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「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。                2020 年 9 月 3 日 抄訳 垣内伸一（Ｓｈｉｎｉｃｈｉ Ｋａｋｉｕｃｈｉ） 

**************************** Aloha A Hui Hou E Lorene Ruymar!  By John Ely  Aloha A Hui Hou E Lorene Ruymar!  By John Ely  Aloha A Hui Hou E Lorene Ruymar!  By John Ely  Aloha A Hui Hou E Lorene Ruymar!  By John Ely     またまたまたまた会会会会うううう日日日日までまでまでまでローレンライマーローレンライマーローレンライマーローレンライマー!  !  !  !  ジョンエリージョンエリージョンエリージョンエリー    ****************************************    

HSGA 創設者のローレンリリアンライマーが今年の 6 月 9 日に 89 歳でこの世を去りました。彼女が生涯にスチールギターに捧げた膨大

な時間、クラブの組織化と推進、ニュースレターの作成、クラブのデータベース維持、協会を周知する為のすべてが無ければ現在の

HSGA は決して存在しないでしょう。フランクデナペラ会長は「ローレンライマーの死去はハワイアンミュージック界の途方もない損失で、

HSGA の設立に加えて信頼できる 2 冊の本の出版を行いました。「ハワイアンスチールギターとその偉大なミュージシャン」は歴史的に画

期的な本です。 表紙絵はナショナルトライコーンを抱えたソルホォピィです。 歴史や楽器やミュージシャンの写真が満載です。「第 2 版

は A メジャーチューニングの教則本」で上位の 3 弦が音階の 1 番、3 番、5 番のトーンを反映しているため、コード構造を教え易いです。

気取らない文章でジョセフケククに関心がある人との会話に熱心ですべてのハワイアン音楽ファンに感謝されていました。 

< < < < ローレンローレンローレンローレンのののの初期初期初期初期 >  >  >  > 1931 年 4 月 6 日にカナダの大草原の農場で生まれ 4 人姉妹の二女でした。姉妹は年子でしたが父親は農場を経

