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本口はお忙しい中、私どもの演奏会にご来場いただき

にありがとうございます。

今年２００９年、私ども水星交響楽団は創立２５年を迎

ことになりました。２５年というと干支が２回転してま

、

え

だ

中にはまだ産

●

渉 埼

るほどの期間で、今回出演しているメンバーの

まれてもいないという人も何人かいるほどで、 いやばや苓慰グニ ３

えば遠くに来たものだと思います。創立時の状況を知る者と

しては、１１戒これほど続くとは、というところもあるくらい

ですが、これも、まずは様々な形でご支援いただいている皆

さまのおかげです。卜jl員を代表し改めて御礼申し上げます。

というわけで、今年の２回の定期演奏会は２５周イドシリー

ズと越し、｜Ｉ頃の御礼の意味もこめて、普段の定演とは少々

意味が災なったプログラムを用意させていただきました。今

lI1lは、「常任指揮者沓藤栄一先生セレクションプログラム」で

す。常任指挿者の先生には、当然、選曲のご意見をいただき

つつ'''1を決めていくのが普通だと思いますが、水響の選曲は

蛙本的にいつも理想だけ高く突っ走る傾向が強い団員の総意

だけで決められており、沓藤先生には、決まったあとで、ど

んなへビーなプログラムであっても（笑）「よろしくお願い

致します」とお願いするという流れになっています。しかし

今回は、２５周年という節目にあたり、我々の２５年間を一番

よく知っておられる脅藤先生にプログラミングを全てお任せ

することといたしました。

本'1は、そのプログラムへの雷藤先生の「思い」をうまく

表現し、２５年間の香藤先生への御礼ができればと団員一同

感じております。

１８世紀・l9ilI紀・２０世紀のドイツ・オーストリアを代表

する作IMI家による交響曲３曲という春らしい華やかなプログ

ラム、是非、ごゆっくりとお聴きください。
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酉藤栄一（さいとうえいいち）指揮

１９８４年、一橋大学管弦楽団出身者を中心に結成。バーンスタイン、ラヴエル、ウオルトン、ベートーヴエ

ンなど時代を超えた名曲の熱気あふれる演奏で感動を誘う。マーラーの交響曲は１～７番と｢大地の歌｣を演奏。

リヒヤルト・シュトラウスの音楽は、８９年に交響詩「ドン・ファン｣、９６年に歌劇「サロメ」より「七つの

ヴェールの踊り１，９８年に「アルプス交響曲」を取り上げている。

可

京都大学にて音楽学を、国際基督教大学大学院にて美術史学を研

究。この間、指揮法を尾高忠明、田中一嘉、円光寺雅彦の各氏に師

事。１９８１年には京都大学交響楽団と２週間に渡り、ドイツ､オー

ストリアにて演奏旅行を行い、ザルツブルグ音楽祭などにて指揮。

８２年には関西二期会室内オペラ・シリーズ第９回公演、ブリテン

作曲「ねじの回転」（関西初演）の副指揮者を務める。

８４年に水星交響楽団の常任指揮者に就任。水星交響楽団、オル

フ祝祭合唱団との共催で、佐多達枝振り付けのバレエ「カルミナ・

ブラーナ」（９５年､東京文化会館)、「ダフニスとクロエ」（９９年、

新宿文化センター）を指揮した。その後、「カルミナ・ブラーナ」

のバレエ公演では、神奈川フィル、東京シティ･フィルも指揮した。

２００５年には、同曲を含むオルフの「トリオンフィ」３部作（４

台のピアノと打楽器）を指揮した。

明治学院大学文学部芸術学科教授。また、著書に「往還する視線

１４－１７世紀ヨーロッパ絵画における視線の現象学」（近代文

芸社)､｢振っても書いてもしょせん酔狂」（水響興満新報社）がある。
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このI''''三I紹介を執兼するに当たって交響曲第２６番が作'11された背景
今Ｉｎｌの私進の定期演奏会の「前プロ」として取りモーツァルトは、１７７３年に３度|lとなるイタリ

