つた ときに、 「あっ、なんかファドみたい ノ」 って思 うん
ですけ ど (笑)。
濱田 で も、お声 の質が本当にファ ドらしいですね。音域
が低 めの声 で い らっ しゃるか ら。やっぱ リファ ドは、そ
のほ うが いい ん じゃないかなあ。 アマ リアなんかは、思
いのほか高 い声 出てましたけ どね。
月田 高 いんだけ ど、高 く思わせないんです よね。
漬田 フラメンコの人 もそ うなんです。実際には高 い音域
で歌 ってるんです よ。それが 高 く聴 こえない とい うのが
不思議 で しょうがない。
月田 あれは何 なんで しょうね ? 響かせ方で しょうか。
アマ リアさんの、顎 を上げる歌 い方が、私 はす ご く好 き
で したね。天 に問 いかける感 じで。 ファ ドは、 生の声 "
が い ちばん魅力 的だ と思 うんです。 これ言 う と墓 穴掘 っ
ちゃ うんですけど (笑)、生で歌 う、生で聴 ける、等身大
で聴 ける…… とい うのが、 ファ ドの魅 力 なんです。だか
ら私 も、原点 とい うのか 、小 さな ところでの ライヴ活 動
も無視 した くないんです。
濱田 ご 自分でポル トガル ・ギター は弾かれないですか。
月田 テ ンションが とても高い し、手が痛 くなっちゃって。
先 日初めて、 ヴィォラ (ギター)を しょって、行脚みた
い なことを (笑)し てきたんですけれ ど。
濱田 弾 き語 りもなさるんですか ノ
ボロン"、か ブンチャ 。ブンチャ"だ けです (笑)。
月田
濱田 ポル トガル ・ギターその もの も、 もうち ょっと普及
して くれるといいんですけ どね。
月田 そ うですね、今度カルロス を呼 んだ ときにで も、 ワ
ークショップがで きたら、 と思ってるんですけど。
濱田 いい ですねえ ′ 演奏 もち ょっ とやって くだ され

く時間がかかる人間なんです。今 レパ ー トリーが 1 0 0 曲近
くあ りますが、覚 えたか らってす ぐ歌 って もファ ドには
な らない。何年 もず っ と歌 い続 けて い かない と、 あのズ
レが 出て こないんです よね ( 笑) 。
濱田 これか らズ レていただいて ( 笑) 。ギ タリス トもほ
しい し、聴 き手 も養成 しない とい けないですね。私 ども
も、 いい意味で の啓蒙 とい うか、 ファ ドって こ うい うも
のなんだ よ、 とい うことを、 もっ ともっ といろいろ なと
ころで言わない といけないなと思 い ますね。
月田 私 も、歌 い続けますので。
濱田 はい ′ ご無沙汰ばか りしてて悪 い ファンですけど
も、今後 ともよろし くお願 い します。

幻

ば、聴 きに くる と思 うなあ。 ファ ド ・ファンって、そん
なに少 な くはない と思い ます よ。 月田さん のフ ァンクラ
ブとい うか、 『ファ ド倶楽部』 には、かな りの数 の方が い

FADO NOCTURNO(夜
ド)2005
オフィス クレッセント

のフア

らっしゃい ますで しょう ?

HT‑2005

まあ、今の ところ500人 ぐらい…… ただ、情報が行
き渡 らない、 とい う感 じはあ ります。 もう少 し自分の声

たそがれにこそ (SO A NO TINHA)、 蜜
の恋、苦い恋 (AMOR DE MEL,AMOR
DE FEL)、 我力ヽいのリシュボア(M NHA
LISBOA DE MIM)な
ど 16曲 を収録。月
田秀子ホームページから注文できる。
http://www fadojp/
TEL&FAX:03‑3458‑9806
emali cdonine@fado jp

月田

が届 けばいい んですけ ど、周 りにい る人 に ぐらい しか発
信で きないですね。
『ファ ド倶楽部』の会報は、毎号送 っていただ きま
す よね。

漬田

月日 読 んで くださってるんですか、あ りが とうござい ま
す。本 当は1通ず つ宛名 も書 きた い し、一筆書 きたい し、
と思 いつつ 、 ダイ レク ト ・メールの ラベ ル貼 って ます。
で も私の自己主張は、料金別納 じゃな くて、記念切手 を1
枚ずつ貼 ってます (笑)、 とい うことなんです。
濱田 ご無沙汰 していて も歌 って らっしゃるご様子がわか
って、 とて もあ りがたかったです。ゃ っぱ り、唯一 無 二
の存在でい らっしゃるか ら。
月田 私 は非常 に不器用 な歌 い手 で、1曲 覚えるのにす ご

コンサー ト・
FANTASIA DE AMALiA‖
With力 Jレ
ロス ・ゴンサ,レ
ヴェス
10月 29日 (日)静 岡 ・島田 宮美殿
11月 1日 (水)新潟 。だい しホール
11月 3日 (金 祝)大 阪 中ノ島 ・大阪市中央公会堂
11月 4日 (土)東 京 。新橋ヤクル トホール
11月 フ日 (火)鹿 児島 。みなみホール
11月 9日 (木)名 古屋 ・愛知芸術劇場
(問)033458‑9806(月
田秀子ファ ド倶楽部)
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