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Yoshihiro Harada’s Pan World
Panorama Steel Orchestra

虹色の輝き スティールパン
世界大会で入賞した最高のオーケストラによる演奏がここに！
Facebook にアップされていた動画。そこにはス
テージ上で動き回りながら楽しそうに指揮をして
いる原田さんの姿がありました。
心がわくわくするメロディとリズム！壮大な音。
何度も再生をして、メロディを口ずさんでいまし
た。当時は赤坂の小さなライブビストロでパンの
ライブができるとは予想もできませんでしたが、
キューピッドが彗星のごとく現れ、実現できたス
ティールパン・ライブ。ライブについて原田さんに
お聞きしたインタビュ−を是非お読みください。
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行
っており、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
用意してお待ちしております。

2018 年 7 月 22 日（日）
開場 17:30 開演 18:30 00
円
予約\3000 当日\3500 （税別・飲食代別途）

会場

November Eleventh 1111 Part 2
港区赤坂 3-17-8 都ビル 2F
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

マーサメリー （以下 MM）： パンに出会っ た
N Y。どのように 出会ったのでしょうか。
原田：1 98 9 年 N Y のタイムズス クエア前、ブ
ロードウエイ のチケット売り場の近くで 、夜一
人でテナーパ ンを演奏している人がいま した。
その人が誰だ か分りませんが、その音が 自分に
とって生ステ ィールパン初体験で、都会 の中で
響く音という のが自分のパンの原点です 。パン
の音を初めて 生で聴いた瞬間に、自分が これか
らやってゆく事 全て、今現在やっている事 まで
全てのサウン ドが頭に湧きました。大体 そのイ
メージ通りに 生きています。

MM : ライブで嬉し い瞬間は？
原田：思考がなくな り、自分がただ音になった 瞬
間です。そういう時は 自分達もお客さんも同じ感
覚になってる と思います。いえい！です ね！

MM : パンの夢！が ありましたらこっそり教え て下
さい。
原田：世界中の人に 自分の曲を弾いて貰いたい で
すね。あと、 ソロがライフワークです。 イタリア
のコロッセオ かギリシャの討議場でソロ を録りた
い！

MM : パンを色で例 えるならば何色？
原田：虹色です。全 ての音には色があるのです
が、パンはひ とつの音を鳴らすと楽器全 体が鳴
り出します。 あたかも全ての音が響いて いるよ
うに。全ての 音があるから虹です。

MM : パンの魅力と は！
原田：やはりその独 特の音色だと思います。一
人で弾けば美 しい響きで最高に気持ち良 いで
す。これひと つあれば何所でも楽しくな れる。
また、大勢で 弾いたら今度は熱狂的に気 持ち良
い。1 0 0 人以上のステ ィールパン・オーケスト
ラで、プロも アマチュアも同じ目線で一 緒に音
を出せる事が 、パンの特に素晴らしい特 徴で
す。

MM : ライブの見所
原田：Pa norama Ste e l Orchestra は世界大会で
入賞を果たし た最高のオーケストラです 。皆素晴
らしいプレイ ヤーで、様々な種類のパン を駆使し
たダイナミッ クな演奏が見られます。と ても面白
いです！

MM : では、聞き所 は？
原田：世界大会で入 賞した壮大なオリジナル曲 か
ら、情景的な 曲まで、スティールパンと いう楽器
が持つ表現力 は本当に素晴らしく、熱く 、楽し
く、そして美 しい、心揺さぶるダイナミ ズムとサ
ウンドです。 浸って踊って楽しんで頂き たいで
す。

MM : リハで大事に していることは？
原田：フィーリング です。皆に曲を説明する時
に様々な言葉 を使う時があります。それ は日々
の情景だった り物の形や温度や手触りだ ったり
様々です。ま た全く説明無しに一人一人 自由に
感じるままに プレイしてもらう曲もあり ます。
はい曲弾きま した、それで？では音楽じ ゃあり
ません。オー プンマインドで音を出せば 必ず何
かが生まれま す。そのサムシングを感じ ること
が大切です。

MM : 今までで印象 に残ったライブは？
原田：2 00 7 年のフジロッ クですね。フィール
ド・オブ・ヘ ブン・ステージで入場制限 が出ま
した。その時 の Zulu C ha nt という曲のピ アニ
ッシモ部分で 、バンドがアクションを付 けて屈
んだら、つら れて 5 00 0 人の皆がザー ッと一斉
にしゃがみ、 圧巻でした。そしてその直 後の爆
発はすごかっ たです。最高でした。

MM : 皆さまにメッ セージを！
原田：赤坂にパンを 響かせます。盛り上がり＆ 大
満足、間違い 無しのライブ！
ぜひ聴きにい らして下さい！

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。November Eleventh は音楽への愛情が
いっぱい込められた Live Bistro です。
きっと、とびきり楽しいライブになります。是非いらしてくだ
さい。感謝を込めて。
(有)マーサメリー Masako Yasutake masmary.com