上げられるのは、モーツァルトの交群IMI第２６番でア旅行から帰国した後、生誕の地ザルツブルクで９

ある。今'11|、この'''1のlIlllI紹介の執筆を‘依頼される曲の交響曲を作曲している。これらの'111は、、'1初ｌ

に､ｌ１たり'.i端はj~｢惑った。実は'''1をよく知らなかつ冊の音楽帳として綴じられており、その綴じられた

たのである。実際、この第２６番が、今1両1選Illlされページでケッヘル番号を付けて交群曲の伽悉として

るまで、ＣＤ，淡奏会を通じて未聴だったのである。いたが、その後の研究により、この91111の作Illllllfi

しかし、練州''１数を'耐aるうちに、筆者もこの曲が実際の番号順とは異なることが判|ﾘjした。その順

の魅力に徐々 に取りつかれるようになった。それはが26-27-22-23-24-25-29-30-28であった｡つまり、

この曲が、短いなりにも交群Ｉｌｌｌのスタイルをきつちこの第２６番は、イタリアからﾙ#同後ザルツブルク

リ守り、転調の妙なども見覗で､この時期（当時モーで作曲した最初の交響曲である。

ツアルトは１７歳）のIMIとしてはオーケストレーショこの９曲には大別して２つの流れがあり、前､ド

ンも整っており、何よりもモーツァルトの最大の魅力の４曲はイタリアの作IMI家スカルラッティらの」流

とも言えるメロディー・ラインの美しさも兼ね備えてれをくみ､メヌエットを除く短い３楽章形式による｢イ

いるからである。ダリア風序曲｣ 的 性 格 の も の で あ る 。 後 半 の ５ I l l I は、

ハイドンらの影響を受け、１楽章に繰り返しをつけ

水響とモーツァルトｋ芝二二弓るなど各楽章の規模も大きくなり､３卿にメヌエツ

水郷でモーツァルトの作''１１１１を取り上げるのは、第トをおき、全休を４楽章形式としたいわゆる「ドイ
３８IT11の「脆伽序1111以来で、交響|M1となると、第ツ型」交稗IIiIである。これは、前､'4の41111がモー
3011』|の交群''''第４１稀「ジュピター」以来である。ツアルトがイタリア旅行帰国雨後でイタリアの作風に
実は、この節301111も今lI1lllil様、指肺者の蜜藤栄影響を受けたことに対し、後半の51111の作'''1の前に

は、モーツァルトがウィーンに旅行をしており、そこ一氏の選lllIによるものであった。

蒋段、細成上の祁合でなかなかモーツァルト（とでハイドンの交群曲を知り、その作風に影紳を受け
いうか11｢典もの全般)を取り上げない､'11､jlであるが、たものと思われる。
水稗の奏荷の''1でもモーツァルト好きは少なくない。

前|口I同様鋳藤氏に感謝であるとともに、今後も何何

かにｌｌＩｌＩでも、モーツァルトの交群'111が演奏できれ

ば、と思っている。



【第２楽章】（３分）

アンダンテハ短調

第１バイオリンが奏でる哀愁にみちたメロディを

第２バイオリンがｌオクターブ下で１拍おくれで模

倣していく。全痩体を通して切ないが限りなく美しく、

蝿いながらもモーツァルトの交響曲屈指の緩序楽噸

と瞳;､える。
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【第３楽章】（３分）

アレグロ変ホ長調

前楽章から一転して光が差し込んだようなまばゆ

い楽章。第２主題での内声のめまぐるしい動きが

印象的である。

まず挙げられるのは、この曲が３楽章切れ'|無し

に演奏され、速度が「急一緩一急」のイタリア瓜序

Illl的性絡を持つことである。特筆したいのは、各楽

章とも２つの主題を持つ「ソナタ形式」によって11｝

かれ、短いながらも構成が堅固にできていることで

ある。よって､この曲は､序曲的性格を持ちながらも、

十分に交稗曲としても、後期の傑作群に勝るとも劣

らない傑作であると言える。

次に、この交響曲は、この時期に作曲されている

交響曲としては編成がかなり大きめである｡この交

群IMIが弦楽器以外にフルート、オーボエ、ファゴッ

ト、ホルン、トランペットを要求しているのに対し、

性格の似た第２７番は、弦以外では、フルート、ホ

ルンのみ､また､有名な第２５番では､弦以外にオー

ボエ、ファゴット、ホルンのみといった具合である。

それゆえ、この交響曲は美しさとともにドラマティッ

クなｍも兼ね備える。

もう一点、緩序楽章が短調であることが挙げられ

る。この''11の第２楽章アンダンテではハ短調で哀愁

に満ちた旋律が朗々とうたわれていく。この楽噸の

性格は、ｉﾘ]朗な、両端楽章とのコントラストを兄‘1$

に表しており、それゆえ、この交響曲がとてもメリハ

リのきいたものとなっている。ちなみに、III1j端楽砺

でも楽章の展開部では、短調への転調の妙が兇覗

である。
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交響曲第２６番の特徴送主吾罵

【第１楽章】（３分）

モルト・ブレスト変ホ短調

跳動感のある２つの主題が巾心になって動く楽

Ｉ稲。展開部はごく短く、コーダが次の楽厳への橘渡

しとなる。

追 記大とぎ

このIllIは、「交響曲」という命名になっています

が、淀しいメロディが短いながらもたくさんⅡ'てきて

聞きやすい''11なので、今日この演奏会を聴きにきて

いただいた皆さんには､あとに控えるメインディッシュ

(Ｒ・シュトラウス）の前のオードブルのようなつも

りで、’怪く聞いて頂ければと思います。私達も柔ら

かくて温かみのあるモーツァルトの雰囲気を客席に

伝えられるような演奏をしたいと思っています。この

IMIを今口初めて聴かれる方も多いかと思いますが、

今||の演奏会終了後、「モーツァルトの２６番、い

いIMIですね」と思う方が一人でも多くいらしたら幸

いです。

（前111アルファ）
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そして、月日がたって、この話自体も私の記憶か

