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ピ ア ノ 海老原みほ

ヴアイオリン 磯 絵里子

ヴアイオリン 神谷 未穂

ノヽ り ト ン 末吉 利行

ピ ア ノ 野村 麻里

チ エ ロ 藤村 俊介

古谷誠―指揮

鎌倉交響楽団
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I.ビアノ                         ピアノ海 老 原 み ほ

E.グ ラナドス/   スペイン舞曲集 より
Enriquc Granados       Danzas EsPal101as

No.1メ ヌエ ット MinucttO

No.2オ リエンタル  O�cntJ

No.8ア ストゥリアーナ  Astu� ana

R.ス ティーヴンソン/ ピーターグライムス・ファンタジー～ブリテンのオペラのテーマによる～
Ronald Stcvcnson       Pctcr Grinlcs Fantasv

ヴァイオリン磯 絵 里 子II.ヴァイオリン・デュオ
                  ヴァィォリン神 谷 未 穂

J.M.ル クレール/  二つのヴァイオ リンのためのソナタ イ長調 op.32
アレグロアレグロ～サラバンド・ラルゴ～

|ヽ 2 violons sans basscICall Maric Lcclair      Sonatcs
いdicgro～ Sarabanda largo～ 咀́lcgro

よ りB.バルトーク/   二つのヴァイオリンのための44の二重奏曲
B61a Bart6k         44 Duc

No.26でも親愛なるおばさん(か らかいの歌)Uwan`dcs komamasszony

No.43ビッツィカート PizzicatO

No.36バグパイプは響く Sz61 a duda

W.A.モーツァル ト (玉木宏樹 編曲)/ト ルコ行進曲

Turtschcr Marschハヽメdfgangんladcus Mozart

Ⅲ 。独唱 と ビアノ

杉山長谷夫/     出 船 (勝 田香月 詩)

平井康二郎/     平城山 (北見志保子 詩)

梁田  貞/     城ヶ島の雨 (北原白秋 詩)

大中  恩/     昨日いらっしって下さい (室生犀星 詩)

中田 喜直/     木 兎 (三好達治 詩)

バリトン末 吉 利 行
ピアノ野 村 麻 里

を 休 憩 ヽ

鎌倉交響楽団ル1オーケス トラ
指 揮古 谷 誠 ―

A.ド ヴォルジャーク/   スラヴ舞曲 第8番 op.468
′口ltonin Dvё rik               Slovansk`tancc

yチ ェロとオ ーケス トラ                    チエロ藤 村 俊 介

鎌倉交響楽団

指 揮 古 谷 誠 ―

A.ド ヴォルジャーク/   チェロ協奏曲 口短調 Op.104

アレグロ～アダージョ・マ。ノン・トロッポ～アレグロ。モデラート
んntonin Dvёr`k         Violonccl10v′ konCCrt

Ancgro～ Adagio ma non troppo～Allcgro rnodcrato



プログラムお

"普◆グラナ ドスは、スペイン国民主義を代表する作曲家で

優れたピアニス トでもあ り、第一次世界大戦で Uボー ト

に撃沈 されて悲運・劇的な最後を遂げました。「 12の ス

ペイン舞曲」は彼の最 も有名なピアノ曲で、太陽の国ス

ペインらしく、光 と影が交錯 し、一曲一曲は短いなが ら

も情熱と哀愁が同居する珠玉の小品集 となっています。

スティーヴンソンはイギリス現代の作曲家で、同じイ

ギリスのブリテンのオペラ “ピーター・グライムス"(漁

師ピーターにまつわる悲劇 )の 、人の叫び声、村人の悪

意に満ちた噂、重なる悲劇、最後にはイギリスのどこま

でも続 く灰色の海に鳴 り響 く霧笛…等をブリテンの素材

を使ってピアノ曲として見事に凝縮することに成功 して

います。

◆18世紀前半のヴァイオリエス トで作曲家ルクレールは、

イタリア風の美 しい様式に舞曲を含むフランス様式を融

合させた、独創的で繊細なヴァイオリン曲を残 していま

すが、通奏低音 (チ ェンバロ、ヴィオラ・ダ・ガンバなど)

