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盧佳世（のかよ）
神奈川県川崎市出身。日本国籍に生まれ
るが、自分のルーツを隠さずに生きてい
きたいとの思いから、両親（父１世、母
２世）の祖国である Korea の姓「盧」を
名乗り始め、'95 裁判により戸籍名として
「盧」を取得する。
'96 より、在日 Korean オペラ歌手、田月
外かんだ織鏡
仙（チョン ウォルソン）氏の指導のもと
Korea 歌曲を中心に歌う「東京セパラム
声楽の教育も受ける。
合唱団」で歌い始める
高校卒業後はカナダへの音楽留学を行い、ピアノマスターコー '05,11, 念願の CD1st アルバム「マウム〜こころ〜」をリリー
ス、作曲法を学び、帰国後はタレントとしてデビュー。コーラ ス！
スグループ “スリーバブルス” を経て、
その後もシンガーソングライターとして、次々と新曲を生み
クラウンレコード、CBS ソニーからレコードもリリースされる。 出している。現在、多くの友人知人やファンの温かなまごご
その後ハリウッドへ歌手として渡米し、チセ / レコード ( 現在 ろと応援に支えられて、活動の場が広がっている。あらゆる
のモータウン ) からレコードリリース。全米ツアー・テレビ出 暴力 ( 戦争・差別・DV・事故 ) に、あきらめずに立ち向かう
演などの後に、文豪「ヘンリー・ミラー」と結婚。結婚後もア 勇気” を持つこと。社会的弱者・少数者・暴力の被害者・障
メリカ音楽家協会に所属し、弾き語り演奏を続ける。
害者・AD/HD・アスペルガー・AC・鬱 ( うつ )・etc.、人
80 年ごろから LA と東京でナイトクラブを経営し、芸能活動
にはなかなか分かってもらえないものを抱えながらもガン
から距離を置く。最近では、“即興プレイは老体に好い” とスー バって生きてる人たちの、応援歌を創り、歌っていきたい ・・・
パー色ジャズ（正道と少し違う）の弾き語り（フリーハンドピ 神田香織とは国鉄闘争団のイベントで共演してからの付き合
アノ演奏）の仕事を再び始め、ディナーショー、トークショー、 い
KAZUKO BABA
ジャズライブ等に出演している。
四国・香川県丸亀市に生ま
神田香織とは、横浜の JAZZ フェスティバルで共演、その後
れた。３歳から音楽を学びは
ライブに出かけるなど親交を府かけた。会場のお客さんからは
じめ、絶対音感を持つなど早
神田香織とホキ徳田の組み合わせに驚かれた方もいたが、リク
くから音楽の才能を示した。
エストに応えセコイキーボードにもかかわらず楽しい演奏を披
音楽科に進学しクラシックピ
露してくれた。
アノを専攻したのちプロとし
李祐凪（りゆな）
て活動を始めたが、やがてジャ
朝鮮伝統楽器奏者 カヤグム（伽
ズに傾倒。ジャズピアニスト
耶琴）は、ツメをつけずに指で
として高松市にあるライブハウスと長期的な出演契約を結
弦をつまびく韓国の琴です。日
び、国内外の多くのミュージシャンたちとセッションを重ね
本にも奈良時代に新羅から伝わ
頭角を現した。
り平安時代まで貴族の間で盛ん
1997 年にニューヨークに渡り、ニュースクール・ユニバー
に演奏されたようです。一門会
シティにてピアノと作曲を
Michele Rosewoman と
のゲストで演奏 日本の琴とは
Joanne
Brackeen、アンサンブルと作曲を
Buster
おもむきの違った音色に初めて
Williams
に、アンサンブルを
Chico
Hamilton
と Jimmy
聞く方も多く、その独特の調子（チャンダン）に興味を引かれ
Owens
に学んだ。
1999
年の卒業後もニューヨークに在住し、
たお客様も多く、演奏後いろいろ質問されていました。民族衣
Reggie Workman, Leroy Williams, David Williams,
装のチマチョゴリを身にまとって演奏される姿に魅了されまし
Pheeroan akLaﬀ, Gene Jackson, 井上智 , 井上陽介等と共
た。
演。2002 年に Playscape Recordings からファーストア
国鉄闘争団との付き ルバム "ai" をリリース、2006 年にはセカンドアルバム "I"ll
Keep Loving You" を What's New Record よりリリース
合い
国鉄がＪＲになる した。2010 年にはサードアルバムを発売予定。
前の半年間、分割民 神田香織とは、「ビリーホリデイ物語」で共演
営化反対の講談「人
「人材活用センター訪問
材活用センター訪問
記」から２０年
記」で、私が全国を
国鉄闘争と連帯する神田
走り回っていたこと
香織の書き下ろし新作講
を。その後、事情が
談
あって子どもを連れ
講談でひろげます連帯の
て実家へ出戻りまし
輪 真心を込めた書きお
た。今からもう十三年も前のこと…。子どもの成長とともに再
ろし台本
び東京へ戻って５年目です。
ふるさとの皆さんはとても優しく、私によりそってくれまし
忠臣蔵には銘々伝といっ
た。その時、味方がいるってどれだけ力強いか、身をもって体
て
験しました。そして闘争団の情報に接する度に、田舎にいて共
四十七士ひとりひとりの
同倶楽部の買い物以外、何もお手伝いできない自分を情けなく
物語りがあります。
思っておりました。そんな折、２０数年を経てやっと解決の兆
千、四十七士にももちろ
しが見えてきました。長く
ん一人一人の涙と
苦しい生き方を強いられた人々の物語、そして貧困格差の現代
笑いの物語りがあります。
を生きる我々損な中で
千、四十七士の銘々伝よ
「千四十七士 国鉄労働者義士伝（ぽっぽや）」が生まれました。
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ホキ徳田
『 日本最高齢！？ 元気なピ
アノ弾き語りプレーヤー 』
米国の文豪故ヘンリー・ミ
ラー夫人としても有名なピア
ニスト・ジャズ歌手。
3 歳の頃からピアノを始め、
絶対音感の教育を受け、10
歳からはチャペルセンター
クワイヤコーラス隊に入り、

時とがミ瞬余とてもス教きんいもごお西
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講談教室第５期受講受付中（途中参加可）