ら全く消え失せて、かれこれ２０年以上。衝藤さん

の髪の色もすっかりロマンスグレーとなり、史には

その時同席していた現委員長の若々しかった頭の装

いも、すっかり入道さまのように様変わりして（!？)。

そして､今回のプログラムは、まさに２閲Iの「街

藤さんセレクションズ｣。昨年の夏に今ＩＩ１ｌの31111が

決まったとの話を聞いた時、「あっ、そう!;えば」と

あの､Iｲ時の記憶が急に必ってきました。

そう、あれから我々水星交響楽卜jlも、州瀧さんの

指押の下、本当に色々 なIllIを経験してきましたが、

密藤さんは、ずっと「いつか、このIMIを!」と、想

い続けてきたのでしょうか。そして､｢ようやく水稗も、

この曲が出来るくらい、大人のオーケストラになっ

たかな。ｌと認めていただけたのでしょうか。

｢いつか、この曲を!」 蓮三三ア

いきなり私‘jfで恐縮ですが、シューマンの２番の

ｲ]ｲIﾐが私の巾で、ちょっとクローズアップをされたの

は、かれこれ２０年以上前のことです。その､11時、

私はまだ大学３年生だったと思います。水盤交稗

楽1,Mは既に発足してはいましたが、それこそ、まだ

２～３年||の時代です。刷立の、とある居酒屋で、

海藤さん（当楽団では、何故か昔から酉藤先生と

は呼んでいません）をはじめ何人かと、いつものよ

うに他愛もない話を続けていました。その巾で、ど

ういう訳か話題がシューマンになり、その時沓藤さ

んが、「僕ね、いつかシューマンの２番をやりたい

んだ｡」って、熱っぽく語り始めたのですｂ

「この''11は、２番とはいうものの、実は４つある

シューマンの交稗IMIの中で、最後の方に作られた'''１

なんだ。（火際、１→４→２→３の順番で作られた

ようです)。その頃のシューマンは､もう既に病気(粘

神障苫）が進行してて、その影舞でリズムや晋形が

しつこく繰り返されるところがあるんだけど、それが

たまらなくいいんだよね｡」とか。

当時の私といえば、「そうですかあ｡」と領いては

しまったものの、「シューマンの２番、どんなIll'だつ

け?」と、曲も殆ど分かってない状態。「いやあ、火

一宇４牛４

はあまりよく知らないんです｡」とも今更言えず、癖

藤さんのシューマン２番に対する想いを、ただただ

|Alくばかりでした。家に帰って、何ＭかIHIきI11〔した

のですが､その当時の私としては、ＩＩｉＩｉｌ〔なところ「な

んか、玄人受けする曲だなあ｡」といった印象しか

残りませんでした。
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【第４楽章】（８分）

アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ

いきなり、行進IMI風から始まりますもこの終楽章

を沸いている噸には、健康を取り戻して来たとのこ

とです。まさに｢勝利の欲｣。ここでも､お約束で(?)、

その勝利の実感をかみしめるかのように、行進ＩＭＩと

テーマが何度も繰り返されます。そして、最後はティ

ンパニの輝かしい連打で終わります。めでたし、め

でたし。

もっとも、シューマンの「心の病」はこれで終わ

りません。その後も、粘神疾患は何度も再発を繰り

返し、この'111を初波した１０年後には、回復をみず

にこの世を去ります。

【第２楽章】（７分）

スケルツォアレグロ・ヴィヴァーチェ

「難しい、忙しい、でも楽しい｡」と、蕊脅も聞き

手の皆様もきっとそう思わせるような、｜|まぐるしい

llllです｡そして、２つのトリオ（ひと休み?）を挟

んで、またまたトランペットの動機からコーダが始ま

ると、もうきっと誰も止めることは出来ないでしょう。

一気に終わりまでこの「無窮動」が進みますｂ

この楽章が終わった瞬間、オーケストラの前列に

櫛えるバイオリン奏者たちは、「ああ、疲れた!」と

いう顔つきに変わっています。

｢‐

,水星交響楽団第４'回定期演奏会１
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【第３楽章】（９分）

アダージョ・エスプレッシーヴォ

「シューマン瓜、１１ﾃ脂こってり系、カンタービレ｣、

美しいIMIです｡シューマンI'|身も、「私が最もうれし

いのは、このアダージョ楽!､ifのメランコリックなファ

ゴットが、あなたの心を捉えて離さないということ

だ｡」との言葉を残しています。とりわけ深い愛情を

持って、この楽章を作ったのでしょう。

【第１楽章】（１２分）

ソステヌート・アッサイーアレグロ。マ・ノン・トロッポ

何かが天から舞い降りてくるような、静かな序奏。

｢この数'－１間、トランペットとティンパニの、ハ長調

の竜巻のような音が、頭の11'を鳴り続けていますb」

という最初のインスピレーションを、シューマンはこ

の曲を初演したメンデルスゾーン宛の下紙に残して

いますｂそして、先に記述の通り、このIMIを作IMIす

る頃は､本人も「私は半分病気です｡」と認めていて、

そのせいか、この楽章は自らの病気と闘おうとする

強い気持ちがみなぎっています。

同時に、やはり、シューマン特ｲの気まぐれとい

うか頑l1lflというか、特定のリズム・汗形が何度も繰

り返し〃,lれます（特に、しつこいスフオルファンド

が・・・）。そう、まさに「シューマンのI11f悩と闘諭

の詩」の始まり、始まりです。そして、なかなか終

わりません。

Ｖ
シューマンが晩年を過ごした場所に立つ

ロベルト・シューマン・ハウス（ボン）

到
口
”ｒ

■

’
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しんいち君は音楽一家に行ったサラブレッド。ピアノも抜群にうまい