を含 まない「二つのヴァイオ リンのためのソナタ」を12

曲作っています。今日はその中のOp 3の 6曲 から第2番イ

長調、全3楽章です。

バル トークは、ハ ンガリー国民楽派の作曲家としてば

か りでなく、偉大な現代音楽の巨匠と言わなければなり

ません。そのバル トークが、 ドイツの教育家の委嘱を受

けて作ったという「二つのヴアイオ リンのための “44の

二重奏曲 "」 はハ ンガリー、スロヴァキア、ルーマニア

等の民俗的要素 と、教会旋法を含む正統的な作曲やあら

ゆるヴァイオリン技法を踏襲 し、 しかも完璧な芸術性に

裏付けられ、それゆえにまた、真に教育的でもある傑作

と言えましょう。何曲かをグループにして、曲の間をあ

けずに演奏するとよいで しょう…というバル トーク自身

の勧めに従った今回の選曲は、形の上からも、音楽性か

らも素晴 らしいコントラス トをなして聴 き手を捉えるに

違いありません。

ご存 じモーツァリレトの「 トリレコ行進曲」は、むしろアン

コール向きにアレンジされていて、ビァノ以上に楽しいス

テージになりそうです。

◆歌は、音楽の、そして芸術の原点…と言われます。何

故ならば、“歌 う"の 語源は “訴 う (う っとう)"で、心から

′しヽに訴える人の働 きが芸術である…という説 もあるから

です。ですから「歌」に差別はあ りません。例えば「出船」

の哀愁は、その辺の演歌 と少 しも違いません。歌いよう

によって演歌に近い歌で も芸術歌曲になるのです。「平

城山」は、奈良朝・平安朝を回想 しなが ら、恋 しい人へ

の遂げられぬ想いを歌 う…昔を思 うことで今の悩みが癒

されるのでしょうか…。「城ヶ島の雨」は、あまりにも有

名になって、 “…わたしの忍び泣き"“濡れて帆上げた…"

