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[おまけ] キンモクセイの佐々木良がファン目線で綴る 石田ショーキチ 

 

 

 

 

2009年、幼稚園児だった石田の長男がゼルビアサッカースクールに

入団。 

当時 FC町田ゼルビアは地域リーグから JFLに昇格したばかりの頃で

町田市陸上競技場も観客席はまだ芝生で寝転んで見るのどかな風景

の時代。 

同スクールではスタメン選手が直接子どもたちを教えるという夢のような

環境で、試合会場では小さな子どもたちがフェンス際に張り付いて「◯◯コーチがんばれー」と声援を 

飛ばす心温まる風景が。 

石田も息子を指導してくれる選手に厚い感謝の気持ちからゼルビアを応援するために試合会場に通う 

ようになり、やがてサポーターになる。 

 

2010年、相馬直樹が監督を務めたこの年、順調に勝ち点を積み上げ J2昇格を果たすかと思いきや、 

町田市陸上競技場の設備が J リーグの基準を充していない由昇格は認められず、全サポーターは失意の 

どん底に突き落とされる。 

ここから陸上競技場を J2基準のスタジアムに改修してもらう為の署名運動が始まる。 

これを主導した「ゼルビアを支える会」に石田も帯同、署名運動に明け暮れる。 

👉 この年石田は、サポーターたちの為に応援歌「俺たちのマーチ」を作曲。 

 

2011年はセルビア人の名将ランコ・ポポビッチ監督の元勝利を重ね、署名活動の甲斐もあって町田市議

会はスタジアム改修を決議。 

とうとう 2012年に FC町田ゼルビアは悲願の J リーグ入りを果たす。 

👉 この年石田は、ゼルビアを支える会への感謝の気持ちから「支える手」を作曲、同会に捧げた。 

この曲は現在もまちだガールズ・クワイアに歌い継がれている。 

 

 

＜第１章＞ ゼルビアとの出会い  

2009～2012年    ー まちと共に生きる ー  
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2012年、石田は同じゼルビアサポーターの一人から 

「町田にご当地アイドルを立ち上げたい、町田のまちとゼルビアのために。」との相談を受ける。 

自身の主流にある音楽がこの町のためになるのならと快諾。 

運営母体とは一線を画し、自身が出来ることとして楽曲提供・プロデュースという立場での協力を約束。 

👉 ここに町田出身のキンモクセイ・佐々木良も加わり、石田・佐々木コンビが誕生する。 

 

オーディションの末、5人のメンバーが選定され、町田ご当地アイドル「ミラクルマーチ」が発足。 

デビューシングル「恋のディスタンス」は、過去にはスピッツをはじめ多くの有名アーティストをプロデュース

してきた石田と、キンモクセイで NHK紅白歌合戦まで上り詰めた佐々木の二人が作詞・作曲・プロデュー

スするとあって鳴り物入りでデビュー。 

その後も石田佐々木コンビはシングル CD4枚を制作。 

通算 5500枚以上売り上げるが石田佐々木は一円ももらうことはなく、地域貢献との思い一つでボランティ

アに徹する。 

ミラクルマーチの妹分「リトルパレード」（4人）も発足され、人気も徐々に全国規模に伸ばしはじめていた。 

 

これからという 2015年春、運営母体が立ち行かなくなり突如空中分解。 

メンバーは突然、解雇通告を受ける。 

10代 20代前半の女の子たち。「歌が好き、町田が好き」と何を疑うこともなく様々な夢を描いていたメンバ

ーは、茫然自失となる。 

 

当時運営母体の事務所内にデスク一つを置いて個人事務所 MACHIDA SONICをマネージャー小松田

女史と 2人で運営していた石田は、佐々木、小松田と共に関わった大人の責任として彼女達を救済する

方法はないかと模索する。 

メンバーにこの先も舞台に立ちたいかどうかの意思を問うたところ、全員が言った。 

 

「もう一度やりたい。負けたくない。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第２章＞  まちの活性化 ＝ スポーツと音楽（文化芸術）の連携 

2012～2015年    ー ご当地アイドルの誕生から解散劇 ー  

 

