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継続こそちから 【鎌響の50年】 鎌倉交響楽団団長 山本 賢三

皆さま、鎌倉交響楽団創立50周 年の記念演奏会にようこそお出でくださいまし
た。昭和38年に設立以来、毎年春秋 2回の演奏会を重ねて50年がたち、本国の第
100回 に至りましたが、この間の道のりを振り返ると、よくまあここまで続いたもの
だと思いま丸

設立当初の何よりの悩みはメンバーの不足でした。本番を2週間後に控えても、
練習に集まる団員が20名 にも及ばよ 近隣オケや知人などに応援をお願いしてよ
うやく本番の体裁を整えるという情けない姿が続きました。それでも歯を食いし
ばつてともかく毎週の練習を続けた結果、徐々に熱心で有能な団員が増え、今で
はほとんど鎌響団員だけで100人のシンフォニーを演奏できるという、昔から見る
と夢のような状況になり、この間、市内の年長の幼稚園児を対象にした幼稚園協会主催の演奏会は、幼児
にクラシック音楽に親しんでもらう催しとして毎年継続し、既に40年を数えま丸

フアミリーコンサートはニューイヤーコンサートとしてスタートしてから30年になり、親しみやすい演
奏会として、人気の「インスタントコンダクターコーナー」ともども多くのお客様に愛されていま丸

室内楽演奏会は当初、団内演奏会の位置づけで団員の研修・親睦行事だったのですが、一般のお客
様にもご案内するようになつて20年を超えま丸 楽しみにされる方も多く、ありがたいことに年 2回の演
奏会に200～300名 のお客様がお出でになります。

鎌倉芸術館主催の年末の風物詩「日本語による第九」コンサートにもこのところ毎年出演し、姉妹都市
萩にも3回遠征して、かの地の合唱団とともに第九演奏会を開催いたしました。

このように50年を経た今日、多彩な演奏活動を続けていけるのは、市当局はじめ関係各位のご支援
と、なによりも継続して鎌響の演奏会においでいただき、激励していただける大勢のお客様がおられれ
ばこそと深く感謝いたしておりま丸

これからはさらに地道な練習を重ね、充実した温かい音楽をお届けできるよう、団員―同努めてまい
りますので、変わらぬご愛顧のほと お願い申しあげま丸

新たな未来を目指して 鎌響50周年記念事業委員長  菅井 直介

員一人一人が忙しい時間を害」いて協力することがなければ鎌響の存続はなかったことをご報告いた
したいと存じま丸 なお、今回の事業は2010年から計画し、全員参加と、11人の委員の協力でここにま
で至つておりま丸 冒頭には矢代秋雄 (1929-76)作 曲の鎌倉市歌を50周年記念合唱団も加わって演奏い
たします。この合唱団は戸塚混声合唱団、大船混声合唱団、西鎌倉混声合唱団に一般から参加された方
も含め、星野先生、児島先生のご指導により実現したことを感謝申し上げたいと存じま丸

プログラムは、ベートーヴェンのレオノーレ序曲で始まり、団員―同が長年演奏する日を夢見てい
た、ウイーンの伝統を継承するマーラーの「復活」を、昨年の大震災をおもい、日本再生を願いつつ演
奏いたしま丸 私どもは古都鎌倉の名前を戴いている名誉と責任を感じ、クラッシク音楽に精進し、次
の50年 100年を目指して、世の中に貢献して参りま魂 なにとぞよろしくお願い申し上げま魂
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お祝 いの ことば 鎌倉市長 松 尾 崇

鎌倉交響楽団「創立 50周年記念 第 100回定期演奏会」が鎌倉芸術館に

おいて盛大に開催されますことを、心よりお慶び申し上げま丸

山本団長をはじめ、鎌倉交響楽団の皆様が、昭和 38年の創立以来半世紀と

いう長きにわたり、鎌倉における音楽活動をリードする存在としてご活躍され、

市民文化の向上に多大なご貢献をいただいておりますことを心より、感謝申し

上げま丸

現在、鎌倉市では「武家の古都・鎌倉」の世界文化遺産登録に向けた準備が

最終段階を迎えております。多くの歴史的遺産や恵まれた自然環境の中で響く

皆様の日々の演奏活動が、世界文化遺産にふさわしい文化都市鎌倉を創りあげ

ているものと確信しております。

50年という長い歴史を経て、鎌倉芸術館を満席にされる市民オーケストラとし

して発展を遂げられ、文化都市鎌倉の一翼を担つていただいている団員の皆様の熱意と弛みない努

力に深く敬意を表しま丸

創立 50周年を契機として、鎌倉交響楽団が新たな歴史を刻まれ、ますますご発展されますととも

に、団員の皆様の一層のご活躍を祈念いたしまして、お祝いのことばとさせていただきま丸

これからも鎌倉を音楽で潤してください  鎌倉市教育委員会前教育長 貫員代 徳彦

このたびは、鎌倉交響楽団創立50周年記念「第 100回定期演奏会]の 開

催、おめでとうございます。

アマチュアの方が団結し、年 2回の定期演奏を50年続けてこられたのも、

団員の方々の音楽への並々ならぬ熱意があればこそだと思います。

かつて、市役所で仕事をしているときに、隣の御成小学校における練習の

音に聞き入つたこともありました。芸術館の大ホールも毎回、満員とのこと。

地元の楽団ということで、応援する方が多いのだと思います。

音楽が好きな方が演奏し、音楽を愛する方が聞き入る。双方の相乗効果

で、ホールはいつも熱気に包まれていることでしよう。

これからも地元鎌倉を音楽で潤していつていただければと思いま丸

鎌倉交響楽団 創立50周年によせて  鎌倉市文化協会理事長  奴田 不二夫

このたびは、鎌倉交響楽団創立50周年、おめでとうございます。

鎌倉市文化協会の会員である「鎌響」が50周 年を迎えるということは大変な

誇りでありますコ0人ほどで50年前にスタートした鎌響が今日あるのは、創立

当時からの団員である山本団長をはじめとする団員のみなさまの努力の結

果だと思いますも幅広い年齢層の地域住民を中心として構成されたメンバー

は今では100人をこえる成長をとげたと聞いております。数々の市民に密着し

た演奏会を開催し、特に100回 を迎える定期演奏会は、毎回すばらしいゲスト

を迎え、鎌倉市民文化祭の中心的なプログラムとなつておりま丸

今後も山本団長がモットーとする「温かい音楽」をテーマに鎌倉交響楽団

独特の活動を長くつづけていただくことを期待しま丸
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鎌倉交響楽団第100回 定期演奏会
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ベートーヴエン 「レオノーレ」序曲 第3番
L V Beetho∨ en          LEONORE No3 0VER丁 ∪RE

～ ～ ～ ～ ～ 休憩 ～ ～ ～ ～ ～
|∩ terRn sslon

交響曲 第 2番「復活」
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鎌響 50周年記念合 唱団

合唱指揮  星野 聡  児島百代

第1楽章 アレグロ。マエストーソ ー貫して真面目で荘厳な表現で

第2楽章 アンダンテ。モデラート きわめてくつろいで急がずに

第3楽章 スケルツォ 穏やかに流れるような動きで

第4楽章 「原光」(は じめての光)きわめて荘重で素朴に

第5楽章 スケルツォのテンポで荒野を進むように

バン列旨揮  太田弦  平林 岡J

大阪音大卒。ウィーン国立音大で L.ハーガー、Pシ ュヴァルツ、湯浅勇治各  |
氏に師事。 1998年、コン ドラシン指揮者コンクール セミ・ファイナ リス ト。 |
1999年、ウィーン 。トーンキュンス トラー響を指揮。 2001年、ウィーン郊  |
外でハイ ドン「天地創造J、 2003年、プラハ放送交響楽団を指揮。2005年、 |
ライプツィヒでバッハ「口短調ミサ」と「第九」を指揮。 2006年、ウィーン |
とプラハでモーツァル ト「レクイエム・ガラ」を指揮、絶賛を博す。 2000年  |
より3年間、小澤征爾音楽塾オペラプロジェク トアシスタン ト及び合唱指揮。 |
2008年 3月、長野県松本市においてモーツアル トの交響曲全 52曲を 10年  |
かけて演奏する「モーツァル ト交響曲・全曲演奏会」が結成され芸術監督に就任、 |
現在松本モーツァル ト。オーケス トラの指揮者を務めている。

2009年 2月 、紀尾井シンフォニエッタ東京第 68定期演奏会にてメンデルスゾーン「エ リア」の合唱

指揮 (合唱 :東京オペラシンガーズ)。 2009年、「国境なき合唱団」ベル リン公演でベル リン・シンフォ
ニエッタを指揮 して「第九」を演奏、 2011年 6月 にはプラハで同合唱団と、引き続いてライプツィヒで

それぞれ「第九」を指揮。
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横浜生まれ。桐朋学園大学声楽専攻卒業。同大学研究科修了。平成 9年度文化庁国

内芸術インターンシップ研修員。第 13回 日本声楽コンクール第 1位。奥田良三賞、

日本 Rシ ュ トラウス協会賞、東京都知事賞をあわせて受賞。第 11回奏楽堂日本歌

曲コンクール第 3位入賞。ヘンデル「メサイヤ」、ハイ ドン「天地創造」「四季」、モー

ツァル ト「レクイエム」、ベー トーヴェン「第九」、フォーレ「レクイエムJ、 グノー「聖

チェチー リア荘厳 ミサ」、 ドヴォルザーク「スターバ ト・マーテルJ、 Rシ ュ トラ

ウス「4つの最後の歌」、マーラー「交響曲第 2番」「交響曲第 4番J等、コンサー

トソリス トとして数多 く出演。オペラではラヴエル「子供と魔法」、モーツアル ト

「フィガ回の結婚」、J.シ ュ トラウス「こうもり」、ウェーバー「魔弾の射手」、オル

新作 。初演のモノ

フ「カ トゥーリ・カルミナ」「アフロデイーテの勝利」等に出演。2009年 6月 には
。オペラ「ケ・セラ・セラ…で、いいかしら |?」 でひとり舞台に初挑戦。CD「アヴェ・

マリア」「マ ドンナの宝石」「Grace Voice」 をリリース。現在、横浜音楽文化協会会員、二期会会員。

・ ■■|■|■■● メィ:と
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東京芸大声楽科、同大学院修士課程修了。声楽を横山和彦、高橋修一、佐々木成子、

R.Hofmannの各氏に師事。芸大定期公演のメンデルスゾーン「エリアJ、 ブラー

ムス「アル ト・ラプソデイーJへのソリス ト出演をはじめ、これまでにヴィヴア

ルディ「グローリア」、ヘンデル「メサイア」、バッハ「ヨハネ受難曲」「マタイ受

難曲」「マニフイカー ト」「カンタータ」、モーツアル ト「ミサ曲」「レクイエム」、ベー

トーヴェン「ミサ曲ハ長調J「第九交響曲」、デユルフレ「レクイエムJ、 ラター「マ

ニフィカー ト」等数多くの宗教曲や、モーツアル ト「フィガ回の結婚Jのマルチェ

リーナ、フンパーデインク「ヘンゼルとグレーテル」のヘンゼル、ロッシーニ「ラ・

チェネレン トラ」のティスベ、プツチーニ「ジャンニ・スキツキ」のツイータ等

オペラのソリス トを務める。2003年 日越友好 30周年記念ヴェトナム4都市チャ

リティーコンサー トツアーに参加。奏楽堂日本歌曲コンクール奨励賞、友愛 ドイツ歌曲コンクール入選。

日本声楽アカデミー会員。東京カン トライ専属ヴォイス トレーナー。中央大学附属高等学校合唱部委託

指導員。

鎌響 50周年記念合唱団

本日の演奏会にあたり、大船混声合唱団、戸塚混声合唱団、西鎌倉混声合唱団の三団体に、さらに個人参加

の方々を交え、「鎌響 50周年記念合唱団」が結成されました。各合唱団から寄せられたプロフィールをご紹

介いたします。(五十音順)

□ 大船混声合唱団
1988年 に設立。以来、美しいハーモニーづくりを目指し、日本の歌、宗教曲、世界の民謡、黒人霊歌などを広く

歌うことを目標に、毎週木曜日夜 7時から大船学習センターにて練習に励んでおりますので是非お訪ね下さ

いQ 尚、2013年9月 22日 (日 )には、鎌倉芸術館大ホールにて創立 25周年記念第 14回定期演奏会開催を

予定し、モーツアルトのレクイエムなど演奏曲目の練習を開始しました。

□ 戸塚混声合唱団
1985年に戸塚区で初めての混声合唱団として発足。活動の中心は 1～ 2年間隔で開催される自主演奏会

や、地域の合唱祭、福祉施設への訪問演奏など。約 60名のメンバーは合唱初心者から経験豊かなベテラン

まで、年齢も 10代から80代までと幅広く、多様な人々により構成され、指揮者の星野聡氏のねばり強い指

導のもと「みんなで楽しく歌いたい」人から「難易度の高い曲にも果敢に取り組み達成感を味わいたい」人ま

で幅広く受け入れる、懐の深い合唱団に成長しつつありま丸

□ 西鎌倉混声合唱団
1982年、西鎌倉小学校PTAコーラスとして発足。1996年 にPTAコーラスから独立。1998年 に第1回コンサート

を開催後、ほぼ 2年に 1度の演奏会を開催。その他、神奈川県合唱祭、鎌倉合唱連盟合唱祭、定期演奏会に

は毎年出演。現在メンバーは36名で、60代、70代が中心。団員は、家族の介護、自分自身の健康といろ

いろ問題を抱えつつ、指揮者の児島先生、荒井先生、ピアニストの田中先生の熱血ご指導のもと、「良いハー

モニーづくり」に努力を重ねていま丸
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■■■■  曲 目紹介 PrOgram Note

「レオノーレ」序曲 第 3番 ベートーヴェン (1770-1827)