営するために男の子を必要としていました。だから姉と共に男の子の様に毎日馬を走らせて複式学級まで約 6 キロ通わなければなりま

せんでした。それに加えて納屋を掃除し、牛、馬、七面鳥、アヒル、ブタ、ピッケンの世話をします。3 日間犬が遠ざかるのを見送ることが

できるほど非常に平坦な土地でしたので、スケート、水泳、坂を下る為のそりはありません。最寄りの町まで 27 キロの未舗装の道路なの

で、出かけるのは夏の日曜日に教会に行くのみでした。4 歳の時「母が冬期の暗い日に鉱石検波ラジオで聞くアイオワ州カウンシルブラ

フスのハワイアンミュージックショーに夢中になったとき近くの学校の先生がスチールギターを教えてくれることが分かり、シアーズのカタ

ログからピックとバーがセットの木製のスチールギターを$ 7 で購入し 4 人でその学校に通いました。悲しい事にローレンは順番待ちで母

親と姉が終わるのを待たねばなりませんでした。ずっと後にアイオワ州のデモインのラジオショーでスティールギターを弾いていたのはデ

ビッド K.カイリだということを知りました。12 歳のとき父親は農場を売却しレジーナに引っ越しました。「素晴らしい環境の変化！父は若い

女性がスチールギターを教えるスタジオを見つけました。もちろんレッスンを受けましたが 1 年後に教室は引っ越してしまいました。」楽器

屋でオアフ出版の本を購入し弾き続けました。ある日街に来た最初のエレクトリックスチールギターを見つけました。アンプ付きの美しい

6 弦ナショナルニューヨーカー149 ドル。それで上品なハワイアンダンスバンドのマウナケアハワイアンに参加し 12 歳から 16 歳までクラブ

エースで演奏していました。「毎週金曜日と土曜日の夜に男性陣はタキシード、私はストラップレスのドレスを着ました。まさに特別なアレ

ンジで演奏し唯一の楽譜は Bb キーのトランペット用でした。目で Bb から C に置き換え、さらにリズムギターを 2 本にする必要があったの

で、最高の音色のマーティンをセーハを用いてコード弾きしました。金曜日の夜午前 1 時までプレーし$7 を手にし、土曜日の夜 12 時に

終え各自$6 を得ました。;22 歳のときにバンクーバーのブリティッシュコロンビアのゼネラルモーターズアクセプタンスコーポレーションの

オフィスで最高の給与を得ました。結婚しローレンピーターセンになり音楽の生活が止まりました。地下にある貸しスイートルーム付きの

$10,000 というとんでもない価格の家を買い$2,500 の頭金を私が払いました。そして 1954 年に初めてハワイに旅行しました。「当時のオ

アフが如何に違うかについての本を書くことができ、リリウオカラニとコアの角にある小さな 1 ベッドルームの家に 1 日 7 ドルで宿泊しまし

た。 ウェブリーエドワーズは「ハワイコール」と同様にラジオ番組を行い、モアナホテルのバンヤンツリーの下で「ハワイアンランチ」と呼ば

れていました。あるとき彼はウクレレを高く掲げ、コンテストを呼びかけました。誰も手を挙げなかったので私はチャンスと思い参加しました。

ウェブリーがあまり簡単にならないようにウクレレを弾き「リトルグラスシャック」を歌わなければなりませんでした。 私は歌手ではありませ

んがウクレレが欲しかったのです。 おもちゃだと思っていましたがカマカ製で私はまだ大事に持っています。  

< < < < 教育教育教育教育でのでのでのでのキャリアキャリアキャリアキャリアのののの開始開始開始開始 > > > >    1960 年代初頭、大学に通い音楽専門分野で教員学位を取得し、バンクーバーの学校で 4 年生を教え始

めました。もうひとつの仕事は学校のバンドをまとめることで「決まりを捨て自分のやり方でやる」という方針でした。子供たちがどんな演奏

をしても参加を歓迎し、手書きで編曲を行いジャンルを問わず教え、約 50 人の子供はそれらの曲を愛し 4 年後に町で一番のスクールバ

ンドになりました！「授業で音楽を教え、すべての子供がウクレレでメロディーや和音を鳴らして歌いました。バンドがコンサートを演奏す

るとき一人一人が椅子のそばにウクレレ立てを置き、コンサートの途中でバンドの楽器を置いてウクレレを手に取り披露しました。私はナ

ショナルニューヨーカー製のスチールギターをアンプに繋ぎテーブルに飛び乗ってスチールギターソロで導きました。」  
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< < < < ジェリーバードジェリーバードジェリーバードジェリーバードとのつながりとのつながりとのつながりとのつながり >  >  >  > 1970 年代にハワイに行ったとき、カマカウクレレの工場でスチールギターのレッスンを受けられる人がい

るかどうか尋ねたところ「ジェリーバードが教えることができる。」と言います。ジェリーバード?? ナッシュビルにいてカントリーミュージック

を演奏しているのでは？「カマカの男は電話を取りジェリーバードに話しスチールギターを持参してホテルの部屋に来るように手配しまし

た。ジェリーがアンプ無しでスチールギターのデモをしている間横に座って、私はクラブエースバンドでの知っている曲全てを E13th チュ

ーニングで演奏して見せました。ジェリーは C6 + A7 チューニングです。ジェリーが女子生徒を持たなかったのはギターに長時間を費や

すほど自由ではなく彼が望むほど熱心ではなかったからだったと後で知りました。オワナサラザールも例外です。通信教育を手配してく

れ、ジェリーは毎月バックアップ演奏の録音テープを 1 つのレッスンとして郵送し、割増料金を請求しませんでした。」  

<<<<    HSGAHSGAHSGAHSGA のののの準備準備準備準備 > > > >    1981年夫が亡くなり教師を辞め、インディアナ州でコンベンションを開いていたインターナショナルハワイアンスチー

ルギタークラブ（IHSGC）に入会し会報を読みました。ダンスバンドを去って以来公の場で演奏していなかったのですがジェリーの指導で

8 弦ショーパッドを購入していました。インディアナポリス経由で小型飛行機、バスを乗り継ぎウィンチェスターまでウクレレとショーパッドだ

け運びました。ステージで両方の楽器を演奏し、素晴らしい人々に会えてとても幸せでした。後に会長のチャーリームーアが私を諮問委

員会に任命し「クラブを通じてスチールギターも演奏するカナダ人で配偶者を失っていたアートライマーに出会いました。私たちは 1600

キロ以上離れて住んでいましたが最終的に彼は早期退職をし 1987 年に結婚しました。」 

<<<<    HSGAHSGAHSGAHSGA をををを形作形作形作形作るるるる > > > >    1985 年 10 月に IHSGC が分裂しワールドワイドハワイアンスチールギターミュージックアソシエイション

(WWHSGMA)が設立されます。フレッドガグナーによって運営されローレンが副会長を務めました。最初のニュースレターが 1986 年 1 月

に発行され、同じ年に 3 日間の大会を主催し、始まるとペダルスティーラーがどんどんやって来ました。そこで場所を変えるとしたらどこが

適切か打合わせました。フランクとドナミラーは大きすぎず小さすぎない小綺麗な町イリノイ州のジョリエットに住んでいてそこには国際空

港のオヘアがありました。投票を行い 1987 年の大会は長年にわたってホームとなるジョリエットホリデイインで開催されることになりました。

それに加えてクラブ名が浸透し易い「HSGA」にし 8 月の最後の週末にジョリエットの大会開催日を設定し、乗り継ぎ無しに行くことができ

るようにしました。1996 年に夏期のホテル料金の上昇を避けるため日程を 10 月に変更しました。  

<<<<    ハワイハワイハワイハワイ大会大会大会大会のののの誕生誕生誕生誕生 > > > > ローレンはジェリーから数年間通信教育レッスンを受けていてすでに友達でした。ジェリーは誰にも言わないよ

