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2004年 3月 20日 (土)14:30開演

鎌倉芸術館大ホール

主 催 :露異鎌倉市芸術文化振興財団

協 力 :鎌倉音楽クラブ

重「螂

鎌倉芸術館



ソプラノ浦 畑 博 美

∬。独唱とピアノ                         ピアノ坂 元 陽 子

G.F.ヘ ンデル/     歌劇「セルセJよ り 樹木の蔭で
Gcorg Fricdrich HANDEL

歌劇「エジプトのジューリオ・チェザーレ」より つ らい運命 に涙 はあふれ

F.チレーア/       歌劇「アドリアーナ・ルクヴルータレ」より 私は芸術家の下僕
Franccsco CILE_4

II.ピアノ独奏                         ピアノ奥 村 た ま き

S.プロコフィエフ/    ピアノ・ソナタ第2番 二短調 op.14
Scrgcy PROCOFIEV

第1楽章  アレグロ 。マ 。ノン・ トロッポ

第2楽章  スケルツォ・アレグロ 。マルカー ト

第3楽章  アンダンテ

第4楽章  ヴィヴァーチェ

タヽ―プ 野 畑 潤 子
Ⅲ .ハ ーカ 重奏 ハープ杉 山 敦 子

J.ト ーマス/       2台 のハープの為のグラン。デュオ
IOhn THO�応

」.マ ーソン/        ワルツとプロムナー ド

チOhn �眠 ON
E.シュエッカー/      ワーチェスターの想い出
EdmundSCHUEQR

を 休 憩 ヽ

鎌倉交響楽団Vオ ーケス トラ
指 揮古 谷 誠 ―

W.A.モ ーツァルト/    歌劇「ドン。ジョヴァンニ」序曲
W01tang Anadcus MOZART

ス トランベット協奏由 トランペット佐 藤 友 紀

鎌倉交響楽団

指 揮古 谷 誠 ―

F.J.ハイ ドン /      トランペット協奏曲 変ホ長調

Franz JOSCpfII」壼正DN

第 1楽章  アレグロ

第2楽章  アンダンテ

第3楽章  アレグロ



プログラムお

"普
◆ヘ ンデル :バ ッハ と同 じ年 に生 まれたヘ ンデ

ルは、同時代 のイ タ リア古典 の作 曲家たちのよ

うに、オペラを沢山作 りましたが、現在上演 され

る ことは余 りあ りません。この 〈樹木の蔭で〉だ

けが有名になった「セルセ」もその一つで、ベルシャ

王セルセ のもつれた恋愛濠1で すが、一幕 のは じ

めに“プラタナスの木陰が、どれほど私 を癒 して

くれるか…"と 王が歌 うのです。その大 らかな美

しさに魅かれて女声でも歌われることが多 く、“オ

ンプラ・マイ 。フ"と 皆が愛唱す るのです。同じヘ

ンデルのオペラ「ジュリアス・シーザー」で、かの

クレオパ トラが、シーザ ー と相愛 の仲 になった

が故 に弟 トロメオ王 に因われ、相愛 のシーザー

を思 いなが らくつ らい運命 に涙はあふれ…〉と歌

います。イタリア近現代の作曲家チ レアの代表作、

オペラ「ア ドリアーナ・ルクヴルール」で、主役の

花形女優 ア ドリアーナが、彼女 の美 しさを賛 え

る人達 に答えて く私は芸術家 (創 作の神)の 下僕〉

に過ぎません…と歌 う有名なアリアです。

◆プ ロコフィエ フは、ロシヤの伝統 を引継 ぎな

が ら、ビア ノ音楽 の新 しい時代 を作 つた作 曲家

と言われ ますが、その 9曲 のソナタは、いずれ も

高い技術 を持つピアニス トたちの興味 と意欲の

対象 にされています。ソナタの第 1番 と 3番 が

型破 りの単一楽章 の曲であったのに比べて、こ

の第 2番 は 4楽章 の堂 々たる構成 を持 ち、しか

もプ ロコフィエ フの個性、斬新な和声が随所 に

見 られ、誰 をも「これ こそ 20世紀 の音楽」と目を

瞳 らせ る内容が溢れて います。軽快な リズムの

第 1主題 と歌 う第 2主題は不協和 の変奏や荒 々

しいフォルテで しば しばかき消 される第 1楽章、

スケルツォと言 つて も舞曲風 というよ りも華麗

な トッカーター というに相応 しいピアニズムを

持つ第 2楽章、それ に対 して第 3楽章はむ しろ

ロマ ンテ ィックで しょうか…。第 4楽章は、跳躍

的な主題がダイナ ミックに発展 した り、1楽 章

の第 2主題が甘く表れたかと思うとすく
゛
ヴィヴァー

チ ェの華やか さ とな って駆 け巡 り、現代 の音響

と感覚を堪能させて力強 く終 ります。

◆優雅なハープの奏で… :19世紀イギ リスのハー

プの名手ジョン・トーマスは、王立音楽アカデミー