ゼルビアの出会いから１０年。 

現在、まちだガールズ・クワイアは【FC町田ゼルビアの公式応援番組】のパーソナリティ＆応援記者を担当！！ 

レギュラー番組 FMおだわら「まじかるたいむず」は丸４年２００回をこえる。 
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ミラクルマーチの 4人は既に大きな舞台も経験しており実力もあったが、妹分のリトルパレードの 4人は 

殆ど歌も歌えない、見た目もぱっとしない、いわば駄馬の状態であった。 

この歌えない 4人も含めた 8人で何が出来るか。何をすれば音楽としてものになるか。 

👉 考えに考え抜いて出した答えは「合唱団」であった。 

 

自身の子どもの通う小学校の合唱発表会などによく出向いていた石田は歌のうまい子とそうでない子でも

声を合わせて一生懸命歌う姿と歌声に感動があることにヒントを得ての解であった。 

「彼女たちを絶対に失意の底から救う。」 「夢を失わせない。」 「光ある場所に連れて行く。」 

石田、佐々木、小松田の 3人はそう誓った。 

 

2015年 5月、合唱のトレーニングを開始。 

歌の「う」の字も知らない 4人にも一から音楽を教える日々が始まる。 

またこれまでの持ち曲を合唱用のアンサンブルにリライトする作業、合唱が生きる新しい曲の作曲、そして

またトレーニング、基礎的な音楽理論の座学など、彼女たちに音楽を授けるための膨大な作業は山ほどあ

った。 

 

8人のメンバーと 3人のスタッフ陣は団結して黙々とこれをこなし、新たなデビューに備える。 

合唱のパートは、ソプラノ・メゾソプラノ・アルトという三部構成に決め、すべての楽曲に 3パート分の楽譜を

書き続け、それを歌い、トレーニングする日々。 

👉 この時点で既に極めて音楽的にストイックな修練を地盤とし、いわゆる「アイドル」という活動とは違う 

方向性にシフトしていた。 

7月、「まちだガールズ・クワイア」として念願の初舞台を踏み、月 1本のペースでライブハウスに出演し 

はじめる。しかしかつては 100人近くいたファンも解散により離れ、10人に満たない状態での忸怩たる 

再スタートとなった。 

 

このまま負けてたまるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３章＞  子どもたちの未来を大人が守る 

2015年      ー 指導者としての新たな幕開け ー  

 

合唱トレーニングはいつも 

玉川学園前のコミュニティセンターで 

町田の老人ホームでの恒例の演奏会 

境川クリーンアップ作戦 

 

町田の野外でのイベント！地元のお祭りにも常連に。 
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2015年、創業 44年の町田駅前の老舗ビル町田パリオの地下一階にライブレストランまほろ座 MACHIDA

がオープン。 

👉 町田で生まれ育ち、音楽のプロである佐々木はオープニングスタッフとして抜擢される。 

 

＊元より合唱という方向性もあり、品のある劇場的な店を求めていた石田。 

＊「まちだのまちとひとのかけ橋に」をコンセプトに、未来のある子ども達へのチャレンジの場の創出と、 

遠くまで行かなくてもこの町田に真に良質な音楽をと願う同ビルオーナーの中村惠。 

思いを一つとする。 

このまほろ座と渋谷の DECEOを軸に舞台経験を少しずつ重ね、当初はおぼつかなかった合唱も徐々に 

美しいハーモニーを成していく。 

 

‣同年 12月、ファーストシングル「Go! Go! クワイアガール／Winter love」リリース。 

発売記念ライブで初めてまほろ座をソールドアウトさせる。 

‣2016年 5月、セカンドシングル「恋するポルカドットポルカ／やさしい悪魔」リリース。 

同年 12月、サードシングル「はるかぜリップ／スターパレード」リリース。 

3枚目にして初回プレス 1,000枚を発売から三ヶ月で売り切りようやく少しずつ評価が追いついてくる。 

 