うに頼み、ちょっとの間”ジェリーバード”から離れて気を休めて親しい友人として過ごし、料理が大好きでいつも料理本を持っていました。

HSGA の結成に非常に協力的で、ある日昼食後にテーブルを囲んでハワイで大会を開催するよう提案しました。それは過去のスチール

ギタークラブで行われたことはありませんでした。ジェリーは知り合い経由で 1987 年 5 月の最初の週にワイキキキプラザホテルで初のス

チールギター大会を開催できるよう手配しました。私たちは沢山の会員を誇り、スコッティで注目の人もいました。日本の実業家のワダイ

サオ、テキサススティールギター協会の会長のチャックノリス。ペダルスチールギター協会のクレイサベージ。クレイとロイスサベージはク

ラブの公式フォトグラファーになりました。クレイが亡くなったときポールウィーバーが引き継ぎました。カワイアハオ教会の日曜礼拝、タマ

リンドパークでの正午のコンサート、ウィローのポイランチョン、およびポリネシア文化センター(PCC)でスチールギターを弾きました。タウ

モエ一家が PCC のツアーを行った後、彼らの家に招待されてトミーアウがスチールを演奏するのを聞きました。私たちはカピオラニ公園

の古いバンドステージでスチールギターの集まりを行いました。私は知っているすべての島のスチールギタープレーヤーに手紙を送っ

て本土のスチールギタープレーヤーのために演奏に来るように頼みましたが全員の名前を記録しておくほど気が回りませんでした。「ビ

ッグネーム」ではないが知っていて損が無い良いプレイヤーがたくさん来ました。しかし、ビリーヒューレン、バディヒューレン、カマカトム、

グレッグサルディーニャ、ピーターディリンガム、アンディカミングス、フレッドとジャンジョイバーネット、ボビーブラックが演奏していたこと

は確かです。ホノルルの副市長がカピオラニパークステージに立ち寄りクラブの会長代理としてハワイのスチールギターウィークであるこ

とを宣言し、私はジェリーの口添えのおかげだと思いました。「奇数年の隔年でハワイで大会を開催することが決定されましたがワイキキ

キプラザホテルは完璧な場所ではなかったので、結局のところ、アートと私はホテルをチェックしてワイキキキビーチを歩きどのホテルに

宴会場があり料金設定を確認しました。 たとえば 1987 年当時で 1 日あたり$1000?? クイーンカピオラニホテルは一番良い場所にあり、

宴会場の使用料金は完全無料、ビュッフェランチを用意していました。パーフェクト！ そして部屋は半額です。 なんて幸運だ！ ハワイ

では隔年でしか大会を開催していませんでしたが大会の無い年にも沢山の人が参加したため、カピオラニ公園でのバンドステージ、ホ

オラウレアなどのイベントが毎年恒例のイベントとして開催されました。 
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< < < < 「「「「非営利団体非営利団体非営利団体非営利団体」」」」としてとしてとしてとして登録登録登録登録されたされたされたされた HSGA >HSGA >HSGA >HSGA >    HSGA の長年の成長と共にチャーリームーアが引退し 1987 年からフレッドガグナーがクラブ

で少しずつ役割を引き受けました。1989 年 6 月ローレンは HSGA の会長になり非営利団体としてクラブを登録し、ローレンと理事会メン

バーは、必要な細則の起草に忙しくなりました。  

< 1989< 1989< 1989< 1989 スチールギタースチールギタースチールギタースチールギター100100100100 周年周年周年周年 > > > >    1989 年 HSGA の第 2 回ハワイ大会が開催され、1 日目はクイーンカピオラニホテルで開催されまし

た。ローレンはジョセフケククがスチールギターを発明してから 100 年目として周知しようと考え、ビショップ博物館でエリザベスタタールか

ら日付の認証を受けると、1989 年の 100 周年を祝うために知っている他の全てのスチールギタークラブを招待しました。ケククの主張の

信憑性について疑念は残りますがイベントを祝いジョセフが学生時代にスチールギターの音を発見したカメハメハ学校でのスチールギ

ターコンサートで額を進呈しました。 州知事とホノルルの市長は 1989 年をスチールギター年と宣言しました。 

< < < < ローレンローレンローレンローレンののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのののの下下下下でのでのでのでの HSGAHSGAHSGAHSGA ののののハイライトハイライトハイライトハイライト > > > >    ローレンの下で HSGA は飛躍的に成長し続け奨学基金が設立されました。