ベートーヴェン自身の指揮、独奏で第 1、 第2交響曲や第 3ピアノ協奏曲などが初演。再演された1803年 の演奏会

が大成功で大変な評判となり、モーツアルトの歌劇が良く上演されていた時代の中でドイツの人々の中で「あのベ

ートーヴェンの手による歌劇を見たい」という期待が大きくなつていきました。これに対してベートーヴェンが手を

付けた台本はフランス人」.N.ブイイの「レオノール、あるいは夫婦の愛」2幕で、あらすじは「陰謀によつて捕えられた

無実の夫を助けようと、妻レオノーレがフィデリオと名乗つて男装して活躍する物語」。ベートーヴェンが 1年をかけ

て作つたそのドイツ語翻訳版の3幕の歌劇は「レオノーレ」というタイトルで初演される予定でしたが、フランス人P

ガヴォーが作曲し1798年に初演された「レオノール、あるいは夫婦の愛」、1804年のFパエール作曲「レオノーラ、

あるいは夫婦の愛Jの 2つの歌劇と混同されるのを嫌つた劇場関係者の反対で歌劇「フィデリオ」として1805年に

初演されました。元 2々幕の劇を3幕 に直したせいかあらすじが冗長なこと、また当時ウィーンはフランス軍の統制

下にあり、ベートーヴェンに好意的であつた皇后陛下や貴族、銀行家などが疎開でウィーンを離れてしまい、ほとん

どの聴衆が駐留しているフランス兵士であったこともあり、上演は失敗に終わつています。その時の序曲は「レオノ

ーレ」第 2番で、後に大幅な台本の変更もあり第2稿は2幕版に変更され、1806年に改訂版が上演された時の序曲

が今日演奏いたします第 3番で丸

残る第 1番は1806年の第2稿上演の後、何とか歌劇を成功させようとプラハでの上演を計画し、そのために準備し

ていた新しい序曲で、この上演が実現しなかつたため、またベートーヴェン自身もこの序曲に不満を持つていたた

め生前には演奏されなかつたようで丸 そしてその後いくつかの修正を加え1814年 に再改定版を上演、これが大成

功を収め、歌劇「フィデリオ」は以後現在に至るまで重要な歌劇として上演されており、この時の序曲は改めて作曲

された「フィデリオJ序曲で丸

ベートーヴェンは自身の唯一の歌劇のために計4つの序曲を作りましたが、第 3番が作曲時間が短かったにもか

かわらず一番充実した音楽になつていて、現在でも演奏用序曲として単独で演奏されることの多い曲で丸 また歌

劇「フィデリオ」の上演の際にもこの曲は第2幕の前に、又は第2幕第2場の前、あるいは終幕の後に演奏されること

があります。

交響曲 第 2番 ハ短調 「復活」 マーラー (1860¨ 1911)

マーラーは現在のチェコ、当時のオーストリア領ボヘミアで生まれました。実業家であり教育者でもあつた父親のベ

ルハルトは子供の教育にも熱心で、3歳の時に息子グスタフに贈つた小型のアコーディオンが作曲家マーラー誕生

の最初のきつかけになりました。その後屋根裏部屋で見つけたピアノで遊ぶようになつた息子の音楽的才能を見出

した父親は、自分の仕事の後を継がせようとしていた考えを改め、息子に本格的音楽教育を受けさせました。10歳で

ピアノ独奏のコンサート、15歳の時にウィーン楽友教会音楽院 (現ウィーン国立音楽大学)に、17歳でウィーン大学に

入学。

マーラーは交響曲作曲家としてブルックナー (18241896)と よく上ヒ較されますが、マーラーがウィーン大学に入学し

た時ブルックナーはそこで和声学を教えていた「先生Jでした。マーラーはブルックナーから学んだものはない、と言

つていましたが、「師」としてではなく「生涯の友人」として親しい交流がありました。

マーラーは10代後半に作曲されたコンクールのための交響曲、未完の「ノルディック(北欧)交響曲」、そして「交響曲

イ短調Jを作りましたが、後に破棄されたためマーラーの交響曲として現在残されているのは未完の第 10番と、番

号がついてないが「交響曲」と銘打たれている「大地の歌」を含む11曲で丸

ヨーロッパ中で「ゼニの取れる指揮者」として鳴り響いたマーラー、特に歌劇の指揮者としての名声の中で作つたい

ずれの交響曲も完成度が高く、オーケストレーションも2管中心だつた交響曲を3管から5管の大きな編成にし、テ

ィンパニの数を大幅に増やしたり、それまで使用しなかつたような楽器を使つたり、また形式も4楽章にとらわれな

い5楽章～7楽章の、あるいは楽章という観念にとらわれない交響曲 (第 8番)も作り、交響曲の概念を大きく変え
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ることになりました。そして各曲とも明確なテーマや表現内容を持つて作曲され、楽譜にも、演奏者を、聴衆を細部

まで支配しようとする強い意志の表れか具体的な指示やコメントが多く、それでも足りない場合にはlld外にも注釈

をつけて必死に音のニュアンスを伝えようとしました。ただ出版される際にイメージの限定を避けるためか大分肖」

除されてはいましたが、それでも楽譜にはその多くが残つておりま丸

マーラーの作曲活動の大きな柱は歌曲と交響曲の 2本ですが、その交響曲の中にソロや合唱など声楽を多く取り

入れているのも大きな特徴で丸 今日お送りいたします「復活Jもソプラノ、メゾソプラノ、合唱、そしてオーケストラ

編成も通常の15倍から2倍もの数の管打楽器、そしてバンダと呼ばれる舞台裏で演奏される多くの楽器も入つた壮

大なスケールの交響曲で丸

<第一楽章>
この楽章は最初、交響詩「葬礼Jと して1888年に作曲され、かの大指揮者、マーラーの恩師でもあるハンス・フォン・

ビューローに聞いてもらつたところ酷評を受け、出版社からも拒否され、結局演奏される機会もなくなり、結果的に

これが「復活」第一楽章の原曲になりました。(そうではなく最初からスケールの大きい交響曲に広げるた めの第一

楽章として作曲され、何かの理由で一旦中止したたものの「交響詩Jと して出版できないかと出版会社に打診をし

た、という説もありま丸 )冒頭には「全体として真面目で荘厳な表情をもつて」と記され、フォルテシモのトレモ国の

後から始まる低弦の第一主題はマーラーの交響曲の中でも最も劇的なものの一つと言われています。また、実際

に実行されることは少ないのですが、スコアの第一楽章の終わりには「この楽章の演奏後少なくとも5分の休憩を

おくこと」という指示があり、「今までの気持ちを切り替えてから全く違うその後の第二楽章を演奏してほしい」作曲

者の気持ちを示したもので丸 因みに第二、四、五楽章は続けて演奏されま丸

<第二楽章>
優美に演奏される長調の旋律と、連続した 3連符の短調の旋律が交互に何度も現れ、美しく平和な気分がただよ

う間奏曲のような楽章になつていま丸

<第三楽章>
びつくりするような大きいティンパニで始まる流れるようなメロディはマーラー自身の歌曲集「子供の不思議な角

笛」の中の「聖アントニウスの魚への説教」に基づいており、全体的に人間のばかばかしい日常を風刺する気持ち

が入つています。

<第四楽章>
∪‖icht「原光」、この楽章だけにタイトルが付けられていますが、「原光」はやはり「子供の不思議な角笛」の中の詩

の名前でこの楽章の歌詞に使われており、アルトの歌声になつて次の第五楽章に引き継がれます。またこの第 2番

の後の第 3番、第 4番の交響曲にも歌曲集「子供の不思議な角笛」が関連し、この3つの交響曲は「角笛交響曲群J

と呼ばれることもありま丸

<第五楽章>
ひとつの交響曲にも匹敵するようなこの大きな楽章が生まれる前、第3楽章まで出来上がつていたこの曲をどうい

う形で終わらせようかマーラーが悩んでいた約 1年後、恩師ハンスフォンビューローの葬儀に参列し、その時に聞

いたドイツの詩人クロップシュトックの「復活」のコラールを聞いて「これだ !」 と神の啓示のように感じたと言われ

ております。

マーラー自身が「あらゆる人生の終末は来た」をモチーフとして作つたこの楽章は、おおよそ 3つの部分から成つ

ており、第三部にマーラーは合唱、アルトとソプラノのソロを中心とする「復活」賛歌を入れました。「生まれたもの

は減び、減びたものは復活する」、「生きるために死す。汝わが′いよ、汝は一瞬のうちに復活せん」と大きなクライマ

ックスを迎えた後、ゆつたりと締めくくられます。この交響曲の「復活」という名称はマーラーがほんの一時期唱」題」

として使つたことがあり、それが元になり現在に至つておりま丸
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□ 4th Movement 〃
Urlicht〃

Des Knaben Wunderhorn

□ 5th Allovement

Chor.und Sop.
Auferstehin,ja aufersteh'n
Wirst du,Mein Staub,
Nach kurzer Ruh'!
Unsterblich Leben!Unsterblich Leben
wird der dich rief dir geben!

Wieder aufzubliih'n wirst du gesat!
Der Herr der Ernte geht
und sanllnelt Garben
uns ein,die starben!

Alt.solo

O glaube,mein Herz,O glaube
Es geht dir nichts ver10ren!

Dein ist,ja dein,was du gesehntl
Dein,was du geliebt,
Was du gestritten!

Sop.solo
O glaube

Was vergangen,auferstehen!
Hёri auf zu beben!

Bereite dich zu leben!

Sop.und Alt.solo
O Schmerz!1)u Alldurchd�nger!
Dir bin ich entrungen!
O Tod!Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Fliigeln,die ich inir errungen,

in hei3em Liebesstreben,
Werd'ich entschweben

�lit Fligeln,die ich lnir errungen
Werde ich entschweben.
Sterben werd'ich,um zu leben!
Auferstehin,ia auferstehin
wirst du,mein Herz,in einem Nu!
Was du geschlagen
zu Gott wird es dich tragen!

マーラー交響曲第2番「復活」歌詞

ALtt SOLO                         ァルト(メ ゾソプラノ)狛押昌
O Rёschen rOu                ぁぁ、赤いノヾラよ !

Der Mensch liegtin grё 3ter No■        人は、大いなる苦難の中にいる !

Der Mensch liegt in grOSter Pein!       人は、限りない苦しみの中にいる !

Je lieber mё chザ ich im Himmelsein.    私は願う。むしろ天国にいたい、と |

Da kam ich aufeinen breiten Weg:      私は一本の広い道へたどり着いた
Da kam ein Engelein und w01lt'mich abweisen.す ると、一人の天使が私を追い払おうとした
Ach nein!Ich lie3 mich nicht abweisen!    ぃゃ、私はそうはさせはしなかった |

Ich bin vcln Gott und will wieder zu Gott!   私は神のもとから来て、また神のもとへ戻るのだ !

Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,1! 

蒙窪魔笙謬:;重こ皇石要写雑:::鷺534[11:墓
g、

!

Wird leuchten lnir bis in das ewig selig Lebel

Du wardst nicht umsOnst geboren!      お前が生まれてきたことは無駄ではないのだ、と !

Hast nicht umsOnst gelebt,gelitten!     生きること、苦しむことは、無駄ではないのだ、と !

⊂hor.und Ak。                 合唱とアルト(メ ゾソプラノ)

Was entstanden ist              生まれ出たものは
Das mu3 vergehen!             滅びるのだ !

Zum Licht,zu dem kein Auピ gedrungen l   まだ誰も見たことのない光のもとヘ
⊂hOr.                                 合口昌

□ 第4楽章 原光 (「はじめての光」)

「子供の不思議な角笛」より

□ 第5楽章

合唱とソプラノ
復活するのだ、そうだ、よみがえるのだ
チリとなった肉体よ、
あと少しだけ休んだのちには、そう、復活するのだ !

不死の命 !お前に呼びかけた主から、
不死の命が与えられるだろう !

再び花開くためにお前は種としてまかれた |

メ」入れの主がやって来て、
我ら死んだ者たちをメ」り取り、
東ねて収穫する !

アルト(メ ゾソプラノ)独唱
おお、信じなさい、わが心よ、信じなさい
お前は何も失つていない、と !

お前が望み、愛したもの、
そして、あらがって得ようとしたものは、
すべてお前のものだ、と |

ソプラノ独唱
おお、信じなさい

滅びたものは、復活するのだ !

恐れおののくのは止めよ |

生きる党悟をしなさい !

ソプラノとアルト(メゾソプラノ)独唱
おお、すべてをうがつ苦しみよ |

私は汝からのがれる !

おお、すべてを覆い尽くす死よ !

今こそ汝は征服されたのだ !

私は勝ちえた翼をひろげ、
愛を求める激しい想いのうちに
飛び立つだろう

勝ち得た翼をひろげて
私は舞いあがろう !

私は逝く、生きるために !

よみがえる、そうだ、わたしは復活するのだ
わが心よ、ほんの一瞬のうちに !

わが
'bの

うち倒せし死が
神のもとへと私をいざなうだろう !
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|■■■■■■■ 鎌倉交響楽団の50周年と次の100年に向けて ・ ■■|■■ |・

50周年記念事業委員会副委員長 水上 清
は じめ に

鎌倉交響楽団は「鎌響」の愛称で多くの皆さまのご支援に支えられながら、今年50周年を迎えました。「文化都

市としての本市にふさわしい高度の楽団を結成して ・̈」という「1日鎌響」の精神を受け継ぎながら、アマチュアと

してひたむきに音楽と向き合い、週 1回の地道な練習を重ねて、演奏会を開催してきました。私は8年目の第15回

定期演奏会から参加しましたが、その時の曲目にストラヴィンスキーの「管楽器のためのシンフオニー」を見つけ

て驚いた記憶がありま丸選曲や運営を団員の意思で自主的に決めていく基本的な姿勢は、すでにその当時から

貫かれ、しかもそれを受け入れながら的確な指導をされる指揮者との絶妙なバランスも現在まで続く鎌響の特色

といえま丸 こうした鎌響の今までを振り返ると共に、これからの100年に思いを馳せて行きたいと思いま丸

4年間の「鎌倉交響楽団」

前項で「旧鎌響」という言葉にお気付きと思いま現 実は現在の「鎌響」の前に1947年から1951年まで、プロ

とアマチュア混成による伝説のオーケストラ「鎌倉交響楽団」が活動していました。戦後の混乱期にこの歴史溢

れる古都鎌倉を音楽の中心地にしようと情熱に燃えた音楽関係者により1945年暮に鎌倉音楽クラブ(代表

野村光―)が結成され、この呼びかけに応じた疎開中のプ国の演奏家を中心にアマチュア愛好家も加わり最初
の「鎌響」が誕生しました。第1回演奏会は1947年 10月 5日、当時の師範学校(現横浜国立大学付属小中学校)請

堂を会場に、モーツアルトのフルート協奏曲やシユーベルトの「未完成」などが演奏されました0旨揮橋本国彦、

フルート森正)。 活動は年4回の演奏会開催を目標に、市からの補助金も得ながら運営されていましたが、社会

の落ち着きと共に、プ国の演奏家は活動を徐 に々東京に移し、演奏活動は僅か4年足らずの1951年 3月 に終了
しました。短い期間でしたが、1948年には尾高尚忠作曲のフルート協奏曲が自身の指揮、森正のフルート独奏

により公開初演されていま丸
この「旧鎌響」に参加した主な演奏家には、尾高尚忠、前田幸市郎、斎藤秀雄、鈴木聡、平井哲三郎、当時まだ

10代だつた江藤俊哉、東京音楽学校 (現東京芸術大学音楽学部)の学生だつた矢代秋雄 (寡作ながら内外で作

品が演奏される日本を代表する作曲家の一人。「鎌倉市歌」は氏の作品)などの諸氏がおられました。

現「鎌倉交響楽団」の誕生 (鎌倉市中央公民館時代 )