のですが、実は指揮省を||指しており、学堆有志を募って、ミオーケ

ストラを立ち上げようと走り'１１|っていますもめぐみさんはスマートでパワ

フルなしんいち君に想いを寄せ、いつもまぶしく見つめていますも

RichardGeorgStrauss』
白

めぐみさんはぶつ飛んだ佃性を持った女の子｡練料が嫌い、

読譜が{1杯と、およそクラシックの11堺では考えられないキャ

ラクターなのですが、彼女の弾くピアノは無邪気な謀びにあ

ふれ、きらきら肺いています｛＞しんいち禰は尖は彼女のピア

ノが大好きでする

、可ｉ

しんいちｲ↑は、新しいオーケストラの111能性を探るため、

創虻２５ﾙlil年という、アマオケとして都内有数の歴史を誇る

水群の淡葵会に足を逆んでいました。めぐみさんはしんいち

樹にちょこちょこついて来たのですが、初めて兇るI[人細成

のｵーｹｽﾄﾗに川をぱちくりさせています。達三

達三堂易都内斯大でピｱﾉを専攻しているしんいち枇､後輩のめぐみさん。

奄蝋

喝
kピ
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‘水星交響楽団第４１回定期演奏会

蚕

肋ぐみ一「え一と、休憩の後は、…なになに？１.家

庭交響曲』？お台所-でお料理したり、家族？お食事し

たりする様子が曲になっ７るのかなあ？おたまやスブー

ンマホ茶碗たたい-7み/LLなで合奏。楽しそう７･すねえ」

しんいち－「んなわけないだろっ！自分の家族、

つまりリヒャルトー家の楽しく幸せな生活が描かれ

ているんだ。本人と、妻パウリーネ、６歳の息子フ

ランツ。この３人を表すテーマ（主題）が出てきて、

形を変えながら次々と展開していく」

幼ぐみ－「へえ－」

しんいち－「でもな、かわいい曲と思ったら大間

違いだぞ。ステージを見てみろ。ものすごい数の楽

器だろう」

幼ぐみ－「ほんとですね－°と<に管楽器がスゴイで

すね。えと、シツジツゴウケンですね」

しんいち－｢それを言うなら『豪華絢側』だろ。ベー

トーヴェンの『運命』と、『家庭交響曲：の編成を表

にしてみたぞ。比べてみると巨大さがわかるはずだＩ

肋ぐみ－「それに､オーボエ･グモーしって何ですかあ？

日本語にすると『愛のオーボエ』？なんかアダルト

ですねえ。あきやつ，（艶)」

Ｉ

I’

Ｉ

｛
■
）

幼ぐみ－「ふぉ－．サックスが４本も。サッケスっ７、

ふつうオケには出-7こないですよね」

しんいち－「そうだな。しかもバスサックスなん

て珍しいのも出てくる。日本全国でも何本かしかな

いんじゃないかな。サックスが４人でぶりぶり吹い

たら、それはものすごい迫力だぞ」

RichardGeorgStrauss

しんいち－「実は昔からある楽器で、バッハはよ

く使ったんだけどな。古典派以降はほとんど使われ

ず、知名度も低くなってしまった。でも、例えば、

ラヴェルの『ボレロ』のオーボエのように聞こえる

ソロは、実はこいつなんだ。普通のオーボエに比べ

てちょっと低い音域で、くぐもったような音がする。

この曲ではフランツのテーマを担当して、かなり目

立つぞ」

肋ぐみ－「金管は、え－と、珍しい楽器はないけど、

数が多いですね」

しんいち－「それに超絶技巧なんだ。トランペッ

トの高いド（実音、以下同）の音にオクターヴで飛

びつくファンファーレが随所に出てきて、キマると

かっこいいぞ。あとホルンの音がやたら高い。最後

の方に高いうの音が出てくるんだけど、オレ今まで

こんな高い音見たことない」

防ぐみ－「ピアノならそんなの楽勝デス」

しんいち－「ピアノといっしょにすんじゃねえ

(叩)」

防ぐみ－「者やぼ一（飛)」

しんいち－「弦楽器も難しくってな。だから、プ

ロでもこの曲は尻込みするんだ。オレもまだちゃん

と勉強してないが、いつか振ってみたいと思ってい

るよ’

