
市民文化祭20091寺男J演
(第94回定期演奏会 )

鎌倉芸術館大ホール 2009年 11月 7日 (土 )14時開演

[後援]鎌倉市教育委員会 鎌倉エフエム放送



指揮 /三原 明人 (み はらあきひと)

東京生まれ。東京芸術大学でヴィオラを専攻、その後桐朋学園とウィー

ン国立音楽大学で指揮法を小沢征爾、秋山和慶、尾高忠明、カール・エ

ステルライヒャー、ヴァーツラフ・ノイマン各氏に師事。 さらにイタリ

アでゲンナジ・ロジェストヴェンスキー、モーシェ・アツモン、 ドイツ

でベリベル ト・バイセル各氏に師事。89年、オランダで行われた「第2

回キリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクールJ第 2位、93年 ドイツ・

ハレで開かれた若手指揮者育成のための「DIRIGENTEN FORUMJで
最優秀ファイナリス ト、96年ポル トガルで行なわれた「第8回 リスボン

国際青年指拝者コンクールJ第 3位 (1位 なし)入賞。89/90年 ウィーン・フィ
ルのコンサートでレナード・バーンスタインのアシスタント、91年より

オペラ作品などで外山雄 三、|ム L淳 ^各氏のアシスタン ト、96年ベル リン・フィル来 LI公演
でクラウデ ィオ・アバ ドのアシスタン トを務める。これまでにオランダ放送フィル、 ドイツ・

ハレ国立フィル、ブタペス トMAV響、リスボン・メ トロポリタン管、フィンランド・クオピ

オ響、ブルガリアの名門ソフィア・フィル、読売 日響、東京都響、日本フィル、東京フィル、

東京交響楽団、札幌交響楽団、山形交響楽団、群馬交響楽団、神奈川フィル、名古屋フィル、オー

ケス トラアンサンブル金沢、大阪センチュリー響、広島交響楽団、佼成 ウィンドなどを指拝
して、コンサー ト、テレビ、ラジオなどへの放送録音、CD。 映画音楽製作など各方面から高
い評価を得ている。97年 フィンランド・クオピオ響を率いて日本公演を行い、13由 にも及ぶ

オール・シベ リウス・プロを指ll~し て各方面から高く評価 された。04年京都フィル定期では、
ビニャオのマリンバ協奏曲日本初演のほか、武満徹の「トゥリー・ライン」、シェーンベルク
の室内交響曲を指揮し、各誌で絶賛された。91年 には愛知県立芸術大学管弦楽団指揮者として、

現在は東京音楽大学指拝科及び同附属高校で、後進の育成にも努めている。今後の活躍が期
待される、注日の指揮者の一人。
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トロンボーン /府川 雪野 (ふヵヵ ゅきの)

神奈川県出身。10歳からトロンボーンを始める。洗足学園音楽大学卒

業、及び同大学大学院修了。 卒業時に同大学代表 として選出され、第

67回読売新人演奏会、第 13回ヤマハ金管新人演奏会の両演奏会に出演。

トロンボーンを関根五郎、岸名和巳、ジャック・モージェ、神谷敏、三

輪純生の各氏に師事。第 1回東京音楽コンクール金管部門第 1位。2008

年、新日本フィルハーモニー交響楽団のニューイヤーコンサー トにて ト

ロンボーン協奏曲を演奏する。現在、神奈川フィルハーモニー管弦楽団

契約団員、洗足学園音楽大学講師。湘南 トロンボーン協会メンバー。

♪今回の演奏会にあたり、ご指導いただいた先生がた<敬称略>♪

新井久雄、徳武敦、)F林剛
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1.交響曲第 39番 変ホ長調 K.543 W.A.モ…ツアル ト
モーツァル トの二大交響曲である交響曲第39番 、40番 、41番 の3曲 は、いずれも傑作として世界中