‣2017年、これまで徹底して修練に励んだコーラスワークがようやく実を結ぶ。 

東京アイドルフェスティバル全国選抜ライブにて決勝までコマを進める快進撃。 

同年秋、これまでにない難易度のコーラスワーク「涙のサンディ／Ready Steady Go!」をリリース後、 

待望のファーストアルバム「Hello to the world」リリース。 

👉 作家陣・演奏陣に石田・佐々木の思いに賛同し、豪華メンバーが参加。 

伊藤俊吾（キンモクセイ）、黒沢秀樹（L-R）、田村明浩（スピッツ）、サンコン Jr.（ウルフルズ）、 

佐藤清喜・飯泉裕子（micro star）、矢舟テツロー、高橋祐二、成瀬英樹、河上誠。 

 

‣以降順調に作品リリースを重ね、2019年 3月現在までにアルバム 3枚、シングル 5枚をリリース。 

ラジオ NIKKEI日曜朝の番組ミュージックライフサンデーのオープニングテーマに起用されるなど 

全国に活動の輪が広がりつつある。 

「町田から、全国へ」「町田を全国へ」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第４章＞  信頼出来る場に根ざし、実をむすぶ 

2015～2019年    ー 町田から全国へ、町田を全国へ ー  

 

＜４／７＞ 



 

 

 

いわゆるアイドル産業では主に男性客に対していかに可愛いと思われるかをビジネスにするが、 

対してまちだガールズ・クワイアは 

＊いかに人に愛される人間になれるか 

＊人としての飾らない美しさを身につけるか 

＊人に元気を与えられる明るさを持てるか 

を主題として活動するため、結果女性ファンや子供たちにも支持して頂いている。 

メンバー自身が音楽に救われたことを身を以て体現しているため、如何に自分たちが音楽で人を元気づ

けられるかを常に考え、舞台に上がり、精進を続ける日々。 

 

👉 4/13の市民ホールのコンサートは 

＊これまで町とどれだけコミットしてこれたか   ＊町を笑顔にしてこれたか 

の実力テストとなる。 

新曲「銀河ステーション」（宮沢賢治の名作童話・銀河鉄道の夜を下敷きにしたロックファンタジー）を 

引っさげて、町田を全国に、町田から全国に。 

新たなる章の幕が切って落とされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第５章＞ これから 

2019年 4月 

 

目指す姿 『音楽のボーイスカウト』 ～ 地域交流 まちづくり ひとづくり ～ 

◇スピリット 

「まちだガールズ・クワイア」発足を機に個人事務所から合同会社 MACHIDA SONIC 設立。 

単なるご当地アイドルを作りたい訳ではない。 

石田が掲げる活動の指針は、自主性・社会貢献の精神を柱としている。 

それに加え合唱という性質上、協調性・調和・相互扶助の精神は必須となる。 

 

◇社会性の確立 

マネージメントはプロのスタッフが行いつつも、 

メンバー内にゼネラルマネージャー（＝リーダー）、ファンドマネージャー（会計担当）、 

ブッキングマネージャー（出演交渉係）の三役を設け、 

メンバーによる自治、責任ある自主運営を行う。 

 

◇まちと人と共に生きる 

音楽による社会貢献の一環として、高齢者介護施設、障害者福祉施設、保育園などへの 

訪問ライブも積極的に行い、助け合うこと、労りあうことの理解と学習と実践を行う。 

 

◇謂わば「音楽のボーイスカウト」 

友達を思うこと、隣人と助け合うこと、家族に感謝すること、みんなで未来を作ること。 

勇気を持って前に進むこと。 

博愛の精神。 
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★横浜アリーナーで宙吊りになってギターを掻き鳴らしていたあのロックスター。 
★まちだガールズ・クワイアと共に、町田中を歩き回り、チラシを配り、 
ポスター掲示をお願いするプロデューサー。 