クラブはスチールプレイヤーに資金を提供しハワイの学校に行き生徒に向けて演奏しました。;ハワイ芸術文化財団からの資金提供によ

りバーニーアイザックス、ジョンオーナ、ヘンリーアレンなどがスチールギターを教えました。ジェリーは HSGA 奨学基金での唯一の教師

でした。;ハワイでスチールギターを盛り上げる為にルアウショーに電話して「明日の夜に 24 人で予約したいがスチールギターは誰です

か？」や「スチールがいるルアウに案内してもらえますか？」と言う。いない時はライブショーのマネージャーにハワイアンらしくなかったと

不平を言い、居た場合はマネージャーに褒め言葉をかける。 ねえ、私たちは古き良き時代に反骨精神がありました。もう私たちは年を

取りすぎましたか？それとも反骨精神はどこかに行きましたか？;1990年にHSGAで教育ビデオを制作しジェリーが教師をフレッドバーネ

ットが制作を行いました。何百枚というコピーがそれを生産するコストが回収されるまで売られ、その後、将来の販売のための財産として

ジェリーに渡されました。;ボブブロズマンがカメラマンを連れてタウモエ伝記映画の終幕用にタウモエ一家が演奏し歌っているのを撮影

していたのでその年のカピオラニ公園のホノルル'オフ年'のメーデーパフォーマンスは非常に盛り上がりました。;1991 年にホノルル大会

が終わった後グループを隣の島に連れて行くツアーを開始しビッグアイランドのコナに行き、ジョンとジンジャーアウナはフリヘエ宮殿で

のルアウを含む多くの演奏会場を手配してくれました。1993 年にハリケーンイニキ後のカウアイ島に行き 1995 年にマウイに行きました。

1997 年私たちはオアフ島の北側を訪れました。1999 年私たちは再びコナ行きを開始し、モロカイ島への日帰り旅行もありました。ジョン

アウナがすべての取りまとめを行ったので移動先の島で準備された楽器を演奏する場所があり、楽しい日々でした！        

<<<< HSGA HSGA HSGA HSGA ががががハワイハワイハワイハワイにににに移転移転移転移転 > > > >    1992 年の終わり頃にローレンは会報を書き HSGA 理事会と協力しハワイの大会のすべての手配を行ってい

ました。まだインターネットはなかったので「E メール」はまだありませんでした。「私たちがクラブを始めたときからバンクーバーの自宅から

89 キロ先のワシントン州のベリンガムに私書箱と銀行口座を維持していました。つまり、週に 1〜2 回郵便を取りに行きトードレイクの事務

所に運び、午前 2 時までそこに座り、アートが会員証の会計処理を行い手書きで手紙を書く事を意味していました。翌朝ベーリンガムに

戻って郵便局と銀行に行き家に帰ります。夏は大丈夫でしたが道路が氷で滑りやすくなると郵送は困難でした。会報をバンクーバーで

作成し米国郵政公社の要件に従って封筒に入れラベルを付けその後国境を越えて車で運びました。「1993 年のクラブの会員数は 535

人で自分たちは仕事をやり終えたと感じていました。さらに成長を遂げるにはクラブをより真正にする必要があります。それで、私たちは

クラブをハワイに移しアランアカカを新会長にし、最後の会報は 1993 年 4 月でした。それから私は自著本を書くのにより多くの時間を自

由に費やすことができました。」  

< < < < ローレンローレンローレンローレンのののの本本本本ととととスチールギタースチールギタースチールギタースチールギターののののコースコースコースコース >  >  >  > 7 年間の研究の後 1996 年にセンターストリームパブリケーションから出版された彼女の著書

「ハワイアンスチールギターとその偉大なハワイアンミュージシャン」の仕事を終え、2000 年にハワイの学校で使用するための指導コース

を作りました。「私はスチールギターをハワイの高校の音楽カリキュラムに取り入れようとしていますが採用されていませんが、本のすべて

の収入をハワイの学校へ注ぎ込みました。今いずれかのコースが使用されているかどうかはわかりません。」スティールギターの芸術性

に敬意を表するローレンの作品の多くはジョセフケククが楽器の発明者とされたことを記念したもので、彼女の本の原動力となり前述の

100周年のお祝いにつながりました。 彼女の夢の1つはケククの像を作成しハワイのある場所に目立つように配置することでした。ハワイ

政府が「ウクレレをハワイ州の楽器」とする検討をしたとき、HSGA 全員が大きな抗議をしハワイアンスチールギターに栄誉が与えられる

べきであることを思い出させました。2015 年 4 月 27 日月曜日に発表されたニュージーランド生まれの彫刻家のルロイトランスフィールド

によって作成されたジョセフケククの像はオアフ島のポリネシア文化センターの入り口にを建てられました。よくやった、ローレン！     
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<<<<    結結結結びびびび > > > >    個人的に知らなかった読者はこの「ひとり女性突撃隊」の感じを持つでしょう。恐れを知らない創設者は、愛情、熱意、献身を