国
Ｌ

，Ｆ

１

､鐸雲零菱、‘
ロ

木
管
楽
器

金
管
楽
器

打
楽
器
等

弦
楽
器

『運命』

フルート２
ピッコロ１

オーボエ２

クラリネット２

ファゴット２
コントラファゴット1

ホルン２

トランペット２

トロンボーン３

ティンパニ

弦汽部（ヴァイオリン
１．Ⅱ、ヴィオラ、チェ
ﾛ、コントラバス）

『家庭交響曲』

フルート３
ピッコロ1

オーボエ２
オーボエ・ダモーレ１
イングリッシュ・ホルン１

クラリネット３
Ｅ|，クラリネットｌ
バスクラリネット１

ファゴット４
コントラファゴット１

サキソフォン４（ソプラノ、
アルト、バリトン、バス）

ホルン８

トランペット４

トロンボーン３

チューバ１

ティンパニ
鉄琴
ﾄライアングル
シ ン バ ル

大太鼓
タンバリン

ハープ２

弦ﾉi部（ＩＩｉｌﾉf）



幼ぐみ－「懐の温かい人が多い/LLデスね」

しんいち－「Ｉ.Ｉ懐の深い』だな」

防ぐみ－「でもそう考え７みると､水響の偶然っ７､『家

族』が形成さわ熟成さわ７いく偶然に似-7る気がします」

しんいち－「まさにそれだ。だとすれば､今日の『家

庭交響曲』も、単に上手い下手を超えた、'懐の深い演

奏になるんじゃないだろうか。そして、オレの新しい

オケの方向性にもヒントになるんじゃないだろうか.ｌ

防ぐみ－「先輩！なんだかすごく楽しみになっ７きま

した!」

しんいち－「『＜たび重なる偶然は必然に等しい＞

と説いたのは１８世紀軽妾主義哲学の巨匠フンバル

ト・ウンデルだが、我々水響の未来が、たんなる偶然

の集価をこえて、確かな必然によって導かれることを

願ってやまない』とも閥かれていた。水響はこの２５

年間、砿かな必然によって砿かに導かれたということ

なんだろうな。今後もその必然の度合いをいっそう,酌

めていってほしいと願っているよ｜

（横地篤志）

１

'へ

防ぐみ－「で、先輩、いったいどんな曲なんですか?」

しんいち－「１９０３年の作曲だから、リヒャルト

３９歳のときの作品だな。所要時間は約４５分。切れ

目なく演奏されるが、一応、４つの部分に分けること

ができる。簡単に言うとこんな感じだ」

員も少なくないみたいだしな。実は奮藤さんが沓いた

局地的ベストセラー1.振っても11;いてもしょせん酔狂ｊ

(水響興満新報社、１９９６年）を読んでみたんだ。｜’

ごろは社会や会社に有益なことを追求するストイック

な人達が、ひとたび水響に来れば、計から頼まれるわ

けでもない無益な､しかし心地よいことを大切にする。

しかもそれが音楽についてばかりじゃないことは、例

えばこのプログラム冊子のバカバカしい楽しさを見て

もわかる。さまざまな場所のさまざまな'１}代の人たち

が、偶然によって集まってきたにもかかわらず、そう

いう対照的な在り方をまるごと楽しんでいる人が多い

のが、水響の魅力だと言うんだ’

｢振ってもilドいてもしょせん酔狂’

しんいち－「どうだ？ちょっと長くなってしまった

けど、わかりやすいだろ？永久保存版だ」

肋ぐみ－「さすが先輩ですね－。ただ他愛もない日

常生活の描写にし-7は、なんだか大げさな感じも…」

しんいち－「まあ、確かにな◎『英雄の生涯』にし

ろ、『ツァラトゥストラはかく語りき〕にしろ、リヒャ

ルトの曲は妙に『上から目線』で、大風呂敷広げたよ

うなところがあるからな」

幼ぐみ－「でも､たぶんこの曲は､あんまｌ７深く考えずに、

大げさなのをそのまま楽し肋ぱいいんですよね、きっと」

しんいち－｢そうそう。お前向きの曲とも言えるな’

肋ぐみ－「むきや一（怒)」

しんいち－「２台ピアノ用に編曲したヴァージョン

も出てるみたいだから、今度、一緒にやってみるか。

お前とならそれこそ、おたまとお茶碗みたいな演奏に

なるかもな｣

幼ぐみ－｢せ､先輩と､『家庭』を!？あきやつj〉（悦)」

しんいち－「ばか、勘違いするな’

防ぐみ－「-でも、チニラシに書い-7あったけど、今回の

選曲は､指揮の寓藤さんが､２５年振り続けた水響を’1.家

族のようなもの』っ了思っ-7、決妨たんですっ-7.なんか

いい話ですね」

しんいち－「創立のころからの、つきあいの長い|､1１

1【目

しんいち－「ただな、漫然と聞いていても、切れ目

やストーリーはわかりにくいところがけつこうあるｃ

そこで、初めて聴く人でもキャッチアップできるよう

に、曲の流れを整理してみたぞ。とくに目印になるわ

かりやすいところは､太字にして下線をつけておいた」

(右ページ参照）

ク

Z〆

部分

第１部

第２部

第３部

第４部

内容

家族の紹介

子供の様子

夜

夫婦ゲンカは

犬も食わぬ

夫、妻、息子のテーマ

(主題）設定

遊んで泣いて、

大きくなって

夫の仕事

糎室の'1縁

今日も家族は楽しく賑や
力、

祁峰と夫吻i)の
Ｊ

『

ｊ

、

時間

約５分

約１０分

約１５分

約１５分
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水星交響楽団第４１回定期演奏会’
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部分 注目楽器