で親しまれています。これらは1788116月 から8月 にかけての2ヶ 月の間にすて続けに作曲されました。

この頃すでにモーツァル トはウィーンに移f主 しており、音楽の教授として、また作山家、ビアニストと

して生計を立てていましたが、生活は決して裕福なものではありませんでした.し かし苦しい/li活 を強

いられながらも作曲される音楽は「天国的な美 しさJを保っていました。 i大 交響曲も例外ではなく、

39番 は「優美 さJを、40番は「哀しみJを、41番 は「崇高さJを持っています。それぞれ特徴は異な

りますが3つ の交響曲が有機的に結びつき関連性をもって作曲されており、モーツァル トの作曲技法の

一つの到達点をなることができます。

交響曲第39番 はモーツァル トらしい優美で大変明るい幸福感に満ち溢れていますが、 方で深い悲し

みを感じ取ることもできます。モーツァル トの「自鳥の歌Jと言われる所以でしょう.

この曲の楽器編成における特徴は、通常モーツァル トの交響曲で使用されるオーボエが無く代わりに

クラリネットが使われていることです。このことは透明感のある美しさを醸し出す ^因 となっています。

<第一楽章 アダージョ アレグロ>
ゆっくりと力強い序奏で始まり、次第に密度と緊張感を増していくさまはとても聴き応えがあります.

後に続く美しい旋ilは、「歌うアレグロJと 呼ばれ序奏との対比が印象的です。

<第二楽章 アンダンテ 。コン 。モー ト>
冒頭の穏やかな旋律を中心とした豊かな音楽が繰り広げられます.自鳥の歌にふさわしい楽章です。

<第三楽章 メヌエット アレグレット>
力強い曲想のメヌエット (宮

/71で流行した舞曲)です。中間部の2本のクラリネットによる旋律が魅

力的です。モーツァル トの数あるメヌエ ソヽトの中でも有名なものの ^つ です.

<第四楽章 アレグロ>
ベー トーベンのような章々しさはなく、軽やかな終楽章です.滑るように進み、最後まで疾走感を失

わず一気に駆けllaけ るようにして終わります。

2.トロンポーン協奏曲 Lロ グレング…ル
「協奏曲Jと 問くとチャイコフスキーのビアノ協奏曲やメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲などピ

アノやバイオリンの協奏曲を思い浮かべることが多いでしょう。鎌倉交響楽団でも過去「ピアノJと 「バ

イオリンJの協奏曲は数多く演奏してきましたが、今回の演奏会では趣向を変え、大変めずらしいグレ

ンダールの トロンボーン協奏曲を取り Lげます.

グレンダールはデンマーク生まれの作山家で、指揮者、バイオリニストとしても活躍しました。指揮

者としては、同じデンマーク生まれのニールセンの交響曲の演奏家としてデンマーク音楽の発展に大き

く貢献しました。作曲家としては、交響曲や協奏曲、弦楽四重奏曲などの作 |キ 11が ありますが、現在でも

演奏され最もよく知られているのは「トロンボーン協奏山」です.イ タリア滞在中の1924年 に作山され

たこの山は、友人であったコベンハーゲンの王立管弦楽1寸|の トロンボーン奏者、ヴィルヘルム・オール

クローのために作山されました.山は堂々とした中にも厳かな雰囲気をもった第 ^楽 章に始まります.

第二楽章はこの山で 1性  「伝説曲風なJと 表題がイ、lけ られており、静かで厳粛に始まります(,そ の後美

しくも幻想的な旋律が現れます.第 礫 章では緊迫感をもって始まり、その後はオーケストラと独奏 ト

ロンボーンが活発にかけ合いを演じます。最後まで勢いは衷えず盛リトがりをもって終わります.こ の

ように各楽章の1‖性は異なリトロンボーンの魅力を 卜分に味わえる作古IIと なっています.