もって HSGA を立ち上げ、多くの地雷原を引導しました。 そして HSGA とスチールギター界への貢献と数え切れないほどの個人的な犠

牲の話を省略しています。ローレンライマーの言葉で締めくくると「アートと私はハワイアンミュージックが愛されるバンクーバー周辺のシ

ニアケアホームで需要の高いミュージカルデュオで、アートがスチールを演奏し私はバックアップし、交替して彼がバックアップし私がス

チールを演奏し 「競わずに交替するカップル」として知られています。楽器演奏はアルツハイマー病を遠ざけます。」 

************************************************        Remembrances from MembersRemembrances from MembersRemembrances from MembersRemembrances from Members    メンバーメンバーメンバーメンバーからのからのからのからの思思思思いいいい出出出出        ********************************************************************    

ロバートパドウィックロバートパドウィックロバートパドウィックロバートパドウィック：ローレンとアートに初めて会ったのは数人のスチールプレーヤーが集まって誕生日を祝っていたジェードラビットレ

ストランで彼女の教則本のコピーを受け取り、家で演奏を見せました。ローレンとアートはスチールギターに熱狂的で二人は私を非常に

歓迎し助けてくれました。先週彼女の教則本をめくり「イエローバード」を演奏しました。音楽をありがとうスチールギターを始めるのを手

伝ってくれてありがとう。ウォーリーフェイファーウォーリーフェイファーウォーリーフェイファーウォーリーフェイファー:彼女とアートがジョリエット大会に初参加して以来、私たちは友達で、ハワイ、特にマウイ

で多くの時間を一緒に過ごしました。 彼女のスチールでの「イエローバード」の演奏を聞いたことがないのは残念です。ジョセフケククの

像を作ってポリネシア文化センターに配置するのに彼女が尽力したことはご存じでしょう。クリスケニソンクリスケニソンクリスケニソンクリスケニソン：ジョリエットでの最初の HSGA コ

ンベンションに出席した 20 年前にローレンに会いました。彼女の本を持っていくと本にサインをしてくれました。情熱を持っており、音楽

を紹介し、より多くの若者に特にハワイアンスチールギターに興味を持ってもらうためにイベントやプログラムに懸命に取り組みました。多

くは自費で子供向けのレッスンをしていました。年を経ていつも大会で彼女と話し私は HSGA ボードに参加し短い時間でしたが一緒に

仕事をしました。あなたは変化をもたらしました。マイクニーアマイクニーアマイクニーアマイクニーア:ローレンはハワイアンスティールギターの世界で大使、歴史家、学者として

偉大な人物でした。会う機会に恵まれなかった私たちにとってもとても寂しいことです。チャックレター:ローレンはスチールギターコミュニ

ティの親友であり、彼女がいなくなって寂しいです。ジョージルートジョージルートジョージルートジョージルート：直接会ったことはありませんが彼女と夫のアートを何年もの間活発な

やり取りを通して知っていました。ローレンは本当に多くの方法でハワイアンスチールギターに貢献しました、すべて非常に興味深い。人

生はとても壊れやすいです。妻のフェイの代わりにアートとその家族に哀悼の意を表します。マイクペルロウィンマイクペルロウィンマイクペルロウィンマイクペルロウィン：スコッティの 1 年間でロ

ーレンに会いました。とても優雅な女性で素晴らしいハワイアンスチールプレーヤーでした。ドンドンドンドン““““コナコナコナコナ””””ウッズウッズウッズウッズ：ハワイアンスチールギター

ファミリーは大切なメンバーを失いました。ローレンがハワイアンスティールギターコミュニティを組織する上で主要なプレーヤーの 1 人で

あったことを証明します。彼女は HSGA を設立し最初の会長を務めました。30 年以上の間友人でした。ボブストーンボブストーンボブストーンボブストーン：ハワイアンスティー

ルギターコミュニティへの大きな損失。 

****************************    BOARD NEWSBOARD NEWSBOARD NEWSBOARD NEWS    定例会議定例会議定例会議定例会議 ******* ******* ******* *******    

理事会のメモ 2020 年 6 月 28 日 秘書テリーゴーマンによる記録 

 HSGA 理事会選挙への 2020-22 理事会任期の過去のニュースレターサイクルにご参加いただき、ありがとうございます。 現在の理事

会と役員は 2 ページ目のサイドバーに表示されています。理事会はマージーメイズを奨学委員会の委員長にテリーゴーマンを現在書記

長に任命しました。理事会は幹事兼会計官のロベルトアラニスの住所を会費の支払いおよび一般的な連絡のための公式の HSGA アド

レスにすることを承認しました。 住所は HSGA、2145 Tiffany Walk、Manteca、CA 95336-9555 です。 

****************************        仮想仮想仮想仮想 HSGAHSGAHSGAHSGA コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション更新更新更新更新        ********************************************    