という詩が、衣 ぎぬの別れで船出した人を見送 り、利休

鼠色の城 ケ島の情景に重ねて切々と泣 くな情を訴えてい

るのを忘れてはいけません。一転 して室生犀星 。大中恩

の「昨日いっらしつて下さい」では、過去 と未来が逆転

する滑稽が、皮肉と軽妙のうちに、時間の哲学を垣間見

る “怖 さ"を 含んでいると思 うのは考え過 ぎで しょう

か…。山田耕律に匹敵する日本歌曲の世界を描 き上げ

た中田喜直の「木兎」はみみず くの鳴 く声が、夜、ひと

り物思いにふける詩人の心に「おまえは、一体、何をし

にこの都にもどってきているのだ…また昔 と同じように

詩おうというのか…」 という自分への問いかけ…すなわ

ち三好達治の虚無感が呼びかけるのです。この精神性 と

孤独な雰囲気に密着 した中田の音作 りも見事 という他は

あ りません。

◆本 国のプログラムには、期せず してグラナ ドス、バル

トーク、 ドヴォルジャークなど、いわゆる「国民楽派」

の巨匠が並ぶことになりましたが、この「国民楽派」の

名称そのものが、本来西欧中′らの芸術感に根差 している

ので、 ドイツ、フランス、イタリアと雖 も世界的に見れ

ばいずこもローカルな国々ということになりましょう。

ただ、現代のように世界の隅々まで対等に音楽が評価さ

れるようになるために、先に上げたいわゆる「国民楽派J

の優れた才能がその端緒を開いたことも事実です。

ドヴォルジャークなど、むしろイギリスやアメリカで大

いに認められ、有名になったので、「新世界交響曲」を

例に上げるまでもあ りません。 しかし、 ドヴォルジャー

クはいつ も生地ボヘ ミヤヘの郷愁が堪え難 く、プラーム

スの「ハ ンガリー舞曲」の成功を見るにつけ、スラヴ民

族の民謡や民俗舞曲の資料を集め、これもブラームスに

倣ってスケッチをピアノ連弾で書 き、16曲 を「スラヴ舞

曲集」 として出版 したのです。Op 46 8番 のこの曲は、

激 しい弦の主題 と、優美なオーボエに始 まる第2主題が

交互に対比の妙を示 して展開されます。

同じドヴォルジャークの「チェロ協奏曲 口短調 op 104」

は、彼の代表作であるばか りでなく、数少ないチェロ協

奏曲の傑作 として、沢山のファンを持っています。これ

は、前述のようにアメリカ在住時代に作ったので、アメ

リカン・インディアンの民謡や黒人霊歌についての関心

と故郷ボヘ ミヤの民俗音楽が自然に融合され、生来持っ

ている彼の泉が湧 くようなメロディー性 と、管弦楽法 と

構成力の熟達、更にチェロの難 しい技法を駆使 したヴイ

ルチュオーゾ風な効果が加わ り、演奏家にとっても最 も

弾 きごたえのある名曲となったのです。第 1楽章は、ク

ラリネッ トで第1主 題、ホルンで 5音音階の第 2主題が

奏 された後、朗々と主役のチェロが登場 します。その劇

的な発展や、第 2楽 章のボヘ ミヤヘの望郷の歌 とも言え

る素晴 らしいアダージョ、黒人霊歌の旋律 とボヘ ミヤの

リズムを巧みに融合させた第 3楽 章、と言うように説明

する材料に欠 くことはあ りませんが、何はともあれ、

チェロの妙技 とドヴォルジャークの情熱に無条件に聴き

惚れて頂きたいものです。 (高 木 幸三 記 )



