
ＲＣＣドラム教室の夏の

恒例行事「第３５回夏期

研修会」が８月の８日～

１０日に行われました。

会場は“ハンターマウン

テン塩原”（栃木県那須

郡）。ここでの研修会も

既に４回目になりました。標高 1,200mの高原でのドラム三昧

の３日、１００余名の参加者の皆さんは、それぞれ成果を上げて

いました。

今回も内容が盛

りだくさんでし

た。レッスンに

関しては各担当

講師よりの所見

をいただいてい

ますので、その

他の幾つかをご紹介します。

まずは、初日（８／８）

到着後の各担当講師の紹介を兼ねた講師によるドラムアンサンブ

ル。初めての試みでしたが、普段、講師陣の演奏を聞く機会ってあま

り無いですよね。特にドラ

ムアンサンブルとなると滅

多に見られる（聴ける）モノ

ではないので好評でした。

また、もう一つ、今年から

の試みとしては、ドラムバ

トルチャンピオンシップの

予選が点数札方式になり

ました。こちらもスムーズかつ明朗な審査が好評で、審査にあたっ

た各講師の趣味（？）も露わになって、楽しかったのでは。

中日（８／９）

恒例の猪俣校長によるクリニック

も充実の内容で、最後の

ドラムソロは圧巻でした。

恒例のドラムバトルチャ

ンピオンシップ決勝では、
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第７号

第 35回�RCC夏期研修会
弱冠１７歳の山田哲之君がチャンピオンに！

最終日（８／１０）

３日間の総仕上げのコンテスト／発表会。ドラマーばかり

１００余名の前で演奏する機会はここ以外ではまずないで

しょう。何とも言えな

い緊張感の中、別記（３

頁）のとおり各賞受賞

者が決まりました。今年のグ

ランプリは坂庭淳太君。

各科の担当講師からの所見

を紹介します。

初等科� 澁谷健司

今年も初参加の生徒が多かった初等科。前日からドキドキして

眠れずに参加した人もいたと思います。

まず、着いて早々全

講師による課題曲の

模範演奏。担当講師

のみならず、RCC講

師陣総出でのドラム

アンサンブルは、さ

すがプロ！！

演奏はどんどん盛り上がり、会場もヒートアップ。いつも通っ

ている先生

方の素晴ら

しい演奏が

見れて皆さ

んの気分も

上々だった

と思います。

レッスン会

場 に 移 り、

早速レッスン。今回の譜面は猪俣先生作の「MOVEMENT�

Part2」。移動と 1拍半のフレーズがポイントです。特に

１拍半での移動には最初手こずっていた人も、３日目の

コンテストにはかなりできるようになっていました。

２日目、前日のドラムバトル予選で気合も上昇する中、

点数札方式になったバトル予選

クリニックを締めくくる
猪俣校長のドラムソロ

ドラムバトルチャンピオン

山田哲之さん

グランプリ

坂庭淳太さん

初等科アンサンブル賞

磯崎賢市さん , 武田初輝さん , 安田森さん , 角田一也さん



「ファンキーにスパークして」と言ったアドバイスを受け、時

に歌ったり踊ったりしながら、内容の濃い研修が繰り広げられ

ました。

参加の全員が、格好

良く「ファンキーに

スパーク」すること

が出来たことと思い

ます。

中等科 Jazz�Beat� 関根克之

JAZZ 組の曲は SEQUENCE。この曲のテクニック的なテーマ

はH.H レガート＆４WAY＆スティック・トゥ・スティック ,

リムショット、、といろいろ�ありました。ここら辺がとまどっ

ていたのでは？

一日目の黒田先生にそこら辺のニュアンスを徹底的に指導さ

れ、皆、勉強になっのでは？「H.Hレガートを聞けばそのプレー