「旧鎌響」の解散後は、1959年から朝日新聞社が主催する青少年を対象とした「朝日ジユニアオーケストラ鎌

倉教室」(室長福井孝―)が誕生し、東清蔵の指導で春秋2回の演奏会が行われましたが、新聞社の方針で4年

後の1963年 1月 には活動を停止しました。これを引き継ぐ形で誕生したのが、市民アマチュア管弦楽団としての

現在の鎌響です。設立の発起人には、「旧鎌響」設立にも係わつた野村光―をはじめ、福井孝一、服部甚蔵、鉄

能子、山岡寿美子等の諸氏が名を連ねました。設立趣意書には、「文化都市としての本市にふさわしい高度の

楽団を結成して…・」という「旧鎌響」の精神を受け継ぎながら、新たな体制でスタートを切つていま丸 その意

気込みの強さからか、同年6月 15日 にはすでに第1回結成記念演奏会を開催しました。演奏会場は鎌倉市中央

公民館、といつても今は取り壊されてありませんが、鎌倉市由比ガ浜2丁 目の鎌倉女学院のとなりにあつた、収

容人員700名程度のホールでした。しかも当初は国民体育大会の施設として作られた建物を、大会後に市民の

多目的な集まりに使用できるよう改造したもので、演奏会場としては音響効果の悪いホールでした。

設立時のメンバー構成は朝日ジユニアから10数名、第1次鎌響から5名、そのほか鎌倉音楽クラブメンバーに指

導を受けていた人たちや、大学オーケストラのOB、 音楽好きな市民などが集まつたとされていま九 年齢層は

かなり幅が広く、本国のステージをご覧になつてもお分かりのとおり、現在の鎌響が持つ特徴がそのまま設立

当初からの伝統であることを感じま丸
結成記念演奏会は無事に開催したものの、その後も団員はなかなか安定せ女 週1回の練習には10名も集

まらないこともあつたと聞いていますが、演奏会が近づくと近隣オーケストラや知人、プ回の演奏家などに応援

を得て、年2回の定期演奏会を続けてきました。この間、1970年には現在神奈川フイルハーモニー管弦楽団と

いう県唯―のプロオーケストラの前身となる国り工管弦楽団が結成され、中核メンバーとして鎌響から技術を

持つた団員が参加して行つたこともありました。また、1971年には鎌倉私立幼稚園協会に加盟する幼稚園の園

児を対象とした音楽会を依頼され、今日まで続いていま丸 初めて見るフルオーケストラを前に、純粋に音楽と

向き合う園児の目の輝きや反応は、演奏の出来を的確に表わし、今日まで私達団員にとつて貴重で大切な真貪」

勝負の場となつていま丸 また演奏を聞いた園児が成長し、その後入団して来るなど嬉しい効果ももたらして

います。
1975年頃からは、指導者の熱意と地道な運営努力の上に、2度のオイルショックからの立ち直りや、文化的な

余暇を求める社会的風潮も影響して徐 に々団員数も増加し、また観客の広がりも見られるようになつて来まし

た。その1975年からは市教育委員会の依頼で市内小学校体育館を会場に、巡回サマーコンサートが開始され

ました。夏休み中の土日の夜に2日間、学童やご家族を前に演奏する機会を持つことが出来ました。冷房など

ない体育館で汗びつしよりになり演奏することから、オリジナル丁シャツを作つたのもこの頃でした。竪琴とK

SOを組み合わせたデザイン、猫、そして∃ツトなどの図柄をプリントして作られました。この巡回演奏会は現

在行つていませんが、家族みんなで楽しめる音楽会を目標に、1981年からニューイヤーコンサート、そして
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2003年からはファミリーコンサート(鎌響のフアミコン)として、定期演奏会と共に大切な演奏活動の柱となつて
現在まで受け継がれていま丸

この頃の主な演奏活動としては、1980年 日本アマチュアフエスティバルに参加し東京日比谷の日生劇場でブ
ラームスの第4交響曲を演奏、1982年創立20周 年第40回定期演奏会では念願の「第九」を演奏し、オーケスト
ラの意気も上がり、実働団員は80名を超えて響きも充実してきました。以降ブルックナーの4番 (1986年)やマ
ーラーの 1番(1988年 )などの大曲もプログラムに登場するようになりました。また、1988年 には東京駅北ロド
ームで開催された「駅コン」に出演し、モーツァルトの「フルートとハープの協奏曲」ほかを演奏するなど、地元
での演奏以外の活動も含め大きな盛り上がりを見せていま丸 これらは常任指揮者の前田幸市郎、後任の古谷
誠一の各氏が、情熱溢れる充実した練習の積み重ねによつて築き上げてきたものと考えていま丸

鎌倉芸術館時代へ (1993年～現在 )

鎌倉芸術館の落成により、待望久しかつた本格的な音響設備と1′500人を収容できるホールでの演奏が可能
となり、鎌響も活動の場を移すことになりました。1993年 11月柿落としの演奏会は、念願であつた「100名 の団
員で第九を」という目標を、満員のお客様をお迎えして、実現することが出来ました。
広いステージと豊な響きを誇る芸術館で演奏会を行うようになつてからは、ニューイヤーコンサートでバレ

ー団と協演(1998年「くるみ割り人形」)、 バレー団の公演に依頼を受けオーケストラピットで演奏(1998年「ライ
モンダ」ほか)、 またストラヴィンスキー「火の鳥」(2000年 )、 オルフ「カルミナ。ブラーナ」(2007年 )、 マーラー 交響
曲第5番(2008年 )、 そして今回のマーラー 交響曲第2番「復活」(2012年 )など 規模の大きな、また舞台機構を使
い変化に富んだ演奏が可能となり、更に演奏に磨きをかけることが出来る環境の中で充実した活動を展開し
ています。
今回の「復活」演奏に当たつては、当初40周年の時にも演奏希望がありましたが、団員が不足しており、応援

を頼んだ演奏はすべきでないという理由で別の曲になりました。50周 年ではほぼ全員鎌響団員で演奏が出来
る態勢が整いました。是非今の鎌響サウンドをお聞きいただきたいと思いま丸
「第九」の演奏も最近は毎年鎌倉芸術館が主催する「日本語で歌う第九演奏会」に参加させていただき、また

1999年を最初に3回姉妹都市萩を訪問し、萩市民の合唱と鎌響が合同演奏を行うなど、活動が益 多々様化して
いま丸 鎌倉芸術館に演奏会場を移すに当たり、1′500人も収容できるホールを果たして一杯に出来るか不安
を抱いていた団員も、毎回椅子を埋め尽くすお客様に感謝の気持ちと、それに応える演奏を真剣に思いなが
ら、今日もステージに向かつています。こうした恵まれた環境の中で演奏できる鎌響の育成に献身的なご尽力
をいただいた演奏面では前田幸市郎、高橋誠也、吉水洋、古谷誠一、宮松重紀ほかの諸先生、運営面では創設
期からの福井孝一、服部甚蔵、伊澤龍作、日比谷平一郎ほかの諸氏に深く感謝を申し上げま丸

1 00年に向
`ナ

て

50年の歩みの中で徐々に作られてきた独特の鎌響サウンドは、いまも20歳から70歳半ばまでの様々な考
え方や価値観を持つた人たちが集い、年齢差半世紀の差をものともせま 鎌倉という長い歴史の空気を通して
豊かに醸成されてきたものであり、この響きを更に充実させてこれからの50年でどのように磨かれていくか、
心楽しみに思いながら練習に励んでまいります。また、過去に挑戦して果たせなかつた、姉妹都市ニースヘの
演奏旅行もこれからの夢としていきたいと思いま丸

ただ、素晴らしい響きの演奏会場はあるものの、120名を超える団員が毎週練習を重ねていくための広さと
防音設備を持つた練習場や、現在ワンボックスカーに積んで保管している大型楽器や特殊楽器を、熱や湿気か
ら守り安心して保管できる倉庫がないことなど、さらに充実した活動を行つていくには、本日ご来場の皆さまに
更に格別のご支援をお願い申し上げま丸

湘南内科ベインクリニック

院長 麻酔科医 池上晃子 (逗葉医師会会長 )

診療科目 内科・麻酔科 (痛みの治療)

≪診療時間≫ 8:30～ 12:00/15100～ 18:00
≪休診 日≫  月曜午後、木曜、日曜、祝日

逗子市逗子 5-6-18(逗子市役所隣り)

丁EL:FAX  046-872-261 1
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■ ■■ |■ ■ 50年のあゆみ Q&A ■ ■ |■||

、鎌響の新入団員のQ子さんが、ベテラン団員のA男さんに

鎌響50年の『あゆみ』を、質問しています。さて、A男さん

の回答は新人Q子さんにうまく伝わるでしょうか?
毀誓咸嘩家
　
Ｑ

讀

まずはじめに、鎌響が生まれた1963年佃召和38年)はどんな年だつたのかしら?

A:翌年の1964年が東京オリンピックなので、これから高度経済成長へまつし

ぐら。まさしく日本中に元気がみなぎつていた時期で、NHKの大河 ドラマ

が始まったのがこの年。テレビのカラー本放送がその前年に始まりました。

「こんにちは赤ちゃん」や「高校3年生Jがヒットした年、としヽつても若い

人には・・・ わからないかなぁ?|

Q: 今日、第100回の定期演奏会を迎えたわけですが、この50年間で100回の演奏会を開催 したという

ことですか ?

∧ :鎌響ができてから、春と秋の年2回の定期演奏会をずつと欠かさず続けてきましたけど、定期演奏

会以タトの演奏会もあるのですよ。すべての演奏会を入れると、この50年で153回で した。 (表 1)

最近では、定期演奏会が年2回、「フアミコン」 (フ アミリーコンサート)が年 1回、それに各種の依頼演

奏会に加え、年2回の室内楽演奏会、というペースで演奏活動 しています。

Q: 春・ 秋の年 2回の定期演奏会の他には、どんな演奏活動をしているのですか?

A:鎌響ができて しばらくの間は定期演奏会だけで したが、「より親 しみやすい鎌響」を目指 して

1981年には「ニューイヤーコンサート」を、また1995年からは「サマーコンサート」を始めまし

た。「サマー」は2001年まで、「ニューイヤー」は2002年まで続きましたが、鎌倉芸術館主催

の「第九」への出演機会がt曽 えたこと、と「ニューイヤー」と「第九」の練習が時期的に重なる、

といつた事情で、2003年からは「ニューイヤー」と「サマーJに代わり「鎌響のフアミコン」 (フ

ァミリーコンサート)を毎春に開催することになったんです。今年3月3日 には「第10回鎌響のフアミ

コン」を開催 しましたね。また、鎌倉の姉妹都市「萩市Jと の交流イベン トの「第九」、鎌倉音楽

クラブや鎌倉芸術館主催の演奏会、また近隣合唱国の公演などへ参加 しているんですよ。

【表 1】 10年単位での

演奏会回数

19631F(S38)～

19721F(S47)

19731F(S48)―

19821F(S57)

19831F(S58)^ψ

1992年 (H4)

19934F(H5)^ウ

20021F(H14)

2003生F(H15)―

2012年 (H24)

演奏

回数

定期演奏会 (春・秋 ) 20 20 20 20 20 100 回

ニューイヤーコンサー ト 9 10 21回
サマーコンサー ト 7 7回

フアミリーコンサー ト 10 10回

その他の演奏会
つ
４ 15 []

演奏会回数 合計 20 回 22 回 29 回 40 回 42回 153回

Q: 演奏会の会場は、ずつと鎌倉芸術館ですか ?

A:し いヽえ。1993年に念願のコンサートホール「鎌倉芸術館」が誕生するまでは (旧 )鎌倉市中央公民館

で した。今はもうありませんが 。
「一の烏居」の近く、鎌倉女学院に隣接 した場所にあって、鎌響

誕生から30年の長きにわたりお世話になりました。もともと演奏会用の施設ではなかつたため、

鎌倉市に簡易反響版を設置 していただいたり、倉」立20周年の第40固定期11982年 )の「第九」の

ために鎌響団員が含唱用のヤマ台を苦労して手作りしました。これが「鎌響初めての第九」で、

1982年の11月 27日 (上)と 28(日 )の 2日間にわたって公演をおこなったんですよ。

Q: 鎌響が誕生 してからこの50年間で演奏 した曲はどのくらいになりますか ?

A:定期演奏会とニューイヤー、サマーコンサート、ファミリーコンサートなど各種演奏会を合計するとこの

50年で529の曲を演奏 しています。この数字には同じ曲のダブリも含まれているので、ダブリを

除いた「正味」は ちょうど300曲 になりますね (表 2)。
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50年のあゆみ Q&A
【表2】 10年単位での

演奏回数 。曲目数

1963年 lS38)～

1972年 (S47)

1973年(S48)～

1982年(S57)

1983年(S58)～

1992奪三(H4)

1993年 (H5)～

2002年 (H14)

2003年 (H15)～

20121F(H24)

奏

数

演

回
曲目数

交 響 曲 24 34 128回 50曲

協 奏 曲 12 74回 43曲

管弦楽曲 46 64 96   1 327回  1 207曲

演奏回数合計 71回 83 回 104 回 128 回 143回 529回 300 曲

Q:山 □県萩市に演奏旅行をしたつてホントですか?

A:萩は鎌倉と姉妹都市なんです。萩・鎌倉姉妹都市提携20周年記念の1999年には鎌倉市 1萩市の皆さ

んのご尽力によって萩市でも第九を演奏させていただきました。萩の皆さんにとても暖かく迎えてい

ただいたことをつでも感謝しています。これ以降も、2006年と2009年に萩での演奏をおこなつて

いますよ。また、鎌倉芸術館の「第九」には萩の合0昌 国の方展も参加されるんです。

Q:鎌 響50年の「あゆみ」の中で、最も多<演奏した曲は何でしょうか?

A:①交響曲、②協奏曲、③それ以タト、の3つに分けて見てみましょうね。

まず①交響曲から行きましょう 1演奏回数 トップは何だと思います?…そう、当たり |「第九Jで
すね !以下、未完成・運命 0田園と続きます (表3)。 「チャイコがない?IJ…そう、チャイコ

フスキーの 噛 愴」でも13イ立なので、ベストテンに入つてないんです。

【表 3】  交響曲 曲目別

演奏回数 トップ10
演奏

回数

1 交響曲第9番 「合唱付」 ベー トーヴェン 15回

2 交響曲第7番 「未完成」  シューベル ト 7回

3 交響曲第5番 「運命」  ベー トーヴェン 7回

4 交響曲第6番「田園」  ベー トーヴェン 6回

5 交響曲第 1番        ブラームス 5回

6 交響曲第3番「英雄」  ベー トーヴェン 5回

7 交響曲第9番「新世界よりJドヴォルザーク 5回

8 交響曲第8番「イギリス」 ドヴオルザーク 4回

9 交響曲第4番        ブラームス 4回

10 交響曲第2番        ブラームス 4回

【表4】 交響曲 作曲家別

演奏回数 トップ 10
奏

数

演

回
曲目数

1 ベー トーヴェン 3回 9曲

2 ブラームス 5回 4曲

3 ドヴォルザーク 0回 3曲

4 モーツアル ト 0回 5曲

5 チャイコフスキー 9回 4曲

6 シューベル ト 8回 2曲

7 シューマン 6回 4曲

8 マ ー フ ー 4回 3曲

9 フランク 3回 l曲

10 メンデルスゾーン 3回 2曲

Q:こ の50年間でレパートリーはどのように変わつてきているのでしょうか?最近はとつても 難しそ

うな曲を演奏してますよね !