3.管 弦楽のための協奏曲 B.バ Jレ トーク
ハンガリーを代表する作曲家バル トークの晩年の作品で、もっとも人気のある作品の ‐つです。バル

トークは194011に アメリカヘ移住しましたが、その作品Iは理解されず同じ時期にアメリカヘ渡ったスト

ラビンスキー、ヒンデミット、シェーンベルク、 ミヨーらに比べて経済的には恵まれたものではありま

せんでした。加えて自血病にも侵され、徐々に創作意欲を失っていきましたcプライドの高いバル トー

クは露骨な援助を嫌っていたため、同じハンガリー出身の音楽家であるフリッツ・ライナーとヨゼフ・

シゲティが知恵を絞り、やはリハンガリー出身でボストン交響楽団指揮者セルゲイ・クーセヴィツキー

が「作山を依頼するJと いう形で援助を申し出ることになりました.こ うして創作意欲を蘇らせて作曲

された作品Iが 「管弦楽のための協奏曲Jです。この作品の ^番の特徴は「協奏曲Jと 名イヽJけ られている

にもかかわらず独奏者がいないことです。バル トーク自身が「この曲を協奏山と名付けたのはオーケス

トラの各楽器を独奏的、協奏的に扱おうとしたためだJと 述べています.こ うした試みは依頼主である

ボストン交響楽IJIの 名手たちを考慮したためとも言われています。また、民族音楽の旬F究家だけあって

ハンガリー民謡が随所に見えることももう 一つの特徴と言えるでしょう。

さて、われらが鎌倉交響楽団の名千たちはどんな活躍を見せてくれるでしょう.ご期待ください。

<第一楽章 序章>
チェロ、コントラバスによるゆっくりとした神秘的な序奏に始まり、3つの旋律が現れますc最初は

バイオリンによる激しい旋律、2つ 日は トロンボーンで登場、3つ 日はオーボエによるどこか物悲しい旋

律です.後半には2つ 日の旋律を用いて、企金管楽器によるカノン (輸唱)が奏されます.

<第二楽章 対の遊び>
最初Jと 最後の小太鼓のリズムが特徴的です。その後、2本ずつ組になった管楽器が楽しげな対話を続

けます。登場するのは順番に、ファゴット、ォーボエ、クラリネット、フルー ト、 トランペットです.

中間部分では一転して金管楽器による静かなコラール (讃美歌風)が聴こえてきます。

<第三楽章 悲歌>
第 一楽章との関連が強くオーボエ、バイオリンによる旋律は第 楽章のフルー トで奏されているもの

と同じです.中間部分のビオラから始まる旋律は、ハンガリー語の話し言葉に近い音楽と言われていま

す。

<第四楽章 中断された間奏曲>
オーボエによる衷愁を帯びた旋律で始まりますが途中で「中断Jさ れます。これはショスタコーヴィ

チの交響曲第 ヒ番の旋律をバロディー化して扶んでいるためです。バル トークはこれをクラリネットで

茶化し、本管楽器の lll笑 や トロンボーンのブーイングで冷笑していますら

<第五楽章 フィナーレ>
ホルンの印象的なファンファーレで始まり、バイオリンが急速な、ジグザグに音階を行き来するエネ

ルギーあバ、れる旋律を奏しますが、これが何度も(ヽ場します.中間部は トランペットのソロを中′らに|li

成される大変車やかな終山です。

(Tb T S)