4 人のボランティアの委員会が 11 月に開催される可能性のあるオンライン大会に取り組んでいます。 ボブアラニズ、マイクウィットマー、

ジャックアルドリッチ、クリスルペンタールです。 

************************************        Coco WireCoco WireCoco WireCoco Wire    ココナッツココナッツココナッツココナッツ通信通信通信通信  *************  *************  *************  *************    

HSGA メンバーが救出に！フランクデラペナ会長は、前号の「コロナウイルスリスニングリスト」の記事で、マイライングリッシュの YouTube

クリップに示されているギタープレーヤーの身元を誰か知っているかどうか尋ねました。バーニーアイザックスの未亡人であるクッキーア

イザックスから「アロハ、フランク、ブルードルフィンルームのトリオは、マイライングリッシュ、ギターのサニーチリングワース、ビリーヒューレ

ンでした。」また、カリフォルニア州ワトソンビルのメンバーであるジャネットキングから「それは、何年もの間ブルードルフィンで演奏したマ

イライングリッシュトリオの 3 人目の人物であるサニーチリングワースのようです。」 ジャネットはまた次のように書いています：「ニュースレ

ターで素晴らしい仕事を続けてください。常に読書はごちそうです。」 マハロ、クッキー、ジャネット！ 
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********************************        Scholarship UpdateScholarship UpdateScholarship UpdateScholarship Update    奨学金奨学金奨学金奨学金のののの更新更新更新更新  *************  *************  *************  *************    

現在の HSGA 奨学金の学生は、エノサライマン、マリエライマン、ホシャイロナマフカです。プレスタイム前後に彼らの先生のアランアカカ

から次の報告受け取りました：マリエライマンマリエライマンマリエライマンマリエライマンはスチールギターの研究に引き続き優れており、KHNLの毎週開催されるエンターテイメント

バラエティ番組「トークストーリー」で最近取り上げられました。来月、HIMELE のハワイアンスチールギターショーケースに出演します。マ

リエは現在、E13th チューニングでソロとフィルを演奏することを学び、C6th および C13th チューニングに精通しており、B11th および

G13thチューニングの経験があります。彼女はまた母親とステージで同席して経験を積んでいます。エノサライマンエノサライマンエノサライマンエノサライマンのタッチとタイミングの

感覚は向上し続けており、彼はハワイアンスチールギターショーケースで「美しいカハナ」のデュオをホワシロナマウカと演奏する予定で

す。偉大な祖母ジェノアケアベを称える為スチールギターを演奏し「パパコレア」を歌います。彼は叔母ジェノアから受け継がれた音楽

DNA を所有しており、より多くの曲を学びたいと熱望しています。ホーアイロナマフカホーアイロナマフカホーアイロナマフカホーアイロナマフカは才能、演奏能力、非常に滑らかな声を持っていま

す。まだ自分が持っている可能性に気づいていないので、それを彼女から引き出せるようにしています。彼女はHIMELEの今後のライブ

ストリーミングハワイアンスチールギターショーケースで、エノサとスチールギターのデュエットを行いルナリロ王とカラチカウア王の両方か

ら受け継がれた歌「アレコキ」を歌います。私のオンラインウクレレクラスの学生として音楽理論を学んおりスチールギターのフレットボード

を理解しています。 

************************************        Introducing Ethan Goore By Teri GormanIntroducing Ethan Goore By Teri GormanIntroducing Ethan Goore By Teri GormanIntroducing Ethan Goore By Teri Gorman        イーサングーアイーサングーアイーサングーアイーサングーアのののの紹介紹介紹介紹介    テリーゴーマンテリーゴーマンテリーゴーマンテリーゴーマン  *************  *************  *************  *************    