A:最近やつたヒンデミットやバル トークのことかな?近代の曲はイメージ的に「難しい |」 と思つ

てしまうのですが、そう決めつけることはないとおもいますよ。それに、古典、ロマン派前～後

期から近代と、新 日のバランスをちゃんと吟味して選曲しているのですよ。

IⅢわ″IC14″|1準解41κ3R‐ヽ |

インプラント・審美歯科
鎌倉駅西口みずほ銀行向かい 。勝烈庵 2階

TEL&FAX 0467～ 24-0882 http:〃www,tanaka‐ dc.com/
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次は「協奏曲」について教えてください。 協奏曲で、もっとも多<演奏された

曲は何ですか?

A:何だと思います? ″
チャイコ

〃
のピアノ協奏曲とかメンデルスゾーンのヴアイオリ

ンコンチェルトがトップだと思うでしょう? ところが、1位はグリーグ「ピアノ協奏

曲Jで、2位はドヴォルザーク「チェロ協奏曲」なんですよ。 そして、3位から9位ま

では、なんと
″
同‖贋位タイ

〃
ですね (表 5)。

Q:交響曲ではベートーヴェンの演奏回数が一番多かつたのですが、協奏曲でもベートーヴェンかしら?

A:これは「モーツアル トJなんです(表 6)。 たくさんの協奏曲を、いろんな楽器のために作曲してま

すからね。鎌響でもピアノ協奏曲以タトに、フルートとハープのための協奏曲、ホルン協奏曲、フル

ート協奏曲が演奏されています。

Q:協奏曲が演奏される回数は意外に少ないのですね。

A:そうですね。最多のグリーグの協奏曲で50年で5回、つまり10年で1回ですから、協奏曲は「ぜひ、

お間き逃しなく !」 ですね。ちなみに、今年の第99固定期でチャイコのビアノ協奏曲が菊地裕介さ

んのソロで演奏されましたが、その前は1991年の第58固定期 (ピアノ渡辺健二さん)ですから20
年以上演奏されなかつたことになりますね。ベートーヴェンのヴアイオリン協奏曲も、1990年の第

56固定期 (∨n松原勝也さん)から20年以上演奏されていません。また、ブラームスのヴアイオリン

協奏曲は演奏されたことがなかったのですが昨年 (2011年 )の第97固定期で戸澤哲夫さんのソロで

鎌響で初めて演奏されましたね。

今後、お客様に喜んでいただけるような「有名協奏曲」も演奏したいですし、まだ演奏されていない

曲にも挑戦したいと思つています。

演奏回数トップ10
アノ協奏曲イ短調         グリーグ

チェロ協奏曲口短調      ドヴオルザーク

ピアノ協奏曲第2番        ラフマニノフ

11         空
51フルートとハープのための協奏曲 モーツアルト

ヴァイオリン協奏曲二長調   ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲ホ短調   メンデルスゾーン

ピアノ協奏曲第5番「皇帝」   ベートーヴェン

91ピア/協奏曲第26番「戴冠式」  モーツアルト

ピアノ協奏曲第3番       ベートーヴェン

【表6】  協奏曲。作曲家別

演奏回数トップ10

モーツアルト     1 19回
ベートーヴェン    1 9回

チャイコフスキー

ショバン

ドヴォルザーク    1 4回
ラフマニノフ

ハイドン

メンデルスゾーン

耳鼻咽喉科 、ア レル ギー科 、神経 耳科 (め まい診療 )

クリニック
鎌倉・小町壱番館ビル 3階  院長 芋り|1英紀

電話 (24)7273

―-12-―
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Q:楽器別ではどうで しょうか?ピアノ協奏曲が一番多く演奏されたのでしょうか ?それともヴァイオリ

ン協奏曲ですか ?

A:これはもう圧倒的 (?)に ピアノ協奏曲が優勢なんですよ。

この50年で協奏曲が全部で「74回」演奏されているのですが、そのうちの38回、つまり半分以上

はピアノ協奏曲やピアノ協奏曲相当の曲でした (表 7)。 「鎌響はピアノ好き」と言えますね。

Q:交響曲や協奏曲のほかには「序曲」「組曲」といった分野が有りますが、このジャンルではどのよう

な曲がいちばん演奏されたのですか ?

A:序 曲、組曲、交響詩や小品など本当にたくさんの曲を演奏 してきま したが、その中の トップ

|ま
。・ 。「マイスタージンガーJですね (表 8)。 高揚感がとても魅力的な曲で、前回の第99固定期

でも演奏 しました。また、今日演奏する「レオノーレ」も7位に入つてますね。

【表7】 協奏曲・楽器別演奏回数
奏

獅

演

回
曲 目数

11ピ アノ協奏 曲 38回 21曲
21ヴァイオリン協奏曲 (ソ ロ) 17回 19曲
31チェロ協 春 曲 5回 2曲
4 フルートとハープのための協奏曲 3回 1曲
５

一
６

ヴァイオリン(2台 )の協奏曲 2回 1曲

ホルン協奏 曲 2回
2回

曲

曲7 オーボエ協奏曲

フルート協奏 曲 1同 1曲

9

10

11

12

トランペット協奏曲
トロンボーン協奏曲
ヴアイオリン1とチェロ1の 協奏曲
ヴァイオ ll｀ノ1ルド升う1の協 基 山

1回

1回

1回
1回

曲
曲
曲
占

協奏 曲合計 74回 43曲

Q:定期演奏会では鎌倉市歌の演奏がありますが、とてもきれいなメロディーですね。どなたの曲ですか?
A:作曲は矢代秋雄 (1929～ 4976)、 日本を代表する作曲家のひとりですね。市民オーケストラとして

の鎌響が誕生する前の「プロによる鎌響」(第 1次鎌響)の活動にも参加したとの記録がありますから、

鎌倉ゆかりの作曲家なんですね。私たちも、いつの日か矢代の作品を演奏 したいですね。

鎌響の演奏会では、鎌倉の地で音楽が出来ることへの感謝の気持ちをこめて市歌を演奏 していま

すが、今日は合 0昌 団とともに市歌を演奏 しま0。

鎌倉市歌 作詞 大木 惇夫

1~由井が浜しずけき波に   2-大 仏の気高き在り所

人の禾0をいざなう都      慈悲と愛あls~、 るる都

山の幸酒の幸ゆたけく     山の幸海の幸ゆたけく

風光はみやびにも清 しく    栄光をかか6つて興りて

世界の人の心を惹くよ     久遠の智慧の泉を掬むよ

虹はたつ 虹は呼Sヽ       虹はたつ 虹は呼6や

鎌倉 鎌倉 ああ栄えある都    鎌倉 鎌倉 ああ歴史の都

Q:質問の最後となりますが、この50年 FE35に鎌響を指揮された方尺やソリス トの方なについて教えて

ください。

A:こ の50年、私たちが幸いにも演奏活動を続けてこられたのは、鎌響の演奏会にお越 し下さるお客様

と、常に鎌響をご支援頂しヽた鎌倉市をはじめとする関係各位と、なにより、「先週故での指示」をす

ぐ忘れてしまう私たち団員を、根気強く指増 してくださった指揮者の方展と共演者の皆さんのおかげ

としヽっても過言ではありせん。皆様への敬意と感謝の念を忘れることなく、今後ともより良い音楽作

りに励んで参りたいと思います。ここで、この50年の間に指揮ならびに共演いただいた諸氏のお名

前を列記させていただき、私たちの謝意を表 したいと用います。ありがとうございました。

作曲 矢代 秋雄

3-さみどりの林と丘と

砂の白むつめる都

山の幸海の幸ゆたけく

住居 して快よ<明るく

風懐ゆかし貝殻鳴るよ

虹はたつ 虹は呼6ヽ

鎌倉 鎌倉 ああ文化の者B

【表8】 管弦楽曲演奏回数トップ10

11「ニュルンヘ
・
ルクのマイスターシ

・
ンが一」前奏曲 ワーグナー 18回

「威風堂 」々第1番          エルガー

バレエ組曲「くるみ割り人形」よリ  チャイコフスキ

交響詩「レ・プレリュード

シベリウス
「エグモント」序曲
「レオノーレ1序曲第3番      ベートーヴェン 14

」序曲    ロッシーニ 14
「フィガロの結婚1序曲

―-13-―



ご指導ならびに共演いただいた方々

酬
純．詞
博

陽一員
肺
臥
罰

畑
標
順
珊
暢
硼
梶
岬
燭

守

洋
野
水

大

吉

《指揮》

東   清蔵

中田 豊太郎

前田 幸市郎

高橋  誠也

吉水   洋

古谷  誠一

藤原  義章

宮松  重紀

大川内  弘

森回 真司

三原  明人

家田  厚志

横島  勝人

小田野 宏之

小泉 ひろし

角  岳 史

井崎  正浩

星 野  聡

川合  良一

山上  純司

小泉  智彦

上野  正博

井田  勝大

田久保 裕一

《ピアノ》

生野 晴子
大坪 由子
小野 智子
笠原 みどリ

菊地 裕介

朽木 みどリ

久保田 裕子

小牧 洋子

重松 正大

神野  明

神西 敦子

鈴木 寛子

芹澤 佳司

高橋 アキ

竹内 玲子

津田 真理

土田 定克

富沢 民子

奈良 英子

沼田 宏行

野口 公子

深澤 亮子

槙  和馬

牧野  績

間瀬 すみ

三谷  温

宮沢 明子

安田 寿子

山岡 優子

山田 美知子

渡辺 健二

《ヴアイオリン》

石 田 泰 尚

梅津 南美子

海老原 はるみ

景山 誠治

天満 敦子

戸澤 哲夫

林  信子

前澤  均

前澤 悦子

松原 千子

松原 勝也

水島 愛子
三戸 康雄

森  康子

蓬田 清重

《ビオ ラ》

藤原 義章

《チ ェロ》

苅田 雅治

倉田 澄子

藤村 俊介

前田 幸康

本寸井   将

《フルート》

内田 秀夫

小出 信也

益山  弘

湯川 和雄

《オーボエ》

佐藤 友紀

《卜回ンボーン》

府川 雪野

《マリンバ 》

角田 桂子

《ツインバロン》

斉藤  浩
深水 潤子

《ハープ》

杉山 敦子
野畑 ,間子

《ソプラノ》

安藝 榮子

池田 理代子

岩崎 由紀子

悦田 比呂子

亀田 員由子

小泉 恵子

小早  淳

斎藤 三和子

日比野  景

福嶋 直美

星野  尚子

松原  有奈

岩森 美里

木下 泰子

中山 洋子

野上 貴子

《アル ト》

稲本 まき子

河副 睦子

木村 圭子

桑田 葉子

辻  宥子

《テノール 》

君島 広昭
小林  彰英
佐藤  一昭
篠崎  義昭
清 水 光 彦
土師 雅人
水船 桂太郎
三林  輝夫
持木  弘
安保  克則
山田 精―

吉田 伸昭

《バリトン・バス》

安東  省二

今尾  滋

《合唱指揮》

安東 省二

川合  良―

小泉 ひろし

児島 百代

高嶋 邦幸

辻端 幹彦

冨澤  裕

濱崎 淑子

星野  聡

《合 唱 》

鳳 混声 合 唱 団

大船混声合唱団

鎌倉市民混声合唱団

鎌 倉 椿 会

栄少年少女合唱団

成 城 合 唱 団

戸塚混声合唱団

西鎌倉混声合唱団

萩 合 唱 団

《バレエ》
長 畑 バ レエ

《ホル ン》 三縄みどり
山田 英津子

リチャード:ブロット 吉田 美保
山岸  博

吉田 美子

《トランペット》
《メゾソプラノ》

一一

五十音順 指揮者のみ初指揮日付順、敬称略
一部の依頼演奏会の記録は含みません

《製作・修理・毛替・販売》

丁EL.045‐ 261‐5300 〒231横浜市中区花咲田12‐77 大久保ビル2F ●営業時間/AM10:00～ PM7:00(日 ・祭休み)
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演 奏 会 メ モ 1963年。昭和38年～ 乾 が 奄 責 チ ‐ チ

・・・196o年 。昭和38年 (鎌響元中

第1回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1963年 6月 15日 (土)19Ю 0

指揮 東 清蔵・中田豊太郎
。ベートーヴェン:「エグモントJ序曲
・ハイドン:ピア//協奏曲二長調

Pf朽木 みどり
。シューベルト:交響曲第7番「未完成」

第2回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1963年 11月 17日 (日 )14:00
指揮 東 清蔵・中田豊太郎

・ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」
。モーツァルト:ホルン協奏曲第3番

Hr R・ A・ ブロット
・ヨハン・シュトラウス:皇帝円舞曲
。リスト:ハンガリー狂詩曲第2番

・・・4964年 。昭和39年 (鎌響241・・・

第3回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1964年 5月 23日 (土)18:30
指揮 前田幸市郎。東清蔵

。ニコライ:「ウインザーの陽気な女房達」序曲
・ベートーヴェン:交響曲第 5番「運命」
。モーツァルト:ピア//協奏曲「戴冠式」

Pf朽木 みどリ
・グノー:舞踏組曲ファウストより
。エルガー:行進曲「威風堂 」々

第4回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1964年 11月 21日 (土)18:30
指揮 前田幸市郎

・グルック:「アウリスのイフゲニアJ序曲
・グリーグ:ピアノ協奏曲 Pf笠原 みどり
。ベートーヴェン:交響曲第7番

・・・1965年。昭和40年 (鎌響3年■■■
第5回定期演奏会 鎌倉市中央公民館

1965年 5月 23日 (日 )18:30
指揮 前田幸市郎

・ロッシーニ :「セビリヤの理髪師J序曲
。モーツアルト:フルート協奏曲二長調

F益山弘
。ベートーヴェン:交響曲第1番
・シベリウス/交響詩「フィンラディア」

第6回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1965年 11月 28日 (日 )19:00
指揮 前田幸市郎

・ウェーバー:「オベロン」序曲
。モーツアルト:ヴァイオリン協奏曲第5番

Vn.森 康子
・ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」

・・・1961年 。昭和41年 (鎌響4● l・・・

第7回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1966年 5月 28日 (土 )19:00
指揮 前田幸市郎

・チャイコフスキー:舞踏組曲「白鳥の湖」より
。モーツアルト:ピアノ協奏曲第23番

Pf山 岡優子
・ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」

第8回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1966年 11月 27日 (日 )19:00
指揮 前田幸市郎

～チャイコフスキーのタベ～
。「くるみ害」人形」より
。弦楽四重奏曲第1番より「アンダンテ・カンタービレJ

・弦楽セレナーデより「ワルツ」
・交響曲第6番「悲愴」

・・・1967年・昭和42年 (鎌響541・・・

第9回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1967年 5月 27日 (土)19Ю0

指揮 前田幸市郎
・ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクの名歌手」前奏曲
・ショバン:ピアノ協奏曲第2番  Pf安田寿子
・メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」