団員出演者名簿

名誉団長 :日 比谷 平一劇∫

団長 :山本 賢 l

ライブラリアン:石橋 智子

コンサート・マスター :五味 f窄哉
事務局長 :田 中 十一

会計 :曽根 民了

マネジャー :芥川 敬 /今城 信彦
桐本 上 三/鈴木 美緒
蛸島 茂樹

lst Violins

青木 淑 子

石川 雄太

梅原 哲郎

栢原 穂貴

川西 清美

桐本 圭三

五味 俊哉

0白 水 千品

鈴木 渉 r
鈴木 政彦

曽根 民子

武政 宏晃

多田 廣之

11門玄太郎

馬場 潔子

0本 LLま り子

山岡 祐介

2nd Violins
新井 俊成

石川  静

石橋 智子

岩谷かおり

小川  穣

0'可原  寛

河原勢津子

五味 品子

菅井 直介

関日 杏奈

富岡 陽子

上門 寛子

中橋美木 r
長谷川員優

O福山 彩子
八木 育江

Violas
「日∫部 明美

石川 まり

lFt  成彦

梶原 庸 r
O佐々木敬史

高橋 良 r
中川 孝之

正木 基身

三門サカエ

0水 L  清

Cellos

O飯田 達男

大庭 f中仁

梶  淳 r
佐藤 洋子

志村 篤子

鈴木 達広

中井 良樹

0中川 優子

中野太一朗
二川 有了

毛利 史 r

Contl・abasses
大内 達郎

佐藤  11
0中村 安孝

原  宏造

0福鳥 晋哉

丸  陽子

矢野  健

渡辺  均

Flutes&Piccolo
菊竹 秀夫

0曽根 美樹

瀬島美奈子

高橋 弘子

高畑 裕恵

Oboes
O桑り予 若菜

中橋 英純

山守 一哉

山本 賢二

Clarineお

内田千枝子

片山真知子

鈴木 美緒

0前沢  実

山崎  ,間

Bassoons
冨井  夫

三原  一真

0矢吹 糸己子

Horns
芥川  敬

市川  靖

Fl井  賢司

菊地 信子

露木 lll子

福地 亜希

宮崎 敏幸

山崎 和之

O Lll田  1克彦

Trumpets
後藤二穂子

(111Nl ttit r

,+金 勝技

浜野 耕平

0福地 稔栄

Trombones&Tuba
有賀  功

O桜井 員志

府川 創作

O煤孫 さえ子

Percusslon
今城 信彦

0大田  純

高橋 il:彦

蓑田 俊之

Harp
※成田めぐみ

※ 森 真由美

Piano
※ 中澤 紗希

０

０

※

パートリーダー

団友

賛助出演

|″″ICI″ 1́卿 ζil瞥

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

丁EL&FAX 0467-24-0882 http:〃 www.tanaka― dc.corn/



演奏会のこ案内

ル疋
Ｊ

予

ス札
一

釧
呟榊『

HAIR SALON

JURlelMODE

鎌 倉 市 御 成 町 ‖ -2
(や のやビルBI)

丁EL(0467)22-4:05

聾　一〓可

咽喉科 、ア レル ギー科 、神経 耳科 (め まい診療 )

鎌倉・小町壱番館ビル 3階  院長 芋り|1英紀

電話 (24)7273

翻腑 れのれん
》 営業時間 C

平日       休日

PM4,30-AM12:00   PM3:00‐ AM12:00

大晦日 元旦 体業

′(0467)46-0080

酬劇
仲
通

り
商

店
街

信 頼 と 確 か な 技 術 の 店

メガネの専門店

八 幡 宮 前 通 り

森 川 眼 鏡 店
メ ガ ネ の 事 な ら な ん で も 相 談

あ気 軽 に 。
●遠中近多焦点レンズ
●中近多焦点レンズ
●近近用レンズ

あなたに合つたメガネ

を御調製致 します。

弦楽器工房れ我

神奈川県横浜市港北区

篠原町 149711
TEL&FAX:045-423-4233

■営業時間 ]000～ 1900

X]000～ ]300予 約制

■定休 日:日 月 祝祭 日

健保 0労災取扱

大 船
接 骨 院

佐 藤 和 義

大船駅東ロルミネ前

サ トウビル

奮04●ア(45)●7000

輸 入 楽 譜 専 門

(株 )カマクラムジカ

TEL 0467-24-8766
FAX 0467‐ 22‐9755

〒2480003鎌 倉市浄明寺21‐ 33

定休 日=日 曜 日・祝祭 日

全 国 す ぐ
郵 送 し ます 。



鎌 倉 と しヽ え ば

鳩 サ ブレーン
豊 島 屋

鎌 倉 ノk幡宮 前 通 り
TEL 046フ ー25-08]O(イ t)

アトリエK&T(ゎゃ)

「食料品から衣料品ホで」

営業1守間/10:00～ 16:00   営業日/木、金、土

〒2480002鎌倉市三階堂38-9  TEL 0467 24 5918

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 !

世界で一番小さいデパート

0トリエK&Tのや)

フリーダイヤん 0120502615
h十千p:〃 homepage3 niffv Oorn/k-1/

Afresh ぁなたに、あたらしく。

横浜銀行
鎌倉支店

BankofYOkohama         ttEL:0467-23-3131

《製作・修理・毛替・販売》

TEL.045‐ 261‐5300 〒231横浜市中区花咲田]2‐77 大久保ビル2F ●営業時間/AM10:00～ PM7:00(日・祭休み)