ヤーがどれだけ JAZZ を叩けるかわかる、、」の、猪俣先生の言

葉どおり、こ

こか難関でし

たね。皆、大

変興味を持っ

て臨んでくれ

ました。さす

がに３連符の

移動は全員

オーケー（ゆっくりなら、、）ここら辺は講師も楽でしたね。

で、２日目には各グループごとにアレンジ＆自習でしたね。

講師がちょっと休憩してるあいだに、猪俣先生の特別レッスン

があったらしく、この後見にいっ

たら、一回りも二回りも良くなっ

ていました。さすがです。

私は各グループごとの自習はたい

へん気に入ってます。このクラス

くらいのレベルなら自分達でいろ

いろ考えてやってみる、、って姿

勢は大事だし、サマー�キャンプの

醍醐味のような、、。

ただ、与えられた譜面だけで

はなく積極的にいろいろな事

を講師に聞いてください。

あと、JAZZ はやはりいろん

なＣDを聞いて勉強しましょ

う！少し背伸びでもいいじゃ

ないんですか！

これから高等科を目指す人達

なんでそこらへんは是非、猪俣先生のCDを聞いたり、スペー

ス Z（RCC 本部にある Live�Space）に足を運んでライブを見
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譜面も一通り終え各グループでの仕上げ。講師のレッスン内容

もより濃いものに・・。今回の課題で一番てこずったのは２小

節のアドリブ・ソロだったのではないで

しょうか。アドリブ・ソロってなに？何

をすればいいの？と思った人もいるので

は？ソロに限らず、今回の「MOVEMENT�

Part2」はドラムアンサンブルであり、

“曲”です。曲を

演奏し音を楽し

む。つまり“音楽”です。譜面の１箇所

にとらわれず、全体の流れを把握すれば

曲を理解できると思います。

「MOVEMENT�Part2」のフレーズ１つ

１つが、ドラムを学ぶうえで最も大切な

基礎であり、また即実践でも使えるもの

です。「譜面は叩ける！」という人も、自分のプレイの糧とな

り音楽での糧となるよう、より研究してみましょう！そして

来年は、テク

ニック面だけ

でなく、音楽面

での向上を目

指し、中等科

でお会いしま

しょう！

中等科 16�Beat� 横川 彰

今年の中等科 16Beat の課題曲は渡辺範雄先生の書き下ろし

「Funky�Spark�!」。この曲がカッコイイ！！でも難曲。

16分音符の裏にアクセントやＨＨオープンがあったり、それら

を絡めた１拍半フレーズなど、、、研修会前には、「全員は出来な

いかも、、、

場合によっ

ては部分ゝ

省 か な い

と 駄 目 か

なぁ」 と

言った意見

も出た程で

した。

いざ、研修が始まったら心配はなんのその、手こずりながらも

結局は全グループ

省略なしで演奏し

ました。

どのフレーズを

とっても即実践で

使えるモノばかり

で、 渡 辺 先 生 の

初等科�優秀賞

田中結依�さん

中等科 16�Beat アンサンブル賞

飯野卓広さん , 浜野祐多さん , 青木啓史さん , 本田学さん

中等科 16�Beat� 審査員賞

橋口弘幸さん , 川田靖さん

中等科 Jazz�Beat アンサンブル賞

加藤勲さん , 金子裕美さん , 岩崎貴俊さん , 鈴木岳さん

初等科�審査員賞

安藤美菜�さん

中等科 Jazz�Beat� 審査員賞

佐野�充�さん

中等科 Jazz�Beat� 優秀賞

堀井大明�さん
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ましょう！ アドリブソロはそうやっ�て音楽していかないと