第10回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1967年 10月 29日 (日 )19:00
指揮 前田幸市郎 。東 清蔵

・モーツアルト:歌劇「フィガ回の結婚J序曲
。メンデルスゾーン:ヴアイオリン協奏曲

∨n.蓬田清重
・フランク:交響曲第2番
。エルガー:行進曲「威風堂 」々

・・・4960年。昭和43年 (鎌響0年,■■
第11回定期演奏会 鎌倉市中央公民館

1968年 5月 25日 (土)19Ю 0
指揮 前田幸市郎・高橋誠也

・ベートーヴェン:序曲「コリオラン」
・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番

Pf高橋 アキ
・ブラームス:交響曲第1番

第12回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1968年 10月 27日 (日 )19:00
指揮 前田幸市郎

・リストi交響詩「前奏曲」
・ハイドン:オーボエ協奏曲 Ob大野 守
・ヨハン・ベッツェル:スリー・ピーセス、ソナタNo l

・ブレント・ヘイズィンガ :ティンパニーと金管の為のマーチ
・ベートーヴェン:交響曲第2番      ‐

・・・1969年。昭和44年 (鎌響7年

'■

■
第13回定期演奏会 鎌倉市中央公民館

1969年 6月 21日 (土)19Ю 0

指揮 前田幸市郎・高橋 誠也
・」Cバッハ :シンフォニア変口長調
。ブルッフ:ヴアイオリン協奏曲

Vn林 信子
。ドヴォルザーク:交響曲第 8番

第14回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1969年 10月 26日 (日 )19:00

指揮 高橋誠也
・メンデルスゾーン:「フィンガルの洞窟」序曲
・スメタナ:交響詩「我が祖国」よリモルダウ
。ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

Pf矢野 義明
。リチャード・ロジャース:サウンド・オブ・ミュージック

・・・4970年・昭和45年 (鎌響8年

'■

■
第15回定期演奏会 鎌倉市中央公民館

1970年 5月 24日 (日 )19:00
指揮 高橋 誠也

・ベートーヴェン:「エグモント」序曲
・ストラビンスキー:管楽器の為のシンフォニー

「ドヴュッシーの想い出によせてJ

・ブラームス:交響曲第2番

第16回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1970年 10月 25日 (日 )14:00

指揮 前田幸市郎。高橋誠也
・パーセル:組曲第1番
・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

Pf生野 晴子
・ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」

・・・4971年・昭和46年 (鎌響9年■■|

第17回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1971年 5月 8日 (土)1900

指揮 前田 幸市郎・吉水 洋
・ウェーバー :「オベロン」序曲
。モーツアルト:ピアン/協奏曲二長調「戴冠式」

Pf鈴木 寛子
・シューベル ト:交響曲第7番「未完成」

第18回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1971年 11月 27日 (土)19:00

指揮 前田 幸市郎・吉水 洋
。モーツァル ト:「後宮よりの逃走」序曲
・ベートーヴェン:ヴアイオリン協奏曲

∨n松原 千子
・ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」

・・・1972年・昭和47年 (鎌響10年■■
第19回定期演奏会 鎌倉市中央公民館

1972年 5月 28日 (日 )1400
指揮 吉水 洋

・ロッシーニ :「セミラーミデJ序曲
。モーツアル ト:ピアノ協奏曲第20番

Pf鈴木 寛子
・ベートーヴェン:交響曲第 1番
・ハチャトゥリアン:舞踏組曲「ガヤーネJ

第20回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1972年 11月 25日 (土)1900

指揮 前田 幸市郎。吉水 洋
・グルック:「アウリスのイフゲニア」序曲
・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

∨c前田幸康
。モーツアルト:交響曲第40番

・・・4973年・昭和48年 (鎌響11年

'|■第21回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1973年 5月 27日 (日 )1400

指揮 吉水 洋
。シューベルト:「 ロザムンデJ序曲
。モーツアルト:フルートとハープのための協奏曲

.べ_)ミ ラゝ 炉L冨糧
肝

第22回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1973年 11月 3日 (土)1400
指揮 前田幸市郎・吉水 洋

・メンデルスゾーン:「フィンガルの洞窟」序曲
・グリーグ:ピアノ協奏曲 Pf富沢 民子
・ブラームス:交響曲第4番

●■,′4年。昭和49年 (鎌響12年

'■第23回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1974年 5月 25日 (土 )18:30

指揮 吉水 洋
。モーツァル ト:「魔笛」序曲
。テレマン:オーボエ協奏曲 Ob.吉水 洋
。ヘンデル :水上の音楽
。シューベル ト:交響曲第7番「未完成J

第24回定期演奏会 鎌倉市中央公民館
1974年 11月 3日 (日 )14:00
指揮 前田 幸市郎・吉水 洋

。ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクの名歌手」前奏曲
・ショバン:ピアノ協奏曲第1番

Pf久保田 裕子
・シューベル ト:交響曲第8番ハ長調

■¬

'41年

。昭和50年 (鎌響131年,■
【第25回定期演奏会】鎌倉市中央

/AN民館
1975年 5月 25日 (日 )14:00

～ ～初代指揮者東清蔵氏追1卓 ～～
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指揮 吉水 洋

演 奏 会 メ モ 1976年。昭和50年～ ミ ン ⊆ 非 葉 弁 要 カ
・ビゼー :「アルルの女J組曲1番2番 1982年 5月 15日 (土 )18:30
・ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」   指揮 古谷 誠―

～～～～～～～～～～～～～～～      °モーツアルト:歌劇「魔笛J序曲

悌習珊両砧麿景薦
蛤酬 :k∠詳寛う:蝙滉響hJ

指揮 前田幸市郎・古谷誠一
。モーツアルト:交響曲第40番
・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 Vc苅田雅治
・ワーグナー:「ニュルンベルクの名歌手」前奏曲

・・・4980年・昭和55年 (鎌響 1841・・・

【第35回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1980年 5月 17日 (土)18Ю 0

指揮 前田幸市郎・藤原 義章
。メンデルスゾーン:「フィンガルの洞窟」序曲
・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 Pf神野 明
・チャイコフスキー:交響曲第5番

【第36回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1980年 10月 26日 (日 )14:00
指揮 前田幸市郎・古谷誠一

・ヴェルディ:「運命の力」序曲
・ショバン:ピアノ協奏曲第1番 Pf大坪 由子

・ブラームス:交響曲第4番

・・・19811年 。昭和56年 (鎌響19T l・・・

・ウェーバー:歌劇「魔弾の射手J序曲
。モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番

Pf間瀬すみ
・ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄J

【第26回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
□□□市制施行記念フェスティバルロロロ
1975年 11月 3日 (月・祝)1400
指揮 前田幸市郎・吉水 洋

。ビゼー:「アルルの女」第2組曲
・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

Pf野口公子
・ベートーヴェン:交響曲第1番

・・・4971年。昭和51年 (鎌響14年ⅢⅢ‐
【第27回定期演奏会】鎌倉市中央公民館

1976年 4月 24日 (土)16:30
指揮 前田幸市郎

・グノー:舞踏組曲「ファウストJより
。モーツアルト:ヴアイオリン協奏曲第5番

Vn三戸 康雄
。ブラームス:交響曲第1番

【第28回定期演奏会】鎌倉市中央/AN民館
1976年 11月 3日 (水・祝)15Ю 0
指揮 吉水 洋

・ベートーヴェン:「エグモントJ序曲
。ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝J

Pf重松 正大
。ベートーヴェン:交響曲第7番

・・・4977年 。昭和52年 (鎌響1541・・・

【第29回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1977年 5月 22日 (日)1400
指揮 吉水 洋

・ウェーバー :「オベロンJ序曲
。モーツアル ト:ピア/協奏曲第24番

Pf小牧 洋子
・メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」

【第30回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
□□□創立15周年記念 □□□
1977年 10月 30日 (日 )14:00
指揮 前田幸市郎 。吉水 洋

・モーツアルト:「フィガ回の結婚」序曲
・グリーグ:ピアノ協奏曲

Pf間瀬すみ
。ベートーヴェン:交響曲第6番「田園J

・・・1978年・昭和53年 (鎌響16Tl・・・

【第31回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1978年 5月 21日 (日 )14:00
指揮 吉水洋

・ドヴォルザーク:「謝肉祭J序曲
。メンデルスゾーン:ヴアイオリン協奏曲

∨n梅津 南美子
。ブラームス:交響曲第2番

【第32回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1978年 10月 29日 (日 )14:00
指揮 前田幸市郎・吉水 洋

。ロッシーニ :「泥棒かささぎJ序曲
。ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番

Pf竹内玲子 (矢代秋雄カデンツア)

。ドヴォルザーク:交響曲第8番「イギリス」

・・・1979年 。昭和54年 (鎌響17● l・・・

【第33回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1979年 5月 27日 (日 )14:00
指揮 前田 幸市郎

・」シュトラウス :皇帝円舞曲

【第40回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
□□□創立20周 年記念 □□□
1982年 11月 27日 (土)1900
1982年 11月 28日 (日 )14:00
指揮 前田幸市郎・古谷誠―

・古谷誠一:前奏曲「鎌倉の想い出」・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付きJ

♀翼罐訃令曇曾言3「霊奎簿
き子

2∫涎早鼻遭鼻拿[喜曇罠襲盆由∋

・・・1983年 。昭和58年 (鎌響21Tl・・・

【第41回定期演奏会】鎌倉市中央公民館
1983年 5月 14日 (土 )18:30
指揮 前田幸市郎

・ベートーヴェン:「 レオノーレJ序曲第3番
。ブルッフ:ヴアイオリン協奏曲第1番

Vn梅津南美子
・シューマン:交響曲第1番「春J

『81ニ ューイヤーコンサート】鎌倉市中央/AN民館 【第42回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1981年 1月 24日 (土)18:00          1983年 10月 23日 (日 )14:00

指揮 古谷誠一           指揮 前田幸市郎・古谷誠一
・ヨハン・シュトラウス:こうもり序曲/春の声/ ・ベルリオーズ :「 ローマの謝肉祭」序曲

狩のポルカ/ヨ ゼフ・シュトラウス:ピチカートポ ・ハイドン:交響曲第94番「驚愕」
ルカ/バッハ:G線上のアリア/スッペ:「詩  ・ブラームス:交響曲第1番

人と農夫」序曲/映画音楽から:スターウォ
ーズ、栄光への月党出、サウンド・オブ・ミュー ・・・4984年・昭和59年 (鎌響2241・・・

ジック、宇宙戦艦ヤマト/日 本の歌から:「抒情 【
′
84ニューイヤーコンサート】

三章」より「風に寄せてJ、 落葉松、早春lll、 花の街 1984年 1月 22日 (日 )14:00
<みんなで歌いましょう>

～～～～～～～～～～～～～～～   指揮 古谷誠一 鎌倉市中央公民館分館

【第37回定期演奏会】鎌倉市中央公民館 °モーツァルト:「フィガ国の結婚J序曲
1981年 5月 16日 (土)1830      °チヤイコフスキー :「 くるみ害」り人形J組曲

指揮 古谷誠一        °ヴイヴアルディ:四季」より「春」Ⅳn:松野美智子)

・ブラームス:「大学祝典」序曲     くくインスタントコンダクター>>
。モーツアルト:交響曲第35番「ハフナー」・宮城道雄 :春の海 (FI:吉田龍夫)

・ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界よりJ ・ヨハン・シュトラウス:ウィーンの森の物語

【第38回定期演奏会】鎌倉市中央公民館 
°シベリウス:交響詩フィンラン7/ア

1981年 10月 25日 (日)1400     【第43回定期演奏会】鎌倉市中央/AN民館分館

指揮 前田幸市郎・古谷誠-     1984年 5月 27日 (日 )1400
・シューベルト:交響曲第7番「未完成J     指揮 前田幸市郎 。古谷誠一
・ベートーヴェン:ヴアイオリン協奏曲     。ニコライi「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

Vn海老原はるみ          °モーツアルト:ビアンノ協奏曲第27番

・リスト:交響詩「レ・プレリュード」        Pf奈 良英子
・チャイコフスキー:交響曲第4番

・・・1982年 。昭和57年 (鎌響2041・・・
【第4雄礎琵預f§鶴冤襦轟逗墨発 分館

【
′
82ニューイヤーコンサート】 1984年 10月 21日 (日 )14:00
1982年 1月 17日 (日 )14:00 指揮 前田幸市郎 。古谷誠一

指揮 古谷誠一 鎌倉市中央公民館 。ワーグナー:歌劇「りエンツィJ序曲
《オーケストラの名曲から》スッペ:曜騎 ・グリーグ:ピアノ協奏曲 Pf.渡辺健二
兵」序曲 /」 シュトラウス:ワ ルツ「芸術家の 。ベートーヴェン:交響曲第7番
生涯J、 ポルカ「雷鳴と電光」、ワルツ「美し
く青きドナウJ/ヴォーン・ウイリアムス:グ  ...19854・ 昭和60年 (鎌響2341・・・
リーンスリーブス幻想曲

【
′
85ニューイヤーコンサート】《映画音楽から》「ロッキーJのテーマ/工
1985年 1月 20日 (日 )14:00デンの東/ある愛の詩
鎌倉市中央公民館分館《世界の名旋律から》ジェラシー、イエスタ

ディ、引き潮、帰れソレントヘ、夢の珊瑚   指揮古谷誠一 司会 永丼邦子

礁、フニクリフニクラ、乾杯の歌       °北丼康一 :オープニング・フアンフアーレ

《日本の歌から》雪の降る街、浜辺の歌    ・グリンカ:オペラ「ルスランとリュドミラ」序曲
《インスタントコンダクター:「カルメン」前奏曲》 °エルガー:「威風堂 」々第 1番

《フイナーレ》スターウォーズ         °北井康―:「い一と一まきまき」コンツェルト

【第39回定期演奏会】鎌倉市中央公民館  
アンドルー・Lウェーバー:ミュージカル
「キャッツ」より
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・ベートーベン:交響曲第 5番「運命J

【第45回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1985年 5月 26日 (日 )14:00
指揮 前田幸市郎・古谷誠一

・シャブリエ:狂詩曲「スペインJ

・ドビュッシー :/」 組ヽ曲
・フランク:交響曲二短調

【第46回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1985年 11月 10日 (日 )14100
指揮 前田幸市郎

。モーツアルト:歌劇「ドン。ジョヴアンニ」序曲
。バッハ:二つのヴアイオリンのための協奏曲

Vn前澤均 。前澤 1党子
・ブラームス:交響曲第2番

・・・1986年・昭和61年 (鎌響2441・・・

【
′
86ニ ューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館1986年 1月 19日 (日 )14Ю 0

