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虹色の輝き スティールパン
インタビュ ーは愛についてお伺い い
たしました 。
こんなふう に愛を感じ取っている 原
田さんの音 楽と彼のオーケストラ 。
たくさんの 方々にその音色を聞い て
いただきた いです。
きっと心に 虹がかかります。

2019 年 5 月 12 日（日）
OPEN 17:30 START 18:30
予約 \3000 当日 \3500 （税別・飲食代別）
24 時間メール予約
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会場 November Eleventh 1111 Part 2
港区赤坂 3-17-8 都ビル 2F

オーナーはミュージシャン・作曲家の宇崎竜童、作詞家の
阿木燿子夫妻。1996 年より様々なジャンルのライブを開
催。オーナー試食のもと旬の食材を使ったメニューやライ
ブイメージの特別料理、ソムリエ厳選のワインもご用意し
ております。

電話予約 03-3588-8104 (13 時〜１８時月曜定休)
千代田線赤坂駅、銀座線丸の内線赤坂見附駅下車
徒歩５分

risingdragon.jp

MM: 原田さん、こんばんは! 今回は 2 度目の登場
ですね！ よろしくお願い致します！
原田（以下原 ）：よろしくお願 いいたします！
昨年 7 月に初めて PANORAMA STEEL
ORCHESTRA（ PSO）でライブや らせてもらっ
たのですが、 お店とお客さんの雰囲気が 最高
で、とてもい いライブができました。あ の時僕
はちょうど交 通事故に遭った直後で、脳 も体も
不調で背中に はコルセットしながらライ ブをや
りました。で も、今回は体も治りコンデ ィショ
ンも良くてま た楽しみです！
MM:今回のインタビュー、愛についてお伺いしちゃ
います。 中々一言では表現しにくいと思います
が、原田さんは愛と言う言葉からどのようなことを
連想されますか？
原：愛ですか！難 しいですね。愛って色々な 姿
がありますが 、僕はエネルギーだと思う ので
す。これは激しく燃え 上がるようなのもありま
すが、愛の強 さとは心の奥で静かに燃え 続ける
消えない炎の ようなものだと思うのです 。これ
はまるで命の ようなものです。命とは生 きる限
りただ生きよ うとするものです。愛はそ ういう
ものだと思う のです。諦めても終わって も消え
ない不思議な もの。命のようなものです 。それ
は自分が音楽 で表現しようとしている事 でもあ
ります。
MM:愛の反対語は何でしょうか？
原：よく言われま すがたぶん無関心でしょう 。

MM:またその理由もお聞かせください。
原：無関心とはそ こに生きて存在しているも
の、その存在を無 いものとする行為です。こ れ
は心のどこか に嘘が無いとできない行為 です。
嘘とは心の底 から聞こえるとても小さな 声を無
視するという 行為です。それは命に嘘を つく事
なんです。音 楽にとっては心が発してい る聞こ
えないような 小さな声を聞き取る事がと ても大
切だと思いま す。
MM:自分が愛を感じる瞬間は?
原：恋愛はもちろ ん、子供達の感性と触れ合 っ
た時や、何か 不足した人と自分が持って いる何
かを分かち合 った時。陸の見えない電波 も通じ
ない太平洋の ど真ん中でイルカやウミガ メに会
った時。ライ ブでは共演者やお客さんと の間に
愛が働いて大 きなエネルギーが生まれて いま
す。あとうま く言えませんが作曲してい る瞬間
には神や宇宙 の愛を感じます。しかし愛 は行為
として現れる ものなので、実は愛の瞬間 には自
覚はないもの です。離れて思った時に愛 はより
感じられるの かもしれません。
MM:.今回のライブの見所は?
原：今回は自分は コルセットをしないで演奏 し
ます（笑）。 スティールパンは色んな種 類の楽
器があり見る 楽しさもあります。

原田さんのソロ演奏では、会場が静まり返りました

今回は６パー トで演奏します。各楽器の 演奏とダ
イナミックな 動きを間近に見て楽しんで頂きたい
です。あと PSO のリズム隊は スペシャルです。
それぞれがソ ロ活動している彼らも注目です 。
MM:では、聴きどころは？
原：PSO はフル編成で 50 名位になります。今回の
ような小編成ならではの演奏や楽曲のディテールが
聴きどころです。完成度を増した世界大会入賞曲の
「火の鳥」、あと、私達らしいスピリチュアルな
「知らせの鐘」、パンのコミュニティーの家族的な
暖かさを表現した「Pan Yard」も素晴らしいです。
PSO は７０曲以上レパートリーがあります。ハピネ
スは毎回 Max です！赤坂に再びスティールパンサウ
ンドを響かせます！
MM:皆さんにメッセージを！
原：日本が世界に 誇る最高のスティールパン オー
ケストラです 。盛り上がること間違いな し！是非
体験してくだ さい！！是非お越し下さい ！！！

音楽は時に人に力を与え、心を弾ませ、時に慰め癒すパ
ワーを持っています。そんな豊かな時間を作りたくて、
November Eleventh で企画・ブッキングのお手伝いをさせ
て頂いています。自信を持って推薦するパノラマ・スティ
ール・オーケストラ。こんなに近位距離で演奏を聴ける機
会は滅多にありません！是非いらしてください。
マーサメリー 安武真佐子

