小馬崎達也 (guitarist・久乗編鐘奏者・作曲)
TATSUYA KOUMAZAKI

八ヶ岳山麓在住。
自然の持つエネルギー、
そして世界各地の民族音楽との触れ合いを元にした創作活動。
西洋弦楽、
日本伝統楽器、
アジア伝統楽器、
仏教音楽(天台寺門聲明、真言聲明、天台聲明、浄土聲明)、
アンデス民謡、
バリ民族音楽、
中近東音楽、
舞踏などと共演。自分の中から生まれた音、
これまでに培った
西洋の音、
新たに体験した民族の音、
そして自然との融合の音を目指す。
'91年より小馬崎達也＆PANGAEA＜パンゲア＞を主宰し活動を始める。
奥会津の三島桐を使いギター製作家の小林一三氏が作った桐ギターを使用。
故郷、高岡銅器で作られた中国の古代楽器編鐘を復元した久乗編鐘（山口久乗製作）を使用。

略歴
1961.5.14 富山県高岡市に生まれる。
1996. ヨーロッパ公演 6都市12公演を初めて行う。
Poland Wroklaw Bydgoszcz、France Paris、Switzerland Luzern, Germany Nurnberg、England Brockwood Park
三井寺天台智者大師千四百年役行者神変大菩薩千三百年御遠忌慶讃法要 天台寺門聲明と小馬崎達也パンゲアコンサート
1997.
ヨーロッパ公演をFebian Reza Pane、Miroslaw Rajkowski、十世と10都市12公演をと行う。Hungary / Budapest 、
Germany /Nurunberg , Berlin、France / Paris 、Poland / Klodzko, Opolea, Klodzko, Opole, Wroclaw, Lodz、Italy / Firenze, Roma
1999.
New York (USA). Lima. Cusco. Matyupityu. Puno (Pelu). Santa Cruz. La Paz (Bolivia).
Naiagara Falls (Canada) .へ渡米し
「アンデスの風〜遥かなる旅路」製作。
国際交流基金助成事業 Italy Roma日本文化会館、Bulgaria日本大使館にて小馬崎達也PANGAEA公演。
2000.
Indnasia Bali "Dharma Shanthi"と共演、
「神々の響き」Spirits Vibretion を製作。
2001.
飛騨千光寺、秘仏千手観世音菩薩の御開帳大法会にて高野山真言宗聲明と小馬崎達也＆PANGAEA公演。CD「祈り」
を製作。
別所温泉常楽寺北向観世音にて天台聲明と小馬崎達也＆PANGAEA「宿の日コンサート」。
インドネシアバリ島のガムラングループとアジアからの風「神々の響き」小馬崎達也＆Dharma Shanthi日本公演2001を行う。
常楽寺、北向観音堂にて仏教の天台聲明とヒンズー教の奉納共演を行う。
2002.
チェコ共和国プラハにてPrague Spirit Quintetと
『ガイアに祈る』
を製作。
天台聲明と小馬崎達也＆PANGAEAと
『温故知新』
を製作。
パンゲア
（和楽器編成バージョン）
で
『古里』
を製作。
国際交流基金助成事業 天台聲明と小馬崎達也＆PANGAEAチュニジア・イタリア公演
Tunis Carthage "Acropolium Octobre Musical Carthage 2002"
Italy Assisi 'International Summit for World Peace2002'（聖フランチェスコ教会にて世界平和サミット公演）
Italia Roma ローマ日本文化会館にて小馬崎達也＆PANGAEA公演
2003.
信州別所北向観音本坊常楽寺 本堂復元落慶法要 天台聲明と小馬崎達也＆PANGAEA
東京九段会館ホール 「一隅を照らす運動」 天台聲明と小馬崎達也＆PANGAEA
Indnasia Baliで第25回 バリアートフェスティバル2003に小馬崎達也＆ダルマシャンティにて出演。
2004.
Indnasia Baliで第26回 バリアートフェスティバル2004に小馬崎達也＆ダルマシャンティwith パンゲアにて出演。
2005.
茨城県筑波市 つくば国際会議場天台宗開宗千二百年記念「茨城教区特別受戒会」伝戒和尚小堀光栓探題大僧正にて小馬崎達也＆PANGAEA式並びに清興。
バルカン諸国とトルコ公演 クロアチア、セルビア、
ブルガリア、
トルコにて小馬崎達也＆PANGAEAで14公演を行う。
（諸国立劇場にてLADOやソフィアフィルのメンバー他と共演）
2006.
ブルガリア・ソフィアにて小馬崎達也＆ソフィアクインテット＋1で
「森との約束-Promisee to Forest」
の録音と公演をフィルハーモニーホールにて行う。
2008.
小馬崎達也＆ソフィアカルテット
「森との約束-Promisee to forest」、初のギターソロアルバム
「静かな夜 - Quiet Night」
をリリース。
国宝金堂平成大修理落慶慶讃並び智証大師入唐求法帰朝1150年記念大法要 三井流聲明と小馬崎達也＆PANGAEA
2009.
ブルガリア・ソフィア国立文化宮殿公演 日本ブルガリア国交回復５０周年記念・第４章「 森との約束 - Promise to Forest」完成記念公演
ボスニアヘルツェゴビナ・サラエヴォ、
セルビア・ベオグラード他「森との約束」公演
2012.
神奈川県鎌倉市 鎌倉長谷寺 長谷寺僧侶式衆と小馬崎達也＆PANGAEA 長谷観音奉納公演
2013.
香川県善通寺市 金倉寺智証大師生誕千二百年慶讃大法要会 小馬崎達也＆PANGAEA
2014.
滋賀県大津市 天台寺門宗総本山園城寺三井寺 智証大師生誕千二百年慶讃大法要会 小馬崎達也＆PANGAEA
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小馬崎達也
PMF-001