指揮 古谷誠一 司会 永井 邦子
□第一部 ビゼー :歌劇「カルメンJより
。第一幕 :間奏曲、ハバネラ、手紙の二重唱
。第二幕 :間奏曲(アルカラの竜騎兵)、 花の歌
。第三幕 :間奏曲、ミカエラのアリア
。第四幕:間奏曲(アラゴネーズ)、 殺しの二重唱
カルメン :中 山洋子、ドン・ホセ :篠崎義昭
ミカエラ :三縄みどり

ロインスタント・コンダクター :「木星Jより
□第二部
。映画「ネバマエンデイングストーリーJより
。ョゼフ・シュトラウス:天体の音楽
。ドビュッンー:月 の光(ベルガマスク組曲より)

【第47回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1986年 5月 25日 (日)1400
指揮 古谷誠―

・モーツアルト:「後宮からの逃走」序曲
・リスト:ピア//協奏曲第1番

Pf.牧野 績
。ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」

【第48回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1986年 11月 15日 (土)1830
指揮 前田幸市郎

。モーツアルト:交響曲第41番「ジュピター」
・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 Vc倉田澄子
・スメタナ:交響詩「我が祖国」より「モルダウ」

・・・1987年・昭和62年 (鎌響2541・・・

【
′
87ニューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館1987年 1月 25日 (日 )14Ю 0

指揮 古谷誠― 司会 永井邦子
・ヨハン・シュトラウス :「こうもり」序曲
・プロコフィエフ:ピーターとおおかみ
。ウェーバー:舞踏への勧誘
・サラサーテ:チゴイネルワイゼン

マリンバ:角 田桂子
・」シュトラウス:ワルツ「芸術家の生活」
・外山雄三 :ラ ブソディー

【第49回 定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1987年 5月 31日 (日 )14:00

指揮 古谷誠一
。ワーグナー :「タンホイザー」序曲
・サン=サーンス:ヴアイオリン協奏曲3番

Vn景山誠治
・ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」

【第50回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
□□□創立25周 年記念 □□□
1987年 10月 25日 (日 )14:00
指揮 前田幸市郎

演 奏 会 メ モ:1985年。昭和60年～

。モーツアルト:「フィガロの結婚J序曲
。モーツアルト:フルートとハープのための協奏曲

・
～

國り殊盆 IW餞 黎
山好

・・・1988年 。昭和63年 (鎌響21● l・・・

【
′
88ニューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館
1988年 1月 24日 (日 )14:00
指揮 古谷 誠一 司会 永井邦子

《第 1部「北欧からJ》

・シベリウス:交響詩「フィンランディア」
・グリーグ:組曲「ペール・ギュントJよ り
《インスタントコンダクターコーナー》
《第 2吉5「アメリカから」》
アンダースン:ブルー・タンゴ、ジヤズ・ピ
チカート、トランペツト吹きの休日
ガーシュウィン:ラ プソディー・イン・ブ
ルー (グローフェ編) Pf野 口公子

【第51回定期演奏会】鎌倉市中央/AN民館分館
1988年 5月 14日 (土)18:30
指揮 古谷 誠一

。モーツアルト:ピア//協奏曲第24番
Pf山 田美知子

。マーラー:交響曲第1番二長調「巨人J

【第52回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1988年 11月 6日 (日 )1400
指揮 前田幸市郎。宮松 重紀

・ヴェルディ:歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲
・モーツアルト:交響曲第39番
・チャイコフスキー :交響曲第6番「悲愴J

・・・1989年 。日召禾日6作平成元年(鎌響″守)
【89ニューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館
1989年 1月 29日 (日 )14:00
指揮 古谷誠一 司会 永丼邦子

:彬ニデ誘ちス浬滉響森の美如から
・久石譲 :天空の城ラピュタ
《インスタントコンダクターコーナー》
・ウェーバー :「魔弾の射手」序曲
・グリーグ:組曲ペールギュントより「山の
魔王の宮殿にて」

・デュカス:魔法使いの弟子

【第53回 定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1989年 5月 20日 (土)18:30
指揮 古谷誠一

。ワーグナー :「ニュルンベルクのマイスタ
ージンガーJ前奏曲
・シューマン:ピアノ協奏曲 Pf神西敦子

【第54回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1989年 10月 29日 (日 )14:00
指揮 古谷誠一・ 藤原 義章

===前田幸市郎先生追悼演奏 ===
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」から第2楽章
・ベルリオーズ :序曲「ローマの謝肉祭」
。モーツアルト:協奏交響曲
Cond.&Va.藤原義章 Vn景山誠治

・シベリウス:交響曲第2番

・・・4990年・平成2年 (鎌響2841・・・

【
′
90ニューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館
1990年 1月 21日 (日 )14:00
指揮 古谷 誠一 司会 永井 邦子

・フンパーデインク:「ヘンゼルとグレーテル」序曲

。すぎやまこういち:「 ドラゴンクエスト|」より
《インスタントコンダクターコーナー》

・グローフェ:組曲「グランド・キヤニオン」より
。レスピーギ:古代舞曲とアリア第3組曲Jより
。レスピーギ:交響詩「ローマの松Jよ り

【第55回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1990年 5月 13日 (日)1400
指揮 古谷誠一

。ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」
・ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」
・ドヴォルザーク:交響曲第8番「イギリスJ

【第56回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1990年 10月 28日 (日 )14:00
指揮 古谷誠一

・ベートーヴェン:「 レオノーレJ序曲第3番
・ベートーヴェン:ヴアイオリン協奏曲二長調

Vn松原勝也
・シューマン:交響曲第3番変ホ長調「ライン」

・・・1991年・平成3年 (鎌響29年

'■

■
【
′
91ニ ューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館
1991年 1月 27日 (日)1400

指揮 宮松 重紀 司会 永丼邦子
・ショスタコヴィッチ:祝典序曲
。ヘンデル :水上の音楽
・コダーイ :組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

ツイン
'ロ

ン:深水 潤子

【第57回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1991年 5月 19日 (日 )14100

指揮 古谷誠―
・モーツアルト:「劇場支配人J序曲
。モーツアルト:交響曲第35番「ハフナー」
・リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」

Vn松野美智子 Hp野畑潤子

【第58回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1991年 10月 20日 (日 )14:00
指揮 古谷誠一

。モーツァルト:「魔笛」序曲
。チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番

Pf渡辺 健二
・ブラームス:交響曲第4番

・・・4992年 。平成4年 (鎌響30年l・・・‐

【
′
92ニューイヤーコンサート】

鎌倉市中央公民館分館
1992年 1月 25日 (土)18:30
指揮 古谷 誠一 司会 永丼邦子

・レハール :「メリー・ウィドウ」より
Sop小泉 恵子、Ten持木弘

・チャイコフスキー:

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

【第59回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
1992年 5月 10日 (日 )14:00

指揮 古谷 誠一
・ロッシーニ「セミラーミデ」序曲
・チャイコフスキー :ヴァイオリン協奏曲

∨n天満 敦子
・シベリウス :交響曲第1番

【第60回定期演奏会】鎌倉市中央公民館分館
□□□ 創立30周 年記念 □□□
1992年 11月 29日 (日 )14:00
指揮 古谷 誠一

。メンデルスゾーン:「フィンガルの洞窟」序曲
・ラフマニノフ :ピア//協奏曲第2番

Pf津田 真理
・ブラームス :交響曲第1番
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贅 Pお 茸 な 資 郵 演 奏 会 メ モ 1993年。平成3年～ 乾 r琴 =夢 穫 妄

・・・1993年・平成5年 (鎌響31年■■■
 /℃進5移竃ポ″

【
′
93ニューイヤーコンサート】      (夜 の女王)/「この:

・」シュトラウス:喜歌劇「こうもりJより序曲    パミーナ :Sop悦田比呂子    指揮 森口真司
・」シュトラウス:ワルツ「ウィーン気質J      パパゲーノ:Bar小栗純一   。チヤイコフスキー:「イタリア奇想曲J

疑損後ユ幽欝勁  《似傷海
:八厖, 11仄邊孝■ 7霰悌引腎犠 割鯖揚禿び民館分館:定 [三 3重ζ趙

指揮 宮松 重紀            ～～～～～～～～～～～～～～～   【第69回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
・ロッシーニ :歌劇「ウィリアム・テルJ序曲 【第65回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホール  1997年 5月 24日 (土)14:00

:欠と早空ぢ

`チ

趾 耀
°p46′ Op72 

指揮響蓉纂
「

21日 (日)1400 。ヮ」ヲ霰ξ場霧祭ィザ_」序曲【 ル

= 
判

・ワーグナー :「ニュルンベルクのマイスタ 【
′
95サマーコンサー

ージンガーJ前奏曲            鎌倉芸術館小ホール         指揮 三原 明人
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」  1995年 8月 12日 (日 )18Ю O     ・ロツシーニ:歌劇「どろぼうかささ莉 序曲

♀::繹昼晨
ヽ
鈴理 讐言  だ フ1ダンタ鼻〕山 彗 予

子
:;奸猟1プ

想序曲贈メオと

軋 唇彊:藷贄滞肇覺ξ彗釉団淵 Z薪棚 ォブ 猾 β凩許裂籍留誘署謄衿鶴
・・・4994平瑯気鎌争 211●■ .i象多ァ聾生И 墜トリー 晩7蕩蔚 清亦 1雪罰患

美慕|し

ル

: 

¨

髪 響曲第5番    ・・・1998年 。平成10年 (鎌響36年 |||■■

颯鎌響34年■■■ 【
′
98轟      「

卜】

11~同    l峯亀炉」盟培彗
:蓑

算邦子
≦
土)抒 0永

丼邦子

°う
箭 忍『

スキ~:交響帥 番路 の日

許設メ
匁~オ ・チ

冥晨l睾」菫るみ割り人物より

環 []:ご

り悌
1興が新相レ

】鎌倉芸術館大ホール・ヮーグナー :歌劇「りエンツィ」序曲
(日)14:00      。モーツアルト:ピア//協奏曲第20番
]           Pf.山 田美知子
―ド        ・ブルックナー :交響曲第9番

‐
レン協奏曲第1番

  【
′
98サマーコンサート】鎌倉中央公民館

]ム2鵡J 。3鍼静蛉霧癸%の
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演 奏 会 メ モ 199鋒。平成1晦～

【第75回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール 【鎌倉市民に贈る鎌倉の音楽家による【第72回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
1998年 11月 5日 (日 )15:00
指揮 古谷 誠一

。Rシュトラウス :交響詩「ドンフアン」
・ベートーヴェン:ピア//協奏曲第 5番「皇帝」

Pf小野 智子
・シューマン :交響曲第4番

・・・199'年・平成11年 (鎌響3‐

…
【
′
99ニューイヤーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール

・ ・̈J.シュトラウス‖世没後100年記念……
1999年 1月 16日 (土)1430
指揮 大り1内 弘 司会 永丼邦子

・」シュトラウス :「こうもりJ序曲
・モーツアルト:交響曲第41番「ジュピター」
・」シュトラウス:春の声、常動曲、エジプト

行進曲、ウィーンの森の物語
。ョーゼフ・シュトラウス:鍛冶屋のポルカ
《インスタントコンダクター・コーナー》

【第73回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
1999年 5月 23日 (日 )14:00
指揮 古谷誠一

。ヴェルデ石歌劇「ナブッコ」序曲
・ブラームス:ヴアイオリンとチェ国のため

の二重協奏曲
∨n石田泰尚 Vc村丼将

・チャイコフスキー :交響曲第4番

【
′
99サマーコンサート】鎌倉芸術館小ホール
1999年 8月 7日 (土)オ旨揮 家田厚志

・ワーグナー :ニュルンベルクのマイスター
ジンガー前奏曲

・ブラームス:ハンガリー舞曲第1/5/6番
・ベートーヴェン:交響曲第5番

【第74回 定期演奏会】鎌倉芸術館大ホリレ
……萩/鎌倉姉妹都市提携20周年記念・・…

1999年 11月 7日 (日 )1400
指揮 森口真司

・ワーグナー:楽康」「ネ申々 のたそがれ」から
ジークフリートの葬送行進曲

・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

♀:『喜厨庸語断燿堪卒
美里

合唱指揮 :り ll合 良一
合唱:鎌倉市民混声合唱団、鎌倉椿会

萩市民参加、成城合唱団、
大船混声合唱団、個人参加

【萩/鎌倉姉妹都市提携20周 年記念】
1999年 11月 28日 (日 )13:30萩市民館大ホール

指揮 三原 明人
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

♀:F仄 壻 晰 製 璧
訴

合唱指揮:濱崎淑子、安東省二
合唱:萩合唱団、鎌倉椿会

・・・2000年・平成12年 (鎌響3841・・・
【ニューイヤーコンサート2000】

鎌倉芸術館大ホール
2000年 1月 23日 (日 )14:00
指揮 大河内 弘 司会 永丼 邦子

・グリンカ :「ルスランとリュドミラ」序曲
。カバレフスキー :組曲「道化師」
・チャイコフスキー :「白鳥の湖」より

情景、 ワルツ、白鳥たちの踊り、
ハンガリーの踊リ

・リムスキー=コルサコフ:「スペイン奇想曲」

2000年 5月 20日 (土)1400
指揮 三原 明人

・ドビュッシー:「海」-3つの交響的スケッチ
・ブルックナー :交響曲第7番

【
′
00サマーコンサート】鎌倉芸術館小ホール

2000年 8月 5日 (土)19:00
指揮 横島勝人 司会 永丼邦青
ノーグ:劇音楽「ペールギュント」より・グリーグ:劇音楽

イングリッドの嘆き/山 の魔王の宮殿/

オーゼの死/朝 /アラビアの踊り/アニ

【第76回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホール
2000年 11月 18日 (土 )14:00
指揮 古谷 誠一

。ボロディン :「イーゴリ公」序曲
・ストラビンスキー:バレエ組曲「火の鳥」1"9年版
・メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」

・・・2001年・平成13年 (鎌響3,41・・・
【
′
01ニューイヤーコンサート】

鎌倉芸術館大ホール
2001年 1月 13日 (日 )14:00
指揮・司会 家田厚志

。Lバーンスタイン :

ミュージカル「キャンディードJ序曲
・Aロイドウェーバー :

ミュージカル「オペラ座の怪人」より

■騨リヂ号・0量曇亀ワ共↓号∫尋「iリ

【第77回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2001年 5月 20日 (日 )14:00
指揮 」ヽ田野 宏之

。Rシュトラウス :

「ティル・オイレンシユピーゲルの愉快な
いたずら」
。モーツアルト:交響曲第29番
・ブラームス:交響曲第3番

【
′
01サマーコンサート】鎌倉芸術館小ホール

2001年 8月 18日 (土)18Ю 0

指揮 角 岳史 司会 永丼邦子
・ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」
・リスト:前奏曲

【第78回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2001年 11月 17日 (土)17Ю 0

指揮 古谷誠一
・スメタナ :「売られた花嫁J序曲
。ブラームス:ピア//協奏曲第1番

。ド勤 胆 房冬 冨第9翻 世界期

・・・2002年。平成14年 (鎌響41…
【ニューイヤーコンサート2002】

鎌倉芸術館大ホール
2002年 1月 19日 (土)14:00
指揮 家田厚志 司会 永丼邦子

・チャイコフスキー:「EFり の森の美女Jよ リワルツ
・ハチャトリアン:「ガイーヌ」より抜粋
・ドビュッシー :「小組曲」
・ベルリオーズ :「ローマの謝肉祭」序曲
くくインスタント・コンダクター・コーナー>>