ビッグアイランドのコナ側の出身であるイーサングーアは、スカイプ経由で現在アランアカカと勉強している有望な若いスチールギタープ

レーヤーです。現在、17歳ですが、3歳から楽器を演奏し特に4歳でトランペットを演奏しました。彼の父親、ネーザンはベースとウクレレ

を演奏しよく彼と一緒にいます。イーサンは、2019 年にカウアイ島で開催されたスチールギターフェスティバルの 1 つに参加してスチー

ルギターに興味を持ち帰宅して自分のスチールギターを作りました。彼は父親と共にワイキキでのハワイアンスティールギターウィークの

定期的な参加者でありそこでアランアカカにレッスンを受けることになった。彼は毎週スカイプレッスンをアランに受けていてビッグアイラ

ンドでのプライベートパーティーや非公式イベントでのプレーにも招待されています。サンフランシスコで育ったが高校に入学する前に

ハワイに永住しました。現在ハワイ準備学校（HPA）のジュニアで、ハワイの文化と音楽は人生の大きな部分を占めておりハワイ語のクラ

スはお気に入りのクラスの1つです。ハワイ州のスチールギターフェスティバルの重要な使命は次世代のプレーヤーを教育し「採用」する

ことです。 このようにフェスティバルでは著名なスチール演奏者が中学校を訪れデモンストレーションを行うことがポイントになります。 ビ

ッグアイランドに来たときイーサンは史上初の学校訪問をし今では数人の生徒が演奏を始めました。もちろん「古い音楽」が中学生を引

き付けるのに必ずしも最適な方法であるとは限りませんが子供たちはスポンジボブスクエアパンツの音楽からスチールギターを認識して

いることがわかりました。 分かる？ 

************************************************        CLOSING NOTESCLOSING NOTESCLOSING NOTESCLOSING NOTES    訃報訃報訃報訃報        ********************************************************************    

ロンシンプソンロンシンプソンロンシンプソンロンシンプソンへのへのへのへの別別別別れれれれ/2/2/2/2 人人人人のののの海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの物語物語物語物語        フランクデラペナフランクデラペナフランクデラペナフランクデラペナ：：：：ロンシンプソンが 73 歳で最近亡くなったことを報告するのは悲しいこ

とです。ロンと彼の妻ナンシーはジョリエット大会とインディアナ州ウィンチェスターでの AISGC 大会の必須メンバーでした。ロンは常に他

のパフォーマーの話を聞いたりステージでスチールギターを弾いたり他の人とのジャムセッションに熱心でした。大会で何度も話してい

たにもかかわらず、ロンが米海兵隊であったことを知りませんでした。どちらも極東で奉仕し私は沖縄でロンはベトナムのダナンの米軍基

地に駐在し大砲無線事業者でした。もっと早くこのことを知っていたら思い出を共有していただろう。米国の海兵隊員でもあるウォーリー

フェイファーから「親友であり、偉大なスチールギタープレーヤーで、海兵隊員の兄弟でした。私たちはお互いに約 80 キロ離れた場所に

住んでおり、ロンとナンシーは常にペグと私に近くのティキハットに来るように誘っていました。彼らはすべてのジョリエット大会と多くのウィ

ンチェスター大会に出席し、ある年は家族全員をジョリエットに連れて行きテーブル全体を埋めました。」 ポールウィーバーポールウィーバーポールウィーバーポールウィーバー：：：：元 HSGA フ

ォトグラファーのポールウィーバーの死去についても悲しく報告しています。少し前に脳卒中を起こし 2 年間特別養護老人ホームに住ん

だ後、ホスピスケアのために最近自宅に戻ったところでした。ポールは妻の秀子の中に生き残っています。アランアカカから「ポールの死

去を聞いてご愁傷様です。HSGA のイベントやコンベンションで多くの時間を費やし沢山のアーティストやメンバーを記録しました。秀子

さんとお花に心からお悔やみ申し上げます。彼が愛と平和の中で休むように。」ボビーインガノから「あなたと家族に心からお悔やみ申し

上げます。ポールは愛に包まれています、ご冥福をお祈りします。」 
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********************************        Don Keene’s Donation to EthanDon Keene’s Donation to EthanDon Keene’s Donation to EthanDon Keene’s Donation to Ethan    イーサンイーサンイーサンイーサンへのへのへのへのドンキーンドンキーンドンキーンドンキーンのののの寄付寄付寄付寄付  **********  **********  **********  **********    

イーサンは長年にわたって多くの大会で見られたドンキーンのトリプルネックフェンダーの受賞者となりました。リンキーンは「前回のニュ

ースレターで述べたように亡夫ドンキーンはトリプルネックのフェンダーストリングマスターをハワイのスチールギターの有望な学生に寄付

したいと考えていました。HSGAのフランクデラペナ会長がイーサンの父親のネーザングーアと連絡を取るとイーサンのビデオと写真を送

ってきました。ビデオから彼の演奏が非常にうまいことは明らかです。とても素敵な若い男でドンがどの様にスチールギターを始めたか興

味を持ちましたのでドンの CD を 2 枚送ってドンがどんなスタイルのスチールプレイをしたかを知らせました。いつか旅行制限が解除され

たときドンへの思い出としてハワイに行く予定です。そして私もグーア親子と会う予定です。」イーサンは最近、さまざまなチューニングを

模索しているためドンキーンのスチールギターの贈り物は特に役立ちます。トリプルネックのおかげでチューニングをやり直す必要がなく

なり、練習や演奏がさらに楽しくなります。楽しんでください、イーサン、そしてあなたが弾きこなすのを楽しみにしています！ 

************************************************        HSGA DonationsHSGA DonationsHSGA DonationsHSGA Donations    HSGAHSGAHSGAHSGA 寄付寄付寄付寄付        ********************************************************************    