第
１
部

第
２
部

第
３
部

第
４
部

チェロ

ﾄランペット オクターヴのファンファーレ。ニワトリの鴫きj好みたい。キマるかな？

ヴァイオリン

オーボエ・ダモーレ

ﾄランペット

オーボエ・ダモーレ

オーボエ・ダモーレ

ウ､アイオリンソロ

クラリネット

オーボエ・ダモーレ、

ファゴット、ヴィオラ

鉄琴

クラリネット

オーボエ

ホルン、弦楽器

全オケ

金管楽器

チューバ

フルート、ハープ

鉄琴

木管楽器、

ﾄランペット

ヴァイオリン

ファゴット→全オケ

ティンパニ、金管楽器、

サキソフォン

木管楽器

全オケ

ティンパニ

全オケ

お母さんのテーマ。少しテンポがｋがり、ヴァイオリンがせわしない動きで感‘lIliの起伏の激し

いお母さんの性格を拙写する。

一転静かになり、のんびりお雌湛立る息ｆのテーマ。

けたたましいトランペットは息子の泣きﾉ好か。お父さんとおI:j:さんが出てきてあやし、いったん

落ち綿く°

息ｆのテーマが変形された、３拍j農のスケルツオ。息j名が遊んでいる様j名が楽しく柵かれる。

やがて、お隊さんやお父さんの変形されたテーマも職場し、ゆるやかに流れながら門楽は次第

に大きくなる。息j雀の成長を思い描くかのような、瀧柵に満ちた審楽に発峻していく。

オーボエ・ダモーレで息子のテーマがIIj:び現れ、小休止したあと、ソロのヴァイオリンがゆっ

たりと繊細な新しいメロディを髪でる。その後これがお父さんのテーマを伴ってヴァイオリンの

やさしい全奏で現れる。心地よいテンポで流れていく、とても幸せな時間。

ゆっくりになって､クラリネットニili髪のｆ守Iﾘ1。遊んで泣いて､疲れた息]是は眠ってしまう。オー

ボエ･ダモーレ、ファゴット、ヴィオラが、ｆ守唄に乗って、息子のテーマをゆるやかに葵する。

時計の鮒が71111、商い厳でゆっくり鳴って、静かに夜の７時を知らせる。

クラリネットのゆるやかなミ巡符の動きに乗って、オーボエが脈かにお父さんのテーマを吹き、

これが木筏各楽器に受け継がれていく。夜、ル芥で静かに(|:iIf（つまり作IMI）をするお父さ

んの様子。やがて、お父さんの仕ﾘfぶりを兇守るかのようにおけさん（ヴァイオリン、その後

低弦等）が現れ、音楽はゆっくりと盛り上がっていく。

雄大なお父さんのテーマがホルンと弦楽器のユニゾンで現れる。お父さんの充実した(上，僻ぶり

を大いにアピール。その後いったん沈静化。そろそろ切り上げて寝ようか。

雄大なお父さんのテーマがホルンと

寝る場面なのに、なぜか汗楽は再びじわじわと嘘り上がっていく。お父さんのテーマと、お母

さんのテーマが、いろんな楽器に現れては絡み合って、どんどん尚潮していく。

そう、ここはこの曲随一の愉能的な場ImoI洋細はご想像にお任せするが、やがて、クライマッ

クスが、２庇、訪れる（一瞬現れる厩いポーズの111〔後、金智が１６分音符の細かい動きでシヤ

ウト!これを２１回l繰り返す)。

余韻も次第にさめていき、チューバが「おしまい」を告げて、今度こそ木型1におやすみなさい。

静かな夜の場面。夢のIlIでまどろんでいると、やがて鳥のさえずりが聞こえてくる。１淵･の姉
が朝の７時を知らせる。

１１覚まし時1汁が鳴って、ホルンとチェロによる勢いのよい新しいテーマ（ただし、息子のテー

マに由来）がスタート。お父さんが元気よく起床。

しかしその戒後、おばさんがIilI闘い満で絡んでくる。朝っぱらから夫吻I}ゲンカの始まり。

新しいテーマをファゴットが吹くこの場所からは、全オケが複雑に絡み合うフーガがしばらく続

き、限られた紙幅ではもはや解説不能。お父さん、お母さん、息子の各テーマがI:1まぐるしく

11｝ては消え、消えては出て、エスカレートするIl1ii親のケンカと、それを不安げにのぞき兇る思

了の様子が描写される。↑‘f楽的には、リヒャルトの作IIlI技術がこれでもかと誇示される場面。

当然、淡奏の雌度も棚めてI断い。

いよいよケンカは雌,断潮。ティンパニが細かい汗ﾉ則を乱打し、ホルンとサックスがIIuI唯し、トラ

ンペットがファンファーレを強萎‘，トロンボーンとチューバがﾉ辿符で乱入。

しかし音楽は急速に収まっていって、ウソのように２人は仲lII〔り。木篭が狸やかなコラールを
歌い、ゆっくりゆっくり磯り上がっていく。

新しいテーマと、おばさん、息ｒのテーマがlIil時に、,1.1iらかに蝋われて､壮大なクライマックＺ。

そしてとどめはティンパニがIIIjく二膜I洲の汗階（お父さんのテーマ)。あるｲｆ代以'二の方には懐

かしい『オールスター家族対抗欧合戦１（TV）のオープニング。ダン池ⅡIさんが楽しそうにティ

ンパーを叩いていたのを覚えていませんか？あれですあれ。

まだまだ磯り上がりはlこまらない。ひたすら賑やかに､どんちゃん騒ぎの様ｲ１１すら篭しながら(ホ

ルンの岐商音ラの宵はここで出てくる)、家族の楽しく賑やかな様子が州かれる。

へ長調の主和音の伸ばしがデジャーン｣_と'1Mこえて、めでたしめでたしと忠いきや、まだ終わ

らない。さらにひとくさりの後、追う-11I1IIIilじ「ジャーン」が州こえたら、今庇こそおしまい。

お疲れ様でした。

２分

1分

1分

３分

３分

３分

1分

５分

４分

３分

1分

２分

３分

1分

７分

1分

3分

｜ ー音楽
お父さんのテーマ。

チェロののど血で楽しく、蛭やかな|:行IfIIf。すぐにオーボエ、ヴァイオリンに受け継がれ、

これらが一式でお父さんのテーマを枇成。

時間

1分
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1厘

こんな風に決めました

今回の進IIlIのコンセプト

今から７年前の２００２年の第３０１''11記

念定期淡奏会以来、いつもはlJ1興が決め

ている減餐lllIIIの選定を任されるのはこ

れで２座'1となりますｂそのときは､ラヴェ

ルの「道化師のWlの歌｣、モーツァルトの

交群曲第４１孫｢ジュピター｣､ショスタコー

ヴィチの交群IM1第７藩「レニングラード’