（？）なかなか良いヤツは叩けないよ！

高等科� 高垣 薫

高等科の昨年までのレッスン場は天井が高く、音がバンバン跳

ね返るという劣悪

な環境。やむな

く初等科、中等

科の部屋を間借

りするという状

況でした。しか

し今年は新しい

レッスン場（すぐ隣の建物）が見つかり、やっとジプシー状態

から解放さ

れて落ち着

いてレッス

ンをするこ

とが出来、

生徒も講師

もひと安心

といったと

ころです。

さて今年の課題曲は猪俣先生書き下ろしの「HANTAMA�2004」

前半は速いテンポのジャズ

ビート、そして後半はアフロ

キューバンにリズムが変わり、

そのまま最後までなだれ込む

という曲に、例年通り自分た

ちでアレンジを加えるという

ものでした。

譜面を見た限りでは音数も

少なく、それ程難しくは思

えませんでしたが、バウン

スとイーヴンの両方、しか

もとても速いテンポキープ

という厳しい条件に最初は

少し戸惑っていた生徒諸君

でしたが、そこは流石に高

等科。３日目のコンテストには全組

が仕上げて来たのには感心しました。

アンサンブル賞は本当に紙一重、賞

を取ったグループはラッキーでした。

個人的にはセクシーマーメイドに何

か賞をあげたかったのですが・・・

猪俣先生もおっしゃっていましたが、

今年のレベルは高かったと思います。

初等科、中等科の目標になるように

これからも頑張って

下さい。

第 35 回 RCC 研修会 各賞 受賞者
グランプリ 坂庭淳太 伊藤楽器 船橋

優秀賞
 高等科 木下晋之介 本部・長谷川楽器

 中等科 Jazz 堀井大明 伊藤楽器 船橋

 中等科 16beat 該当者なし 
 初等科 田中結依 伊藤楽器 船橋

特別審査員賞
 高等科 村尾 聡 本部

審査員賞
 中等科 Jazz 佐野 充 大野楽器

 中等科 16beat 川田 靖 伊藤楽器 船橋

  橋口弘幸 大野楽器

 初等科 安藤美菜 スガナミ 町田

アンサンブル賞
 高等科 村山史明 ヤマハ王子センターＯＢ

  三木洋介 柏屋楽器 浦和

  木下晋之介 本部・長谷川楽器

 中等科 Jazz 鈴木 岳 ヤマハ駒込センター

  金子裕美 宮地楽器 立川

  加藤 勲 本部

  岩崎貴俊 アミ厚木

 中等科 16beat 本田 学 島村楽器 新所沢

  浜野祐多 柏屋楽器 浦和

  青木啓史 川上楽器

  飯野卓広 本部

 初等科 磯崎賢市 スター楽器 蒲田

  安田 森 スター楽器 小杉

  武田初輝 多田屋 稲毛

  角田一也 スター楽器 蒲田

ドラムバトル チャンピオン
  山田哲之 宮地楽器 小金井

高等科�アンサンブル賞

木下晋之介さん , 村山史明さん , 三木洋介さん

高等科�特別審査員賞

村尾�聡�さん

高等科�優秀賞

木下晋之介�さん

研修会に参加した皆さん、お疲れさまでした。今年、参加出来なかっ

た生徒さんは、来年こそ、是非参加してくださいね。

ちなみに、来年の研修会は『ハンターマウンテン塩原』で８月１日～

３日の予定です。日程が今年と異なりますのでご注意を！

“セクシー･マーメイド”？の面々



RCC�NEWS No.7� 2004.10.25

4

RCC�NEWS では、皆さんのコンサート , ＣＤなどの情報をご紹介いたします。掲載希望の方は、ご遠慮

なくお知らせ下さい。（紙面の都合などで掲載できない場合はご了承下さい。）
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 店名 レッスン日 担当講師名 電話 所在地