の教授をつとめ、ウエールズの伝統的な旋律を使っ

た歌 とハープの作品な どもあ りますが、この (2

台のハープのためのグラン・デ ュオ)は 優雅な中

に華麗なハープ・デ ュオを聴かせ る佳品。現代イ

ギ リスで活躍す るハーピス ト、ジ ョーン・マーソ

ンの作品〈ワルツとプロムナー ド)は、モダン・ミュー

ジックの雰囲気が人気のある楽 しい音楽…。〈ワー

チェスターの想い出)の作曲者エ ドモント・シュエッ

カーは、19世紀後期か ら20世紀初頭オース トリー、

とくにウィーンで活躍 し、後 にニューヨークに移

り、メ トロポ リタン歌劇場やボス トン交響楽団に

席を置いていたこともあり、沢山のソロやエチュー

ドの作品を残 しています。

◆モーツ ァル ト:歌濠1〈 ドン・ジ ョヴァンニ〉序曲

は初演 の前々 日に一晩 (本 当は明け方 2時 間)で

作 られた…というので有名です。冒頭の不吉な和

音やそれ に続 く暗浩たる音楽は、ドン・ジ ョヴァ

ンニに引導を渡 しに来た石像の現れる場面で、そ

れで も改心 しないジ ョヴァンニが遂 に楽火 に包

まれるクライマ ックスを奏でるのです。それか ら

一転 して、オペ ラ全体 を表す軽快 。多彩な音楽 と

な り、殆 ど切れ 目な くオペラが始 まるのですが、

今 日はハイ ドンの トランペッ トの登場とな ります。

◆ ヨーゼ フ・ハイ ドン :(ト ランペ ッ ト協奏曲 変

ホ長調〉1曲 しかないハイ ドンの トランペ ッ ト協

奏曲は、奏者 にとっては名人技の見せ場であ り、

独奏者の切 り札のような曲ですが、聴き手にとっ

ては、胸のす く思いのす る、あるいは明 日の活力

が沸いて くるような人気番組なのです。

第 1楽章はオーケス トラだけで第 2テ ーマまで

奏 して一段落をつけてか ら、朗々と トランペ ット

の登場 とな ります。このメロデ ィーは一度 しか吹

きませんか ら聴き逃がさないように一。後は、独

奏 との掛け合いをオーケス トラも楽 しくて仕方

がないという雰囲気です。第 2楽章はシチ リアー

ノ舞曲をのどかに踊 りながら、これもソロとトゥッ

ティが交錯 して、それな りに盛 り上が りをみせま

すが、何 と言 つて も“ペ ッ ト"の 聴かせ どころは

終楽章です。ロン ド・ソナタ形式な どという理屈

はどうでもよい…、これでもか…とテーマを吹い

て くれ ますか ら、ただ、わ くわ くと一緒 に歌って、

この素晴 らしい午後のひ と時の幸せ を喜び合 い

ましょう。 (高 木幸三 記 )



出演者プロフィール (出演順)

コンクール1位、日本音楽コンクール2位:

卒業時に読売新入演奏会出演。2002年 リ

エクサ国際ライモ|サルマス・トランペッ

本の夜明しす」(演奏会形式)をセントルークスオーケストラ・ニュニ

ヨークと協演し、絶賛される。2003年 10月 には韓国初のオペラ

ハウスにおいて、オープニングフェスティバル「マダム・バタフ

ライ」を指揮して大成功をおさめる。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

知交響楽団正指揮者
=|・

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、3月 のファミ

リーヨンサー 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、毎年の「鎌倉の第九演奏会」

など、常任指揮者の古谷誠一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。

ザ
（

曾[::l通 i恣 糞 :八 爾 薫
ダム音楽院ポストグラデュエイトコ■ス修了後、2001年に帰国:

2002年鎌倉にてソロリサイタルを開催も現在後進の指導にもあ

たっている。これまでにtピアノを故橋爪玲子、関晴子、松岡貞子、

エーリッヒ・アンドレアス、ヴィレム・ブロンズの各氏に師事。鎌

倉音楽クラブ会員。

野畑潤子 (のばたじゅんこ)ノ ―ヽプ

鎌倉女学院卒業、東京芸術大学音楽学部

卒業、同専攻科修了。日本フィルハーモニー

交響楽団の専属奏者をつとめた後、フリー

の奏者として、ソロ、室内楽、オーケストラ、

及び現代音楽の演奏グループに参加する

など多くの演奏活動を行う。日本ハープ

協会の副会長を経て、現在は理事長をつ

とめる。また、日本ハープコンクールにおいては運営委員、審査員、

審査委員長等で参加している。ヨゼフ・モルナール氏に師事。洗

足学園音楽大学講師、鎌倉音楽クラブ会員。