というものであり、交禅曲を２IMI含んで

いましたが、今lIiIは１８，１９，２０１１t紀か

ら、優れた作品であるにもかかわらずあま

り油奏されない交禅IHIをひとつずつ選ぶ

というコンセプトにしてみました｡

Ｇへ。

リハーサルでの酉藤さん

竜

指揮者香藤栄ラーー季一、、

へ､ミミミ、

■「高校２年生」のモーツァルトの

「哀切きわまりない響き」

１９７４年、音楽之友社は「モーツァルト交響曲全集」

と銘打ってモーツァルトのすべての交響曲を出版するこ

とになり､第１期として第１６番から第４１番｢ジュピター」

まで、番号の打っていないものも含めて２７曲を川版し

ました。その当時はまだ大学生だった私は、そのうちの

何冊かを買い求めました。第３８番｢プラハ｣は360111、

第１７番は１５０円でした。ところが、第１期を出して息

切れしてしまったのか、第１番から第１５番までの節ｎ

期はついに出されずじまいでしたし、第１期も１９９０イド

ごろには姿を消してしまいましたが、さいわいにも第１

期はそれまでにすべて揃えることができました。

ところで、交響曲というのは３つなり４つなりの独立

した楽章から構成されていて、時たま切れI-1なしに２つ

か３つの楽章が演奏されるようになっていますが、すべ

ての楽章が切れ目なく演奏される交響曲が作曲されるよ

うになるのはかなり後の時代のことだと思っていました。

ところが、今回の選曲にあたって、くだんの音楽之友社

版｢モーツァルト交響曲全集｣の第１６番以降を手にとっ

てみると、全曲が切れ目なく演奏されるように作曲され

たものが３曲もあったのですｂ今回とりあげた第２６恭

と第３２番､それに番号なしのケッヘェル１４１のａです。

しかも､第２６番の緩徐楽章(通例２曲目におかれるゆっ

たりしたテンポの楽章）は、第１６番以降のすべての交

響曲のなかで唯一調性が短調なのです。１７歳、つまり

F1本式にいえば高校２年生のモーツァルトが,¥いた短

調のアンダンテの哀切きわまりない響きの魅力をぜひ多

くの方々に知っていただきたいと思い、１８世紀の知ら

れざる交響曲としてこれを選びました（もちろんIIIii端の

楽章もとってもチャーミングであることは言うまでもあり

ません)。



■「標題」がないゆえの不遇な扱い？

モーツァルトの第２６番にくらべれば、シューマンの

第２番はよく知られているではないかとお叱りを受けそ

うです。ただ、世の中には標題がついていないがゆえ

にはからずも不遇な扱いを受けるはめになっている交群

''１１がいくつかあるような気がします。さしずめハイドンな

ら第９９訴、モーツァルトなら（今luIの第２６番は別と

して）第３９瀞、ベートーヴェンなら第４番（第８番も

かな?）といったところでしょうか。シューマンの場合、

第１番と鋪３番はそれぞれ「春」および「ライン」と

いう印象深い‘iﾉi前で呼ばれているためにずいぶん得をし

ているような気がします。それにひきかえ第２番は、第

１番や第３番にけっして劣ることのない音楽的内容を

持っているのに、両者に比べると演奏される機会が不当

に少ないのではないでしょうか。

ちなみに、私が３０年近く合奏トレーナーを勤め、水

群のIﾘ:体ともなっている一橋大学管弦楽岡は、この間

シューマンの第１番を２回、第４番を１回とりあげて

おり、水群もかつて第３番をやったことがありますが、

両粁をつうじて第２番は１度もありません。

雌終的には私のお気に入りだから、というのがこの'''１

を選んだもっとも大きな理111なのですが、第３０回定期

演奏会のときに私が進んだ、私の大好きな２つのハ長

洲の交群lllIすなわち１８世紀に‘』fかれた「ジュピター」

と20111:紀に!¥かれた「レニングラード」とならんで、