どちらも紛れもなく石田ショーキチである。 

キンモクセイの佐々木良がファン目線で綴る 石田ショーキチ 

1968 年生まれ静岡県出身、ロックミュージシャン、サウンドプロデューサー、 

レコーディングエンジニア、博愛主義者、人情派。 
 
1993 年、元 BAKU の車谷浩司とのユニット”SPAIRAL LIFE”としてメジャーデビュー。 

またたく間にカリスマ的人気を博し、ラストコンサートは横浜アリーナを即日完売させ 

るなど、日本のロック史に大きな爪痕を残した。 

👉当時私も多感な高校生で既にバンドを始めていたこともあり、多大な影響を受け、 

町田ジョルナの地下にあった CDショップにインストアライブに来たときは、 

学校をサボって駆けつけたのであった。 

 
上京前は電気関係の技術者だったという経歴に加え、元々プロデューサー志向が強かった 

こともあり、SPAIRAL LIFE 時代からサウンドプロデューサーやエンジニアとしての 

依頼も徐々に増えていった。 
 
1996 年～2005 年、プロデュースユニット”SCUDELIA ELECTRO”としての活動。 
その後もスピッツの田村明浩、L⇔Rの黒沢健一、ウルフルズのサンコン Jr.らを擁する”MOTORWORKS”、 

更には自身のソロバンドである”石田ショーキチグループ”など、 

常にロックバンドマンとしての立ち位置を強く堅持しながら、サウンドプロデュース業も並行して行っている。 

👉プロデューサー、エンジニアとして俯瞰して見る視点を持ちながら、ロックギタリストとしてのテクニック、ロックボー

カリストとして轟音のバンドサウンドに負けない歌声とメロディー。 その両立は求めて手に入れられるものではない！ 

 
石田氏一人いればプロデュースからエンジニアリングまでスタジオ仕事が完結してしまう贅沢な（安上がりな？！） 

技術者であったため、2000年代前半はスピッツなどの大御所アーティストのプロデュースと並行して予算の少ない 

アーティストからの依頼も殺到。 

ハードスケジュールも顧みず、むしろこれからというアーティストのために力を貸すことを好んで優先してしまう性分

は、今現在まで一貫している。 

👉まさに 2000年代前半、町田のヨドバシカメラで石田ショーキチ似の人物を目撃！ 

雲の上の存在でしか無いあの Spiral Lifeの石田ショーキチが町田なんかにいるわけ無いと思いながら、しばらく後をつ

けたが確信は持てずに終わる。 

少しして、キンモクセイとして町田プレイハウスに出演した際、またまた激似の人物がライブハウス内をうろついてい

る。 

憧れのロックスターがこんな町のライブハウスにいるとは信じられず、二度見三度見の末、半信半疑で声をかけた結果、

本物の石田ショーキチであった。対バンのアマチュアバンドのプロデューサーとして帯同していたのであった。 

（その時も私が肩にかけていたバッグには SCUDERIA ELECTROの缶バッヂが付いていた） 

 
僕はある時、石田氏にこんなことを聞いた。 
「ショーキチさんはフロントマンとしての全てを持ってるのになんで他人のプロデュースを好んでやるんですか？」 
 
少し考えて石田氏はこう答えた。 
「映画に例えると分かりやすいんだけどさ。映画見てる人にはさ、演技してる役者の姿しか見えてないけど、 

その裏でこれを作ってきた膨大な作業があって、その下敷きになるノウハウがあって、人に映画を見せてるわけじゃ

ん。俺は自分が演じることも出来るけど、その映画を作るプロセスの方が好きなわけさ。 
映画を作って人に見てもらうのが好きなわけ。自分をみてもらうことよりもね。 
 

子供の頃からレコードが好きで好きで、いつかは自分がこういうレコードを作って、自分のように感動している人が 

いたらいいなあって夢見てきたわけさ。」 
 
愛と英知と技術を人のために使う。 
そんな生き方をしてきた男が今、自分の力が町田という街にどう役立てられるか、ずっと思案しているようだ。 
何かアイデアがあったら彼に尋ねてみるといい。 
これこれこんなことが出来たらいいなあと思うんだけど…  彼はきっとこう答えるだろう。 
「いいねえ！ロックだねえ！じゃあ何から始めようか！」 
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■これまで手掛けたアーティスト（順不同、楽曲提供も含む） 
Caddilac／スピッツ／cocco／和久井映見／H2O／MOTORWORKS／麻生夏子／nano. RIPE／school food／

