

ャスティンはそれがスポンジボブの漫画を通してであると言いました！そこで、私たちはジャスティンに電話して、このユニークなつながり

についてもっと知りました。次のように語っています。「スポンジボブの音楽は間違いなく私の記憶と私の世代の記憶に根付いています
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---私はいつもサウンドトラックからのスライディングスティールギターの音が大好きでしたが、どのような楽器がその音を作っているのか

気づいたり考えたりしたことはありませんでしたが、数年前におじさんがスティールギターの演奏のビデオを見せてくれたとき、私は全貌

を知りました。」最近、ジャスティンはサンノゼ州立大学に通い、キャンパスのベンチに座ってスティールギターを弾くことがあります。「スポ

ンジボブのリックや曲を演奏すると、多くの人の注目を集めます。私の世代の人々（そして私たちの両親の多くも）はスポンジボブを介し

たスティールギターの音に非常に精通していることは明らかですが、楽器の物理的で視覚的な理解が不足しています。」ジャスティンは

スポンジボブの音楽のインスタグラムビデオを録画しました。テリがイーサングーア（アランの学生のもう一人でドンキーンのトリプルネック

フェンダーの受取人）と行ったインタビューの数ヶ月前、イーサンはスポンジボブスクエアパンツに言及していましたので彼にもっと尋ね

ることにしました。イーサンは私たちに次のように語っています。「私の年齢（私を含む）の大多数の人々は若いときにスポンジボブを見ま

した。今の私の友人の多くは最初に和音を鳴らしたときしばしば私に驚きの表情をし、すぐに「スポンジボブ！」と叫びます。友人の多く

は、「スポンジボブ」をプレイするように私に頼むでしょう。「スポンジボブを見た多くの人は、彼らがよく耳にする楽器についてもっと知りた

いと思っています。私は、人々にスティールギターを紹介する方法としてスポンジボブをよく使用します。」（イーサンは、故郷のハワイ州

の中学校でスティールギターのデモンストレーションをアレンジするのに「インストルメンタル」でした）。もう 1 つのスポンジボブストーリー：

バーチャルフェスティバル１の期間中、長年の HSGA メンバーでプロのミュージシャンであるクリスケニソンが自宅のスタジオで素晴らしい

セットをしてくれました。クリスの肩越しにスポンジボブのフィギュアがありました。うーん。スポンジストーリーが浮上していることを考えると、

これはいくつかのさらなる会話を必要としました。彼は昔からスポンジボブのファンであり、「姪が数年前にそれをくれた」ことがわかりまし

た。しかし、スポンジボブとの音楽的なつながりは、約 20 年前に生まれました。クリスはフォートコリンズのヒューレットパッカードで働いて

いました、あるとき子供を持っていた同僚がこの土曜日の朝の漫画、スポンジボブについて話しました。「私は見始め、夢中になりました。

私はヴァンプスをコピーしようとし、そして実際にスポンジボブでアロハオエを演奏することを学びました。」 後にこの同僚は彼の子供た

ちが通うスクールで音楽に関するセミナーをするように頼み、クリスはスポンジボブのテーマソングを演奏しました、そして子供たちはそれ

をすぐに認識しました。ある生徒はクリスからレッスンを受けました。ロベルトはさらに調査を行い、スティールギターのプロであるジェレミ

ーウェイクフィールドがスポンジボブのサウンドトラックの多くのプレーヤーであることがわかりました。ロベルトは、次のように述べています。

（興味深いことに、ボビーは漫画シリーズのいくつかのトラックも録音しました）。ボビーはジェレミーと再会しようとしているので、いつかイ

ンタビューを受けるかもしれません。」「また、ジェレミーウェイクフィールドによるスポンジボブミュージック：スティールリックスというタイトル

の YouTube レコーディングを見つけました。これは、彼が漫画シリーズで使用したリフの多くをまとめたものです。ぜひチェックください。」

**** Virtual Festivals Will Continue By Roberto Alaniz バーチャルフェスティバルは続く ロベルトアラニッツ ********

HSGA バーチャルフェスティバルは、COVID 時代に音楽とハワイアンスチールギターのサウンドを共有し続けたいという願望から生まれ

ました。 実際、狂気から離れるために良いハワイアンミュージックをたくさん必要としています。気づいたのはソーシャルメディアを通じて

音楽を共有することで、より多くのリスナーや潜在的なメンバーへのアプローチが大幅に向上することです。希望は、このアウトリーチがよ

り多くの人々をハワイアンスチールギターの美しさにさらし、時間の経過とともに HSGA 会員を増やすことです。（最初のバーチャルフェス

ティバルの結果、会員が 10 人増えました。）同様に重要なこととして、バーチャルフェスティバルにより、以前はコンベンションやフェステ

ィバルに参加できる人に限定されていたパフォーマンスを、より多くのメンバーや一般の人々が見たり聞いたりできるようになりました。バ

ーチャルフェスティバルは私たちの家にエンターテイメントをもたらします！もちろん、他の人と一緒に訪れたり、ステージでお互いを支

え合ったり、新しい友達を作ったり、古い友達に会ったりする喜びはありませんが、それでもかなり良いです。

新しいビデオフェスティバルプランとして：取締役会は、毎年２つのビデオフェスティバルを制作する戦略を練っています。1 つは秋（10

月/ 11 月）、もう 1 つは 6 月です。秋のプログラムでは、HSGA が 2022 年に対面フェスティバルを再開し、多くのパフォーマーがフェステ

ィバルのパフォーマンスのビデオ録画に同意することを前提としています。これらのビデオは、バーチャルフェスティバルに使用され、ソ

ーシャルメディア（YouTube、Facebook）を介してメンバーや一般の人々と共有されます。 また、対面フェスティバルの期間中のいつか、

「ライブストリーム」パフォーマンスのアイデアを模索しています。6 月のプログラムには、最初の 2 つのバーチャルフェスティバルで行った

ように、メンバーによって作成および提出されたビデオが含まれます。 メンバーは、年間を通じていつでもビデオを提出できます。
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それらが受け取られると、私たちのボランティアのフェスティバルプランナーがビデオをレビューし、6 月のバーチャルフェスティバルに