■■■■
～

「
■■■鉄■二薫 ■ ,・ ドヴオルザーク:チェロ協奏曲

コンサート(賛助出演)】 鎌倉芸術館大ホール
2002年 3月 30日 (土)1430
指揮 古谷 誠一

・ドヴォルザーク:スラヴ舞曲 第8番

∨c.藤村 俊介

指揮 森口真司
ニルディ:歌劇「運命の力J序曲

・歌劇「運命の力から「神よ平和を与えたまえJ

・歌劇「リゴレット」から「女心の歌」
・歌濠」「アイーダ」から序曲/アリア/合唱曲など

訛:綺羅鵠合謄温導盟52瞥槍団
・ブラームス:交響曲第 1番

【第80回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホリレ
□□□創立40周年記念第2回演奏会□□□

2002年 10月 27日 (日 )14:00
指揮 古谷誠一

。ブラームス: 大学祝典序曲
・バッハ:2つのバイオリンのための協奏曲

∨n松野美智子・五味俊哉
・マーラー: 交響曲第1番「巨人J

【鎌倉の「第九」演奏会】(依頼演奏会)

鎌倉芸術館大ホール
2002年 12月 22日 (日 )14:30
指揮 横島勝人

。ワーグナー :「ニュルンベルクのマイスタ
ージンガー」前奏曲

・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付きJ

♀::曇厭 顧
美

錯 藤奄庭嘉
子

合唱:「第九」を歌う市民合唱団
合唱指揮 :富澤裕・辻端幹彦

・・・2003年・平成 15年 (鎌響4171・・・

【第1回ファミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2003年3月 15日 (土)1400
指揮・司会 家田厚志

・シャブリエ: 狂詩曲「スペイン」
・ラヴェル:亡き王女のためのパヴアーヌ
・ビゼー:組曲「アルルの女Jからカリヨン、
アダージェット(第 1組曲)/メ ヌエット、
・フアランドール (第2組曲)

《インスタント・コンダクター・コーナー》
・ガーシュウィン:パリのアメリカ人

【第81回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホ」レ
2003年 6月 22日 (日 )14:00
指揮 三原 明人

・ウェーバー :「オベロン」序曲
・ヒンデミット:ウェーバーの主題による

交響的変容メタヨンフォセ
｀

]

・ベートーヴェン:交響曲第7番 (ベ レンライタ版)

【第82回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホール
2003年 11月 1日 (土)1400
指揮 横島勝人

・グラズノフ:【バレエ音楽】四季より「秋」
・チャイコフスキー:ロ ココの主題による変奏曲

Vc藤村俊介
・ラフマニノフ:交響曲第2番

司会 永丼 邦子  【第79回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホール
□□□創立40周年記念第1回演奏会□□□

2002年 5月 18日 (土)17Ю 0

トラの踊り/ソルヴェイグの歌 /ペール  ・ヴェルディ:歌劇
ギュントの帰郷

。シベリウス :劇音楽「カレリア」より
序曲 /間奏曲 /バラー ド/行進曲

。シベリウス :交響詩「フィンランディアJ
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.プξ讐ワ第乱フ:墓礼八 仏典 炉
5浸諄翔霜1日帝斜l「

助胴 。国翡fL鯰『L)ィリャの理髪的序曲
・プロコフィエフ:交響的物語「ピーターと狼」  鎌倉芸術館大ホール        ・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」
・」シュトラウス:喜歌劇『ジプシー男爵』から序曲    才旨揮 星野 聡
・」シュトラウス :ワルツ「春の声J     ・ブラームス:「 ドイツ レクイエムJ

・」シュトラウス:喜歌劇「こうもりJから Sop星野尚子 Bar.成田 員

【鎌倉市民「第九」コンサート】(依頼演奏会)

鎌倉芸術館大ホール
2003年 12月 21日 (日 )15100
指揮 」ヽ泉 ひろし

。ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

鷺RI暑冒最畠
美
 t:}1黒炉勇

合唱:鎌倉市民「第九」コンサート合唱団
合唱指揮 :ノ」ヽ泉 ひろし。工藤 博

・・・2004年。平成16年 (鎌響4'tl・・・

【第2回フアミリーコンサート】
2004年 3月 6日 (土)14:00
鎌倉芸術館大ホール
指揮と司会 角 岳史

2004年 3月 20日 (土・祝)1430
指揮 古谷誠一

。モーツァルト:「 ドン。ジョヴアンニ」序曲
・ハイドン:ト ランペット協奏曲

Trp佐藤 友紀

【第83回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホール
2004年6月 19日 (土)14Ю 0
指揮 古谷誠―

・ベートーヴェン:「 レオノーレJ序曲第3番
・グリーグ: ピアノ協奏曲イ短調

Pf芹澤佳司
・チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」

【第84回定期演奏会 】鎌倉芸術館大ホール
2004年 11月 6日 (土)1400

指揮 丼崎正浩
・シューマン:交響曲第2番
・ラヴェル :「ラ・ヴアルス」
・ラベル :「古風なメヌエット」
・ラベル :「ボレロ」

【鎌倉市民「第九Jコ ンサート】腋頼演奏会)

鎌倉芸術館大ホール
2004年 12月 19日 (日 )15100
指揮 小泉 ひろし

。ワーグナー:タ ンホイザー序曲
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

鷺監曇展晃國
美針彗ξ盈

合唱:鎌倉市民「第九Jコ ンサート合唱団
合唱指揮 :ノ」ヽ泉ひろし

・・・2005年。平成17年 (鎌響43● l・・・

【第3回フアミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2005年 3月 12日 (土)1400
指揮と司会 : 角 岳史

・角 岳史 :鎌倉市歌の主題によるフアンアー
レ(初演)

・フンパーディンク:歌劇「ヘンゼルとグ
レーテルJ序曲

演 奏 づ螢メ モ 2003年。平成15年――

・マスカーニ歌劇 :「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」間奏曲

・ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」序曲
・ドビュッシー :牧神の午後への前奏曲
・チャイコフスキー :序曲「1812年 J

(インスタント・コンダクター・コーナー》
・ホルスト:組曲「惑星Jより「木星J

【第85回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2005年 6月 12日 (日 )14:00
指揮 小田野 宏之

。モーツアルト:魔笛序曲
・チャイコフスキー :ヴァイオリン協奏曲

∨n水島愛子
・シベリウス:交響曲第2番

合唱指揮 :り |1合 良―

・・・2006年。平成18年 (鎌響44● l・・・

【第4回フアミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2006年 3月 4日 (土)1400
指揮と司会 : 角 岳史

………・
″
2006年 宇宙の旅

″。̈ ¨¨¨¨

・……・
″
モーツアル ト生誕250年

″・……。

・モーツアルト:交響曲第41番「ジュビターJ
oRシュトラウス :「ツァラトウストラはかく
語りき」導入部

・ヨゼフ・シュトラウス:ワ ルツ「天体の音楽」
・」ウィリアムス :映画「スターウォーズ」組曲
《インスタント・コンダクター・コーナー》
ドビュッシー:月 の光 (アンコール)

【第87回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2006年 6月 24日 (土)14:00
指揮 三原 明人

・ベートーヴェン:交響曲第4番
・ワーグナー :

楽劇「ジークフリートJから「森のささやき」
楽劇「神々の黄昏Jから「夜明けJ「ジークフ
リートのラインヘの旅」「葬送行進曲」「終曲」
(ア ンコール)ワルキューレの騎行

【第88回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2006年 11月 4日 (土)14Ю 0

指揮 丼崎正浩
・サンサーンス:響詩「死の舞踏J

・フォーレ:組曲「ペレアスとメリザンドJ

・ベルリオーズ :幻想交響曲

《アンコール》
グノー :「フアウスト」より「卜ロイの娘の踊り」

【日本語で歌う「第九」歓喜の歌】″
萩。鎌倉 交流イベント

″
腋頼演奏会)

2006年 12月 9日 (日 )1900
指揮 古谷 誠一 萩市民館大ホール

・ロッシーニ:歌劇「セヴィリャの理髪師」序曲
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

(なかにし礼日本語詩)

挺狙顧末
美

:肝鴨又寵言
【日本語で歌う「第九J歓喜の歌】

鎌倉芸術館大ホール
2006年 12月 17日 (日 )15:00

(な かにし礼日本語詩)

♀:P熙≦実
美
3:鶴厖、言

】
どぅ秀甜

館大ホール・・・2007年。平成19年 (鎌響4541・・・

k         【第5回ファミリーコンサート】
アの理髪師序曲     鎌倉芸術館大ホール
/協奏曲第23番     2007年 3月 4日 (日)1400

鎌 倉
(乖鼈 鞣 r¬;ノ

ナ H脚 演奏御
.ドヴ勇 Slワ 桑 響曲第8番

指揮 古谷 誠一 司会 永丼 邦子
Ten水船 桂太郎

【鎌倉市民「
鎌倉芸術館大ホール
2005年 12月 18日 (E(日 )15:00 バレエ音楽「ロメオとジュリエットJよ り

。」シュトラウス :指揮 り‖合 良一
。ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」 歌劇「ヴェネツィアの一夜J序曲

Sop亀田 良由美 At稲本 まき子 。イタリアオペラのアリアとイタリア歌曲

夜」から「舟歌 (ゴンドラの歌)」

・プッチーニ :歌劇「トゥーランドット」
から「誰も寝てはならぬJ

。ヴェルデ石
歌劇「リゴレットJから「女心の歌J
。イタリア歌曲 :「帰れソレントヘJ
。チャイコフスキー :幻想序曲「ロメオと
ジュリエット」

《インスタント・コンダクター・コーナー》

【第89回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2007年6月 30日 (土)14:00
指揮 家田厚志

・ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭J

・シベリウス:ヴアイオリン協奏曲
Vn天満敦子

・ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」

【第90回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
□□□ 創立45周年記念 □□□

2007年 11月 3日 (土 。祝)1400
指揮 星野 聡

。シューベル ト:交響曲第7番「未完成」
。オルフ :

世俗の賛歌「カルミナ。ブラーナ」(全曲)

郵踪姦睾膨諸8磐悪「
人

栄少年少女合唱団

・・・2008年・平成20年 (鎌響4641・・・

【第6回フアミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2008年 3月 1日 (土)1400
指揮 りII合 良一 。司会 永井邦子

～～～～～～～～～～～～～～～          。ロッ)ノ ーーニl:

等市民「第九」コンサート】腋頼演奏会) 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
鎌倉芸術館大ホール        .プ ロ∃フィェヮ :・プロコフィエフ :

Teh小林 彰英  Bar太田直樹    .」 シュトラウス :歌劇「ヴェネツィアの一
合唱:鎌倉市民「第九」コンサート合唱団  夜」から「舟歌 (ゴンドラの歌)」
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……・
″
オーケストラが奏でる物語

″・¨¨
・グリーグ:劇音楽「ペール・ギュント」より

《インスプリRl唇〕槻 _.コ _ナー》
・リムスキー=コ ルサコフ:交響組曲「シェ

エラザード」 ∨n.五味俊哉

【第91回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2008年 6月 14日 (土)1400
指揮 角 岳史

・ヴェーバー :歌劇「オイリアンテJ序曲
・プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番

Pf芹澤佳司
・ブラームス :交響曲第4番

【第92回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2008年 11月 1日 (土 )14:00
指揮 横島勝人

・ドヴォルザーク:スケルツォ・カプリッチョーソ
・マーラー:交響曲第5番

【日本語で歌う「第九」2008歓喜の歌】(依頼演奏会)

2008年 12月 14日 (日 )15:00
指揮 古谷 誠一 鎌倉芸術館大ホ ル

・ベートーヴェン :交響曲第9番「合唱付き」
(なかにし礼日本語詩)

Sop亀田 員由美 Alt稲本 まき子
Ten小林 彰英  Bar.太田 直樹

合唱 :日 本語で歌う「第九J2008合唱団

・・・2009年・平成21年 (鎌響4741・・・

【第7回ファミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2009年 3月 7日 (土 )14Ю 0
指揮 角 岳史 司会 永丼邦子

・オッフェンバック:喜歌劇「天国と地獄」序曲
・ルロイ・アンダーソン特集 :

春が来た/ブルータンゴ/そ りすベリ
タイプライター/シ ンコペイティッドク
ロック/プリンク・プレンク・プランク/ト

ランペット吹きの休日
・ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」
《インスタント・コンダクター・コーナー》
(アンコール)オッフェンバック:歌劇「ホフ
マン物語Jから「舟歌」

【第93回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2009年 7月 11日 (土)1400
指揮 山上純司

。チャイコフスキー :スラヴ行進曲
。ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲

Pf土田定克
・ショスタコヴィチ :交響曲第5番

【第94回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2009年 11月 7日 (土)1400

指揮 三原 明人
。モーツァルト:交響曲第39番
・グレンダール :卜 ロンボーン協奏曲

Trb府川雪野
。バルトーク:管弦楽のための協奏曲

演 奏 会 メ モ:2008年。平成20年～

【日本語で歌う「第九」2009歓喜の歌】
2009年 12月 20日 (日 )15:00(依頼演奏会)

指揮 家田厚志 鎌倉芸術館大ホール
・ベートーヴェン:「フィデリオ」序曲
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

(なかにしネし日本語詩)

♀::景厭≦実美3[輪冬晃言
合唱:日 本語で歌う「第九J2009合唱団
合唱指揮 :富澤裕 。辻端 幹彦

・・・2010年。平成22年 (鎌響4841・・・

【第8回ファミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2010年 3月 6日 (土)14Ю 0
指揮 」ヽ泉 智彦・司会 中里 かほリ

・バッハ :ト ッカータとフーガニ短調
(ス トコフスキー編)

。ポンキエッリ:歌劇「ジョコンダ」より「時の踊り」
・ボブ・ローデン編曲:ラ ィ`ズニー・マジック」
・チャイコフスキー:バレエ組曲「くるみ割り人形」
《インスタント・コンダクター・コーナー》
(アンコール)ハチャトウリアン:組曲「仮面
舞踏会Jよリワルツ)

【第95回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2010年 6月 5日 (土 )14:00
指揮 上野 正博

。ブラームス:悲劇的序曲
・ヒンデミット:交響曲「画家マティス」
・チャイコフスキー :交響曲第5番
(アンコール)チャイコフスキー :「]玄楽
セレナーデJより第2楽章

【第96回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2010年 11月 13日 (土)1400
指揮 丼崎正浩

・ウェーバー :歌劇「魔弾の射手」序曲
・コダーイ:ハーリ・ヤーノシュツインドロン.斉藤 浩
・シューマン:交響曲第3番「ラインJ

(アンコール)ブラームス:ハンガリー舞曲第1番

【日本語で歌う「第九J2010歓喜の歌】
2010年 12月 19日 (日)15:00 は頼演奏会)