punishment／SCANCH／スムルース／Si, ailene／READ ALOUD（桑田佳祐の子息）／ROTH BART BARON／ 

岩瀬敬吾／Round table／WINO／Love love straw／CRIPTON／セロファン／BUNGEE JUMP FESTIVAL／ 

UNDER THE COUNTER／死んだ僕の彼女／まちだガールズ・クワイア／Violent is Savanna／Last orderz／ 

ミラクルマーチ／Raiji and chips／Aimmy／もやしバット／デトロイトメタルシティ／メガネビジョン／ 

hare-brained-unity／leno／photograph／T.YAMANASHI／speena／AUDIO RULEZ／GAUCHE／Pick2hand／ 

Local Bus／亜矢／SOULSBERRY／五島良子／BONZ／modern grey／rosy／高野健一／ミッドランド／歌正／ 

PLASTIC GIRL IN CLOSET／村松ショータローとニューインディアンデスロック 他 

 

アーティスト作品のプロデュース以外にも演劇やテレビアニメの劇版などの担当も多い。 
演劇集団キャラメルボックスの何作もの音楽制作、 
アニメでは「王ドロボウ JIN」「未来日記」「コンクリートレボルティオ」「ゼーガペイン」、 
映画では「デトロイトメタルシティ」、行定勲監督作品「ロックンロールミシン」等々、 
サウンドトラックの作品も多数。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●佐々木 良（ささき りょう）プロフィール 

1976年生まれ東京都町田市出身。キンモクセイ（バンド）、サトミツ＆ザ・トイレッツ（バンド）の 

メンバー。ギタリスト、コンポーザー、サウンドクリエーター、まほろ座 MACHIDA必殺仕掛人。 

他にもアレンジャー澤近泰輔とのユニット Sasaticaや、ソロ活動、ライブサポート、楽曲提供、 

アレンジ、プロデュース等々、多種多様に活躍。 

2015年より、地元町田駅前にオープンしたライブレストラン『まほろ座 MACHIDA』の 

”必殺仕掛人（ブッキングマネージャー）”としてレジェンド級の大御所アーティストから地元の 

アマチュアバンドまで年間 100本近くのライブ制作を担当。 

地元町田市のガールズコーラスグループ”まちだガールズ・クワイア”のプロデュース、 

多摩八王子地域での慰問演奏グループ「ふうりゅう」への参加など、 

より「地元」「地域」への貢献に力を入れている。 

  

 <<主な略歴>> （まちだガールズ・クワイア以外を明記） 

▶2001年にメジャーデビューしたバンド”キンモクセイ”のメンバーとして、2002年『二人のアカボシ』で NHK紅白歌合戦出場。 

シングル 15枚アルバム 5枚ベストアルバム 1枚をリリース。 

▶2008年 2月活動休止。 

同年 3月、伊藤健太（ex.ゲントウキ）、吉澤響（セカイイチ）と共にトリオバンド”pogs（ポグス）”結成。 

同年夏、キンモクセイにサウンドプロデュースなどで関わっ ていた澤近泰輔（CHAGE&ASKA バンマスなど）とのユニッ

ト”Sasatica（ササチカ）”結成。  

▶2016年 3月、高校の後輩でもあるお笑い芸人佐藤満春の呼びかけで「学校で大便が出来ない子どもの悩みを歌で解決」 

するバンド”サトミツ＆ザ・トイレッツ”結成。 

▶2017年 2月～6月、山下久美子さんのライブ 5 ヶ所 7公演にギタリストとして参加。 

同年 11月 10日（イイトイレの日）、”サトミツ＆ザ・トイレッツ”といてソニー・ミュージックより自身二度目のメジャーデビューを 

果たす。 

▶2018年 10月、キンモクセイとして活動休止から 10年振りに突如『活動急始』し、地元相模原の『さがみはらフェスタ 2018』

に出演。数千人を動員する。 

 

＜７／７＞ 

＜お問合せ先＞ 合同会社 MACHIDA SONIC 担当：小松田  https://mgc-office.jp 

〒194-0021 町田市中町 3-15-18-105  TEL：050-5580-1284  E-mail：info@mgc-office.jp 