祈り 飛騨真言僧伽と
小馬崎達也＆PANGAEA
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清里からの風〜清風 小馬崎達也パンゲア
(1995)
清里の四季
小馬崎達也 (1997)
バラの前奏曲
小馬崎達也とアンサンブル442
(1997)
風の贈り物
小馬崎達也とフェビアン･レザ･パネ
(1997)
月の組曲
小馬崎達也＆フェビアン・レザ・パネ
(1997)
森の組曲
小馬崎達也＆フェビアン・レザ・パネ
(1997)
風の組曲
小馬崎達也＆フェビアン・レザ・パネ
(1997)
アンデスの風〜遥かなる旅路 小馬崎達也＆WAYNO
(1999)
癒しの鐘〜久乗編鐘 小馬崎達也
(2006)
月到天心
小馬崎達也＆PANGAEA (クリスタルディスク盤)
(2011)
東方への旅立ち
小馬崎達也 PMF-001
(1996)
風の国から
小馬崎達也 PMF-002
(1998)
悠久の大地
小馬崎達也 PMF-003
(1998)
天空の鐘
小馬崎達也 PMF-004
(1998)
心のかたち
Tatsuya Koumazaki & Miroslaw Rajkowski PMF-005
(1997)
神々の響き
小馬崎達也とダルマシャンティ PMF-006
(2001)
祈り
飛騨真言僧伽と小馬崎達也＆PANGAEA PMF-008
(2001)
ガイアに祈る
小馬崎達也＆プラハスピリットクインテット PMF-009
(2002)
温故知新
天台聲明と小馬崎達也＆PANGAEA PMF-010
(2002)
古里
小馬崎達也＆PANGAEA PMF-011
(2002)
月夜風
小馬崎達也＆PANGAEA YAUEMON-001
(2005)
森との約束 小馬崎達也＆ソフィアカルテット PMF-012
(2009)
静かな夜
小馬崎達也 PME-013
(2009)
月到天心
小馬崎達也＆PANGAEA PMF-014 , 015
(2011)
光明 - ひかり
大下大圓と小馬崎達也＆PANGAEA (2013)
智証大師御一代記圓珎 天台寺門聲明と小馬崎達也＆PANGAEA (2013)
渓聲山色〜心の子守唄 小馬崎達也＆PANGAEA PMF-017 (2015)
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神々の響き
小馬崎達也＆Dharma Shanthi
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渓聲山色〜心の子守唄
小馬崎達也 ＆ PANGAEA
PMF-017

月到天心
小馬崎達也 ＆ PANGAEA
PMF-014,015

森との約束
静かな夜／小馬崎達也
小馬崎達也＆ソフィアカルテット
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