指揮 家田厚志 鎌倉芸術館大ホール
・チャイコフスキー :「エフゲニー・オネー

ギン」よリポロネーズ
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

(なかにし礼日本語詩)

鷺R霜課末美
3[鶴厖、「

・・・2011年。平成23年 (鎌響4941・・・

【第97回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホ ル
2011年4月 17日 (日 )14:00

指揮 」ヽ田野宏之

濯ξ好諦夕尽易湧 夕湾警彗
れ

・シューベルト:ロザムンデ序曲 D644
・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲二長調

∨n戸澤 哲夫
。ブラームス:交響曲第2番

(アンコール)シューベルト:ロザムンデ「間奏曲J

【第9回フアミリーコンサート】
鎌倉芸術館大ホール
2011年 7月 31日 (日)1400

指揮 井田勝大・司会 永丼邦子
・シベリウス:交響詩「中央アジアの草原にてJ

・スメタナ:交響詩「わが祖国」より「モルダウ」
。ビゼー :組曲「カルメン」
《インスタント・コンダクター・コーナー》
(アンコール)ビゼー :「アルルの女」から
「フアランドールJ

【第98回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホ ル
2011年 11月 5日 (土)1400
指揮 三原 明人

・リスト:交響詩「前奏曲J
。モーツアルト:

フルートとハープのための協奏曲ハ長調

(ソリ貝ザ兆膚当のフλザ夢冬劣踊り
・プロコフィェフ:交響曲第 5番

【日本語で歌う「第九J2011歓喜の歌】
鎌倉芸術館大ホール  依頼演奏会)

2011年 12月 18日 (日 )1500
指揮 田久保 裕―

・ベートーヴェン:「エグモントJ序曲
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

(な かにし礼日本語詩)

♀:昇鷲 ≦実
美

3『葉亀厖轟言
合唱:日本語で歌う「第九」2011合唱団
合唱指揮 :富澤 裕・辻端 幹彦

・・・201'年・平成24年 (鎌響5041・・・
【第10回ファミリーコンサート】

鎌倉芸術館大ホール
2012年3月 3日 (土 )14Ю 0

□□□創立50周 年記念第1回演奏会□□□
《オープニングガラコンサート》
指揮 角岳史・司会 永井 邦子

・エルガー :「威風堂 J々第 1番
。ショバン:ピアノ協奏曲第1番

Pf槙 和馬
・ハチャトウリアン:組曲「仮面舞踏会J

《インスタント・コンダクター・コーナー》
《アンコール》 ハチャトゥリアン:剣の舞
」シュトラウス:ラデッキー行進曲

【第99回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2012年 6月 9日 (土)1400

□□□創立50周 年記念第2回演奏会□□□
《鎌響からの名曲プレゼント》
指揮 山上純司

・ワーグナー :「ニュルンベルクのマイスタ
ージンガー」 前奏曲

・チャイコフスキー・ピアノ協奏曲第1番
Pf菊地 裕介 (ソ リストアンコープ閉ドビユ
ッシー:「映像」から「金色の魚」

・ドボルザーク:交響曲第9番「新世界より」
(アンコーノ閉ドヴオルザーク:スラブ舞曲第1番

【第100回定期演奏会】鎌倉芸術館大ホール
2012年 10月 27日 (土)1400

□□□創立50周年記念第3回演奏会□□□
《鎌響50年、そして次の100年にむけて》

指揮 横島勝人
・ベートーヴェン:「 レオノーレ」序曲第3番
。マーラー:交響曲第2番「復活」%p瓢

平豪掏雪築鍵胚
子

合唱指揮 :星野聡・児島百代
バンダ指揮:太田弦。平林 岡」

【日本語で歌う「第九J2009歓喜の歌】
2009年 12月 12日 (土)15Ю Oは頼演奏会)

指揮 家田厚志 萩市民館大ホール

」整♀リ フ別雰畢曇ξ美
・ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

(なかにし礼日本語詩)

♀:澤:認≦実
美

3!1鴨厖洸言
合唱 :日 本の第九合唱団。萩合唱団
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鎌倉交響楽団出演者名簿
団長 :山本 賢二

コンサートマスター:五味俊哉 会計 :曽根 民子 ライブラリアン :石橋 智子

マネージャー:芥川 敬、今城 信彦、桐本 圭三、鈴木 渉子、鈴木 美緒 、宮崎 敏幸  事務局長 :田 中 幸一

50周 年記念事業委員 :【委員長】菅丼 直介 【副委員長】水上 清 【委員】大内達郎 、小り 穣、片山貞知子、

桐本 圭三、鈴木 達広、高橋 弘子、津金 勝技、中村 恵、長谷川 員優、府川 創作

l st Vlolin

青木  淑子
石川  静
」り|1  穣
川西  清美
河原  寛

〇五味  俊哉
菅井  直介
鈴木  渉子
須長  麗子
曽根  民子
戸田  道子
永丼 員由美
長谷川 員優

〇本間  彩子
〇本山 まり子
森野  桂子
八木  育江

2nd Violin

志村  篤子
鈴木  達広
中丼  良樹
中野 太―朗

〇二川  有子
毛利  史子

Contrabass
大内  達郎

※河原田  潤
佐藤  正

○中村  安孝
原  宏造
廣瀬  澄夫

〇福島  晋哉
矢野  健
渡辺  均

Flute&Piccolo
O曽根  美樹
高橋  弘子
高畑 裕恵
瀬島 美奈子

Oboe&English horn

⊂larinet 子
技
美
平
栄
太

純
勝
公
耕
稔
豊

内
金
野
野
地
多

竹
津
浜
浜
福
本

※

　

〇

※

子
子
子
緒
実
哉

枝
知
祐
美
　
俊

千
三

田
山
原
木
沢
月

内
片
篠
鈴
前
望

Ｏ

之
子
子
子

一
子
隆
介

廣
陽
木
潔
賢
佐
　
祐

美
　
　
美

田
丸
橋
場
川
室
崎
岡

多
田
中
馬
二
御
山
山

○

航
許
湖
郵
杜
一一語
嫌
稀
歩い

カ

丼
橋
谷
原
野
本
味
兼
水
口

新
石
岩
梅
大
桐
五
重
白
関

Ｏ

Viola
阿部  明美
大貫  歩美

〇梶   成彦
〇佐々木 敬史
高橋  良子
田ケ原 恭子
高村  俊彦
田中  順子
築山  祐子
中村   恵
三門 サカエ
水上  清

Ce‖ o
O飯田  達男
伊東  敦
岩本 富美雄
大庭  伸仁
梶   淳子
佐藤  洋子
重兼  壽夫

Fagotto

冨丼  ―夫
三浦  隆昭
三原  ―真

○矢吹  紀子

Horn
芥川  敬
稲生  真莉

〇日丼  賢司
菊地  信子

※塚田 義昌
豊嶋 順子
服部 絵里子
福地  亜希
宮崎  敏幸
山崎  和之
山田 克彦

Trumpet
※内田  淳

後藤 三穂子

Trombone
O有賀  功

桜井  貴志
※疋田 かおり

府川  創作

Tuba
煤孫 さえ子

Percusslon
O今城  信彦
太田  純

※鈴木  謙人
高橋  正彦
横山 豊秀

Harp
※杉山 敦子
※藤木  沙織

Organ

御室 美佐子

○パートリーダー
※賛助出演

菜
美
平
純
哉
二

若
里
亮
英

一
賢

野
水
　
橋
寄
本

桑
清
辻
中
山
山

Ｏ

今回の演奏会にあたり、高橋達馬、鈴木恵里奈、小泉智彦、平林岡」、池田英三子 の各先生方にもご指導いただきました。

鎌響50周年記念合唱団出演者名簿
大船混声合唱団

【ソプラノ】

石岡 幸子
岩崎 和子
小林 正子
斎藤 寿子
関本 須美子
西川 美津江
田中 純子
布施 淑子
松下 昭子
山本 優子

【ア ル ト】

安部 良子
市川 鮎子
久木田カロ津子
庄司 迪子
中島 桂子
西原 昌子
脇田 幸美

【テノール】

杉本 有宏
丸山 孝之

【バ ス 】

後平 辰美
柴谷 浩二
古野 啓一
山野 善生
若命 三千一

戸塚混声合 唱団

【ソプラノ】

石倉 幸子
加藤 幸美
鹿野 静江
冠木 友紀子
菊池 ナツ
河野 美恵子
小松 諒子
坂田 純子
車野 博子
舘  東子
田中 寿子
畑中 伸子
久野 陽子
平澤 美地子

題層 レル同

笏̈ｍ』一』̈̈
¨̈一一一̈一̈』̈
¨̈苓『一』

野
本

バ

川
林
木
橋
部
田

久
松

Ｉ

石
大
鈴
高
渡
和

野軒鰊脱瀧議諄
　
刊

総韻紡醐硲彬胡
　
膨

男
男

一
一
道
雄

刈
守
昭
英
啓
博
憲

生
夫
知
功
雄

和
節
　
常
　
刈

田
山
賀
杉
木
　
バ

太
樫
古
小
鈴
　
Ｉ

明
宗
雄

一
彦

一

俊
武
隆
精
幸

子
子
子
子
穂
江
代
子

暁
京
裕
京
美
文
凛
秋

田
出
原
　
内
山
山
原

内
奥
菅
堤
峰
増
丸
八

西鎌倉混声合唱団

【ソプラノ】

大官
佐藤
新出
塚山
豊國
山本

□ 鎌響ではバイオリン・ビオラ。フアゴットのオーケストラ経験者を募集していま丸 なお、募集終了の場合はご了承ください。
連絡先: 鎌倉交響楽団事務局 田中方 電話 :0467253512

□ 鎌響ホームページもご覧ください。 http:〃 homepage2 nity com/k50/
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Afresh ぁなたに、あたらしく。

BankofYokohama

横 浜 銀 行
鎌 倉 支 店 丁EL:0467-23-3131

鐵 囃If授

鎌 倉 生 ま れ、鎌 倉 育 ち。

´

http://www.kamakura¨ beer.co.jp/

世界で一番小さいデバート

/ハ ノエF&7ゎ刊

,営業時間/10:00～ 16:00    営業日/木 ,金 i土

〒248司∞2鎌倉市二階堂38…9 TEL.0467-24… 5918

営業時間10Ю O～ 16110:

鎌倉駅前バス停No 51

古布ちりめんの香袋など

オリジナル商品、かわいいもの、素敵なもの、

両手いつばいに有ります|

車椅子ご利用のLAL様へ :禽蒙
~ヾトヘ:慧313郷ヘ

たまには海・箱根ヘ
手軽な移動手段としてお気軽にご利用ください。

運賃はお得でわかりやすい時間制です。距離は関係ありません。

ケアサポートタクシー  ぉ気軽にお電話ください。

中・長距離・一日貸切歓迎いたします。(料金は良心的で安心です )

ホームヘルバ ー2級取得 普通第二種免許取得

国土交通省 関東運輸局認可 開自旅二第 22号

/



新築・リフォーム・土地活用

嘔儡 清興建設株式会社

お問い合わせは           鎌倉市大町 1-10-6
00467 (24)3 7 0 0 http://WWW.reformplus― kamakuraocom

鎌 倉 といえ ば ―・

ブ レ
豊 轟 屋

釜身棄所妻訂ノk巾番 Eヨ 雇コ]i壼邑仁D
TEL 0467-25-0810(イ lt)

壁
1言

'望

み
》

扮
膚鼈 攣

鰤
ヽ

腋 涎 蝙

信頼と温もり
新たな命を温か<笑顔で迎える

安全で快適な産科診療所を目指します

ia察日 月～上(祝日体診)午前9100～ 12100 午後2100～ 4100 水。土曜日午後は休診

鎌倉市小町4-9-10 電話10467-64-0341 FAX10467-23-9901

社団法人 鎌倉市医師会  会長 長沙‖尭雄

鎌倉市材木座3-5-35
電話10467-22-1245 FAX10467-24-0083



〒2200045横 浜市西区伊勢町 163

TEL 045(242)3836 FAX 045(241)8741

信 頼 と確 か な 技 術 の
メ ガ ネ の 専 門 店
八 幡 宮 前 通 り

森 川 眼 鏡 店
●遠 中 近 用 レ ン ズ
●中 近 用 レ ン ズ

80467-
22-2964

うどん口そば

そば処 あおい

大船松竹ショッピングセンター2階

:ヨ,10467-47-4336

1ヽ 澤 塗 以 え

金沢区並木 1丁 目 21 114
電話 045-773-1741

チャイナダ

China Dlnlng

職  0467-43-1699
〒24卜0056 鎌倉市大船1-26-41

営業時間 11:00～ 23:00101

httpノ/www sen百 ―dining com/

イ ニ ン グ

ｕＲＡ

黒

帖

HAIR SALON

りURlelMODE

鎌 倉 市 御 成 町 ‖ -2
(や のやビルB:)

TEL(0467)22-4:05

で文胚驀聾蓼
2012年 12月 16日 1日 )

鎌倉芸術館 大ホール 指揮家田厚志
ベートーヴェン

序曲「コリオラン」
交響曲第9番「合0昌付き」

□第 11回 ファミリーコンサート
2013年 3月 9日 1土 )

鎌倉芸術館大ホール 指揮清水史広

醜嘲同

１

３

大

１。
２。‐
鰤乙

輸 入 楽 譜 専 門

TEL 0467-24-8766
FAX 0467‐ 22-9755

〒2480003鎌 倉市浄明寺2133
http://w�vvv kamakura―musica com/

=副 l■ 日・祝 祭 日

郵 送 し ま す 。

カフェレストラン

ノゞ ク
やく れ

ゼ
鎌倉芸術館内一階

TEL:0467-45‐ 3140
FAX:0467‐ 45-3140

棚離 れのれん
》 営業時 間 0

平日        休日
PM4:30-AM12100   PM3:00-‐AM12:00

大晦日 元旦 休業

′(0467)46-0080

匡
― ― ―

J仲

□:



街にいい風 あなたにいい風
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鎌倉周辺の店舗はこちらで魂 試乗車をご用意Ⅸおりますので、ぜひお立ち寄りください。

鎌倉店 讚mf2引 1 大船店 認11鮫l釧
‖

上記店舗を含め県内55店舗でおイ寺ちしておりま視 お近くの店舗はホームベージでこ確認ください。WWW yOkohama toyopet cojp
※本広告に掲載の車両本体価格は平成24年 10月現在の店頭渡現金価格で,肖 責税が含まれていま九 保険料 その他の税金 登録費用等は含まれていません.

Xリ サイクル料金が別途必要となります

↑戸塚       本郷台↑

星導
1号線 軍軍路 |マ

イィマートめ 、秦鷲―ヾ

'議

換     |1   鎌倉z//・
警察署

●資生堂

鎌倉

妨 趾⑮痢薫

"辱

ルゼヨ́《′J/「