 ＲＣＣ本部教室 月～土 猪俣猛,関根,稲垣,横川,猪俣(優) 03(3822)4170 北区田端

 島村楽器錦糸町店 火,金 伊藤,黒田 03(5600)3888 墨田区江東橋

 プロフェッショナル・パーカッション 木 高垣 03(3314)6811 杉並区高円寺南

 宮地楽器神田センター 火,水,金 多々良,渡辺 03(3255)2757 千代田区神田小川町

 ヤマハミュージック荒井 木,金 島村,関根 03(3902)5411 北区赤羽

 ヤマハ王子センター 月,火 田口,窪 03(3914)2794 北区王子

 ヤマハ駒込センター 水,木 黒田,田口 03(3940)6086 豊島区駒込

 ミュージックワダ 水 窪 03(3425)5152 世田谷区宮坂

 宮地楽器サウンドパル小金井店 火,金,土,日 渡辺,小出,高垣 042(381)3331 小金井市本町

 宮地楽器サウンドパル立川店 月,火,土 河野,西川,島村 042(524)1313 立川市錦町

 スガナミ楽器アネックス 月,火,水,金,土 島村,高垣,窪 042(726)0311 町田市中町

 スガナミ楽器多摩店 火,木,金 山本 042(375)5311 多摩市山王下

 スガナミ楽器相模原センタ－ 月 高垣 042(757)0806 相模原市相模原

 スター楽器小杉センター 水 関根 044(722)6396 川崎市中原区

 川上楽器溝の口店 月,水,木,土 渡辺,島村 044(822)6242 川崎市高津区

 厚木楽器アミ厚木 日,金 窪 0462(22)3473 厚木市中町

 長谷川楽器店駅前センタ－ 水 渡辺 0467(85)9835 茅ヶ崎市幸町

 島村楽器KN本八幡店 木 小出 047(321)2215 市川市八幡

 島村楽器野田ノア店 火 寺岡 0471(25)8433 野田市中根

 島村楽器津田沼店 木 黒田 047(478)5999 船橋市前原西

 多田屋ミュージックプラザ 日,火 渡辺,田切 043(287)1411 千葉市稲毛

 多田屋茂原センター 木 伊藤 0475(23)5411 茂原市高師町

 伊藤楽器船橋店 日 田切 047(431)0111 船橋市本町

 伊藤楽器北習志野センター 金 田切 047(465)0111 船橋市習志野台

 伊藤楽器松戸センター 火,木,土 関根,田切 047(368)1161 松戸市松戸

 柏屋楽器川口店 土 山本 048(257)1411 川口市幸町

 柏屋楽器浦和店 日,月,火,土 黒田 048(822)5391 さいたま市浦和区仲町

 柏屋楽器大宮センター 月 関根 048(642)2637 さいたま市大宮区下町

 島村楽器川口グリーンシティ店 月 山本 048(287)2444 川口市根岸

 島村楽器新所沢店 火,水 小出,板垣 042(998)8255 所沢市緑町

 大野楽器MACS 火,金 大野 0489(86)8686 越谷市南越谷

 島村楽器大宮ロフト店 金 多々良 048(648)6660 さいたま市大宮区宮町

 島村楽器水戸店 金 伊藤 029(233)2121 水戸市宮町

 島村楽器勝田店 月 板垣 029(272)6969 ひたちなか市春日町

 益原楽器栗原センター 火,金 岸田 0848(23)7100 尾道市栗原西

 スガナミ楽器府中センター 水 岸田 0847(45)7884 府中市元町

 スガナミ楽器神辺センター 木 岸田 0849(63)0949 広島県深安郡

 寿美音楽教室 月 岸田 08472(2)0185 広島県世羅郡

 島村楽器岡山 LOTZ 店 木,日 清藤 086(226)8111 岡山市中山下

 Studio J  伊藤 043(293)2861 千葉市緑区

 つのぶえ音楽教室 土 横川 049(255)0909 埼玉県富士見市

 アイ音楽教室  板垣 048(874)0147 さいたま市緑区中尾

 Music Factory ARK  芥川 0467(74)8888 神奈川県高座郡

 ホットハーツ・ドラムスクール  清藤 086(448)2677 倉敷市連島中央

 スタジオ ザ ブーン  清藤 0866(93)9781 岡山県総社市

東
京

神
奈
川

千
葉

埼
玉

茨
城

中
国
地
区

 ヨーク・カルチャー・センター 日 河野 048(645)7125 さいたま市大宮区吉敷町

 スター楽器池上センター 火 島村 03(3755)2131 大田区池上

 スター楽器蒲田店 月,木,金 芥川 03(3738)1313 大田区蒲田

新開講！
ドラマーの為の

アンサンブル講座
本部教室

月２回（水曜日）

講師：秋元公彰