出演者プロフィール (出演順) 野 村 麻 里 (の むら まり)ピ ア ノ

東京学芸大学卒業、同大学院修了。宮田清、長与

咲 子の各氏に師事。同大学院修 了/1有 志による

ジョイン ト・コンサー トを1999年 まで15回 にわ

たり企画、出演。2000年 リサイタル開催。独奏、ア

ンサンブルの研鑽を積みなが ら、合唱、声楽の伴

奏を主として演奏活動を行っている。現在、品川

コール・ママン、女声コーラス「麦Jの ビアニスト、

千葉経済大学短期大学部非常勤講師。

藤 村  俊 介 (ら、じむら しゅんすけ)チ ェロ

1963年 生まれ。チェロを安 III謙
‐郎氏に師事

し、桐朋学同大学音楽学部卒業。日本演奏連盟賞、

第21回 東京国際室内楽コンクール人選、第58回

日本音楽コンクールチェロ部門第2位に輝き、桐

朋学園オーケス トラ、九州交響楽団、新 日本フィ

ルハーモニー交響楽団などと協演。90年東京文

化 会館 にて初 の リサ イタルを開催。93年 ア

フィニス文化財団の研修員として ドイツに留学し、

メロス・カルテットのベーター・ブック氏に師事。

現在、NHI(交響楽団次席奏者 (フ ォア・シュピー

ラー )、 フェリス女学院大学音楽学部講師。

古谷 誠 ― (こ たに せいいち)指 揮

東京大学文学部卒業。在学中か ら指揮を三石精
―氏に師事。同時に桐朋学園オーケス トラ研究生

(指揮専攻)と して、指揮を秋山和慶、堤俊作、尾高

忠明の各氏に、作曲・ピアノを故矢代秋雄、三善晃、

米占保雄の各氏に師事。

海 老原  み ほ (え びはら みほ)ピ ア ノ

鎌倉 lf出 身。6歳 よリビア ノを始め、高橋英子、

渡辺康雄の各氏に師事。1987年 渡英、英国王立

青楽院に入学。ビアノをフランク・ウイボウ、伴

奏法をジェフリー・プラットリー、ハープシコー

ドをヴァージエア・ブラック各氏のもとで学ぶ。

イビ′|li、 数々のコンペティションで上位入賞 し、

91年 優秀な成績で卒業。9‐1年ニューヨークでの

アメリカ・ランドマーク・フェスティバルに参加。

95年 イタリアで行われたイブラ国際ピアノコンクールで 3位 入賞。ソロ

活動の他、室内楽でも杉谷隆興 (セ ント・ルイス交響楽団コンサー トマス

ター )、 ロバー ト・ギブス(ロ イヤル・バレエ・シンフォニア、コンサー トマ

スター)等 苫名「チ楽家とのデュオ・リサ イタル、サイモン・マ ッケイブ氏

の 2台 のビアノのための協奏曲の初演をロン ドンで行うなど、作品発表

にも積極的に活動している。

磯 絵里子     神谷未穂

確  絵 里子 (tヽ そ えりこ)ヴ アイオ リン

市1りIll学 国大学卒業後、安 II14:命 QI´ 文化財団の奨学金を得て、ブリュッ

セル「 立占楽院に留学、修 I:課 程を首席修 了。文化庁派遣芸術家在外研修

itと して引き続きオイストラフ教授に師事研鑽を積む。マ リア・カナルス

IJ際 コンクール、日本音楽コンクール等内外のコンクールに入賞。1995

年デビューリサイタル以来ブリュッセル、ベルリン、アムステルダム他で

リサ イタル、内外のオーケス トラと協奏曲の共演。様式感 と歌心に溢れ、

力強い技術によるシャープな 青楽性が際 立っている。これまでに、江藤俊

哉、I オイス トラフ、徳永 1男 、原 |||十
‐郎、Wバ リリ他各氏に師事。

神 谷 未穂 (かみや みほ)ヴ アイオ リン

11朋 学国人学卒業後、ハノーフアー 占楽 大学を首席卒業。文化庁派遣芸

術家イ「外研修員としてり|き 続きハノーファーに留学。安 Fl生 命QL文化

財卜Jの奨学金も得て研鑽を積む。ティボール・ヴァルガ国際ヴァイオリン

コンクールにてパガニーニ賞等内外のコンクール・音楽祭で多くの受賞。

数多くのリサイタル、内外のオーケストラと協奏山の共演。優れた リズム

感としなやかな感党に加え、厚みを持った個性が光っている。これまでに

江藤俊哉人妻、Cア ルテンブルガー、(〕 コリア各氏に師事。

デ ュオ・プ リマ  Eri&Miho
従妹同 liの 絵 ll r・ 米穂は、N HI(・ Tヽ7 FM、 サイ トウ・キネン・オーケ

ストラ、内外の音楽祭等にデュオIH演 し注目を集め、今後 1人 での演奏活

動が人いに期待されている。

末吉 利行 (す えよし としゆき)バ リ トン

東京芸術入学卒業、同大学院修了。畑中良輔、

平野忠彦、||1中 万美子、落合武彰の諸氏に師事。

バッハ「マタイ受難曲J「 ヨハネ受難曲J、 ハイド

ン「天地創造J「 四季J、 ヘンデル「メサイアJ、 モー

ツァルト、フォーレ、ヴエルディ、デュルフレ、ドヴ

ォルジャーク「レクイエムJ、 メンデルスゾーン「聖

パウロJ「 エリアJ等 、多くの宗教曲及び「第九Jの

ソリストとして定評がある。オペラでは、「ドン・

ジョヴァンニJの タイ トルロール、「フィガ回の結婚Jの フィガロ、伯爵、「ラ・

ボエームJのマルチェッロ、ショナール、「ファウス ト」のヴァランタン、「蝶々

人人Jの シャープレス、「トゥーラン ドットJの 人 |ド ビン等、多くのレバー ト

リーを持つ。rF在感ある歌唱と適171な演技力で注目を集め、1997年、ジロー

オペラ賞・新入賞を受賞。また2000年 1月 には、県民ホールで高木東六作曲、

オペラ「春香Jに ||1演。愛知県芸術大学助教授、東京芸術大学非常勤講師。■1

期会会員。「子の会会員、横浜シティオペラ会員。

笙 晟:I藷版詮li4磁羅li
での「バヤデルカJ「 シェラザー ド」、日生劇場での束宝ミュージカル「マイ・

フェア・レデ ィJな ど活動の場を広げている。「ドン・ジョヴァンニ」「ボ

エームJ「椿姫J等のオベラか ら「サウン ド・オブ・ミュージックJ「 アニーよ

銃をとれJ等 のミュージカル、「カルミナ・プラーナ J、 ブリテンの「戦争レ

クイエム」、ヤナーチェクの「グラゴール・ミサ J、 ヴェルディ、ベ リオーズ

の「レクイエムJな どの人掛か りな舞台作品まで、手がけた作品はあらゆ

るジャンルにわたっている。最近は7年 間にわたって 日本オペレッタ協会

の定期公演を指揮 して高い評価 を得る。また、東京シテ ィフィル、新 H
フィル、九州交響楽団、関西フィルな ど数多くのオーケス トラを指揮。

1997年 10月 にはカーネギーホールにて、セン ト・ルークスオーケス トラ

(ニ ューヨーク)を 指揮 し、絶賛される。昭和音楽大学、愛知県立芸術大学

各講師を経て、現在、名古屋芸術大学教授、セン トラル愛知交響楽団 iE指

揮者。

鎌倉 交 響楽 団 (管弦 楽 )

市民のアマチュア管弦楽団 とし

て昭和38年 に発足。現在団員は120

名を超え、春秋の定期演奏会、ニュー

イヤーコンサー ト(2003年 か らは

ファミリーコンサー ト)、 幼稚園協

会による園児のための演奏会、年 2

回の団員による室内楽演奏会など、

常任指揮者の 占谷誠 ‐氏のもとに

幅広 く鎌倉の音楽文化の リー ド役

として活動を続けている。また、今

年は創立40周 年にあたり、なお一層

のプログラム充実を計画している。