この四半期、素晴らしい寄付をしてくれたメンバーに感謝します。スティールエースのグレッグサルディーナと妻サンディーは一般基金に

100 ドル、奨学金基金に 50 ドルを寄付してくれました。元ニュースレターの配信担当者であるボーバレットが 100 ドルを一般基金に寄付

しました。リンキーンは夫で元 HSGA 理事会メンバーのドンキーンの遺志で 100 ドルを奨学金基金に寄付しました。エバビーチのシニア

ニールシェーニングは、各ファンドに 50 ドルを寄付しました。また、メリーランド州オーシャンシティの多年にわたる寄付者であるビルトム

ソンは、奨学金基金に 100 ドルを寄付しました。マハロ、みんな！次のメンバーは少なくとも 10 ドルを寄付しました： ロバートバックランド

/コロラド州、フランク D.ブランデンブルク/フロリダ州、ピートバーク/カリフォルニア州、テリーキャス/イリノイ州、マーゴ L.クラント/イリノイ

州、デラノ D.クルザン/イリノイ州、ジェスモンゴメリー/ハワイ州、メアリーニュードルファー/ハワイ州、L.ボーグサンドバーグ/ミシガン州、

ドンアンドドナウェーバー/イリノイ州 、リチャードウィルソン/ワシントン州 

****************************        VINTAGE PHOTOS From Tony PlesciaVINTAGE PHOTOS From Tony PlesciaVINTAGE PHOTOS From Tony PlesciaVINTAGE PHOTOS From Tony Plescia    トニープレシアトニープレシアトニープレシアトニープレシアからのからのからのからのヴィンテージヴィンテージヴィンテージヴィンテージ写真写真写真写真    ********************    

HSGA メンバー、あなたの助けが必要です！私は祖父の古いフォトアルバムの 1 つに描かれたハワイアンミュージシャンを特定しようとし

ています。20 代後半から 30 代前半には、シチリアの祖父であるフランクプレシアと彼の友人や親類が、カリフォルニア州サクラメント郊外

の国で非公式の集まりを開くことがよくありました。これらの集まりには、多くのワイン、ビール、スピリッツ、大規模な BBQ レイアウト、祖父

は BBQ の熟練で有名でした、そして時々ある種の娯楽が含まれていました。彼はこれらのパーティーについて私に話しましたが写真を

見るまで、ハワイのミュージシャンが紹介されたことは知りませんでした。ご覧のように、バンドはメタルドブロスタイルのギター、ラップスタ

イルの標準的なギター、ウクレレを使用していました。ええと、当然私はバンドに誰がいてどれが有名なパフォーマーであるかどうか分か

りませんでした。ミュージシャンの一人はラニマッキンタイアに非常によく似ていたので、ヴィンテージのハワイアン音楽の専門家のクリス

ルッペンタールに連絡して教えを請いました。クリスに祖父の写真の 1 つ(1902 年生まれ)の見かけ上の年齢に基づいておそらく 1929 年

から 31 年頃に撮影されたと伝え「その写真は家族の宝物です。Facebook 上のハワイアンミュージックの黄金時代を過ごした誰もがナショ

ナルレゾネーターを左手に持つ男がラニマッキンタイアである事に同意するようです。他のミュージシャンは断定するのが難しいです。彼

らはデッカのレコードに取り上げられる前にカリフォルニアの地元のバンドだったかもしれない。」これらの集まりは通常、サクラメントのす

ぐ北にあるガーデンランドエリアで開催され、雇われたミュージシャンは演奏を終えた後、残りの参加者に自由に飲んで楽しい時間を過

ごすことができました。写真の一部でわかるように、ラニと他のミュージシャンはバンダナの男のように特定の個人とモックラフ住宅でカメ

ラにポーズをとっていることで証明できるようにグループで活発な交流に参加しました。同じ写真でハワイのミュージシャンの 1 人が椅子

の上部を持ち上げ、まるで弦楽器のように撫でているように見えます。一部の写真には非常に美しいポリネシア人の女の子がいます。祖

父の友達と一緒に他の写真で彼女を見たところ、カップルであったことを示唆しています。私は彼女がラニと知り合いでバンドが祖父の

グループとリンクするのを手伝ったのではないかと思います。HSGA 関係者の皆さん、これらをご覧になり、表示されたミュージシャンをご

存知でしたらお知らせください。 ありがとうございました！  [ED：回答は johnely@hawaiiansteel.com までお送りください。 マハロヌイロ

ア！] 

 

 