含めるようにスケジュールします。ビデオと必要な情報の提出の年間締め切りは、次の 6 月のフェスティバルに含めるために 3 月 1 日で

す。刷新されたアプリケーション/パフォーマー情報フォームが開発され、HSGAWeb サイトに数か月以内に掲載されます。これらのバー

チャルフェスティバルを制作するには、技術的スキルと計画スキルを備えた専用のボランティアグループが必要です。さらに、メンバーは、

プログラムに貢献するために、時間、才能、およびリソースをビデオの制作に積極的に投入する必要があります。この取り組みのいずれ

かの部分でこれを支援できると思われる場合は、お知らせください。マハロ。

******* The Complete Hawaiian Record Collection: An Impossible Dream By Roberto Alaniz

完全なハワイアンレコードコレクション：不可能な夢 ロベルトアラニッツ **************

最近資料整理を始めました。みんな人生でいつか通過しなければならないことで、70 代に入ると今がその時だと思いました。すでにこ

れを開始するまでに非常に長い間かけていて、最初の段階として量を削減し、「最高の」ものだけを保持することを目的として、レコード

アルバムと CD コレクションの分類を始めました。 この長年のレコード（LP）の蓄積は数十年前に始まり、幅広いアーティストやジャンルが

含まれていました。デジタルコンパクトディスク（CD）の登場にもかかわらず、古い１２インチのアルバムカバーのアートワークとビニールレ

コードの音質に魅了されていました。私が HSGA に参加した 90 年代に焦点はハワイアンミュージック LP に移りました。レコード店、リサイ

クルショップ、ネットオークションなど広範囲に手を広げました。最初は、検索対象をジェリーバード、ベンジャミンロジャース、バーニーア

イザックス、ジュールスアーシーなどのプレーヤーに限定していましたがいつしか検索範囲はハワイアンに拡大しました。 10 年後、すべ

てのハワイアンミュージシャンや歌手のレコードアルバムをの完全なコレクションを実現することは不可能であることに気付きました。

私のお気に入りの LP のいくつかは、1940 年代後半から 1950 年代にかけて、49th State Hawaii Record Company によって制作されま

した。 このレコード会社とその創設者であるジョージチンの興味深い話はウェブで見つけることができます。記事には、「第二次世界大

戦の終わりとともにハワイが米国の一部になり、米国の領土としての時代を終えるという多くの話があり、ハワイの差し迫ったステータスの

ために新しいレコードレーベルは誇らしげにそれ自体を「49 番目の州のハワイレコード」と名付けました。（これは予想外に長い時間がか

かり、アラスカはハワイを 49 番目の指定で打ち負かしましたが、「49 番目の州」のレコードラベルは残り、歴史的な重要性を増していま

す）」この会社のお気に入りの LP の 1 つは、Hi-Fi LP-3401、Let's Dance the Hawaiian Hula です。 このレコードは、ジェノアケアウェの

ハワイアン、そしてハワイアンスティールギターのベンジャミンロジャースをフィーチャーしています。49th State Hawaii Record のこの LP

は片面はフラテンポのボーカル、もう片面はリスニング用のインストゥルメンタルが含まれていました。ベンジャミンロジャースは後の多くの

スチールプレーヤーに影響を与えた古典的な演奏スタイルを持っていました。これらのアルバムのシリーズのいくつかは黒のビニールで、

いくつかは赤のビニールです。インターネットにアクセスでき、この LP を聴きたい場合は、YouTube で入手できます。私の資料整理は続

きます。目標の 1 つはまとめて他の HSGA メンバーと共有することですが、皆さんは「それに」問題があることが分かるでしょう。私がそれ

に追いつかなければなりません。

************* Coco Wire ココナッツ通信 ***************************

バージニア州ミッドロジアンに住むメンバーのゲイリーカトロネからのメッセージ。「可能であれば、バージニア州リッチモンドで演奏して

いるメンバーがいるのか知りたいのですが、もしそうなら、彼らは私のハワイアン LP コレクションと 78 コレクションを見て私から購入するこ

とに興味があります。私もギターとベースギターを弾いていて、ウケと一緒に弾いたり、ジャムしたりしたいです。 この情報をお伝えいた

だきありがとうございます。 ゲイリー」 ゲイリーの連絡先情報は、HSGA メンバーシップリストにあります。

バンドのアネゴグミからメールで学んだことを見てください。メンバーの一人が、パフォーマンスのために美しく手作りした服を着ていま

す。アロハ、ヨシコセオ、今年のパフォーマンスが本当に気に入りました！特に最後の曲「ワイキキ」での演奏が気に入りました。また、あ

なたの服の美しい生地。このすべてにマハロ。（テリゴーマン） メッセージありがとうございます。「ワイキキ」は私の好きな曲のひとつです。

今回の黄色いアロハシャツとドレスは、ベースを弾いていた田中さんが手作りしたものです。あなたが私たちのパフォーマンスを気に入っ

てくれてとてもうれしいです。そして、バーチャルフェスティバルに参加できることをとてもうれしく思います。マハロ ！（ヨシコセオ）

ジェフコープ：「HSGA！会議に感謝します！私はライブの会議に参加することは決してできません。なんという祝福でしょう！