1911t紀に!|；かれたもうひとつの私の大好きなハ長調の

交稗Illlであるシューマンの第２番をまだご存知でない方

にはぜひ知っていただきたく、今IFIIとりあげた次第です1、
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われらがコンマスよれちゃん

水星交響楽団第４１回定期演奏会、

1侭；

＆’、

ちに家庭を持つ人々が増えはじめ、２５年たった今では、

初期のメンバーのなかに子供がそろそろ大学を卒業しよ

うかという人々も出てきました。また、水響は前述した

ように一橋大学管弦楽Ijlを母体としているので、当然毎

年のように卒卜jlﾉ|§が水郷の新しいメンバーとして入って

きてくれますが、数年前からは、水響というオーケスト

ラがﾉlまれたのとllilじころに生まれた人たちが入ってき

てくれるようになりました。個人的な話題で恐縮ながら、

ドの娘がこの作に大学を卒業し、私自身もはれてj':育

てノド災となりましたが、気がついてみると、私自身の家

庭からｆ供たちが巣'fっていくのと時を同じくして、水

群創,洲の,Ii参メンバーと蚊近の新メンバーとの年齢差

がちょうど親ｒほどになり、水響はあたかもひとつの家

族のようになっているのでした。

もちろん「家庭交群曲」を選んだ理由はこれだけで

はありません。ずいぶん前のことですが、むかしよくＮ

響を振っていたザヴァリッシュがフィラデルフィア管弦楽

団をつれて'1本にやってきたときの素晴らしい演奏を聞

いていらい、ぜひこの曲をやってみたいと思っていまし

た。ｌｌｉｌじシュトラウスのまだしも知られている「アルプス

交稗IHI」にくらべてもその魅ﾉjにおいて断じて劣らない

とＩ;じているからこそこのＩＭＩをとりあげました。

ただ、家庭というものを題材にするという希有な内容

を持ったこの交糾ＩＭＩが、いまやひとつの家庭のような年

代のAIみを排つにいたった水郷のこれまでの歩みを寿

ぐのにまことにｲ１１応しいものであることを、本日おいで

くださったみなさまが私たちの演奏の中に少しでも感じ

取っていただければ、これにすぐる喜びはありません。

’

さて、２０１M:紀ともなると、演奏時間が１０分にも満た

ないウェーベルの「交響曲」から、オンドマルトノとい

う逓気楽器まで動典して愛と官能の||t界を歌いあげたメ

シアンの「トウランガリラ交稗Illl」という８０分近い大作

にいたるまで、ありとあらゆるタイプの交響曲がⅢ揃い

ますが、今'11|あえて「家庭交響曲」を選んだのにはそ

れなりのlIl1IlIがありますｂ

今から２５年前に水稗の創立にかかわったのは、当

時大学を卒業したばかりの人々でした。したがって楽剛

員は全興独身でした。しかしやがて５年１０年とたつう

■ひとつの「家庭」のような

水饗の-世代の厚み



、
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たものです。スポーツの話題で大きかったのは、やは

りロス五輪でしょう。IIIIS奈禰さんがケガをl1I1して金

メダルを取ったり、陸上ではカール・ルイスが大活躍

したましたよ。州撲では尚兄IlIがり|退したのが寂し

かったです。

画９８４年のあれこれ。

「静通のおばさんになります」とは、歌手の部はる

みさんが引退を表明した時に語った！;､葉です。「北の

宿から」「浪花恋しぐれ」とか、大ヒットを連発して

いる中､突然､引退を宙寓したんで価喋を呼びました。

そうそう年末の「紅白」でお間抜けな騒動がありまし

た。人トリで都さんが「夫側,}坂」を絶１１ｔ|した後、ＩTl会

の生方さんが「ミソラさん!」と間違って呼びかけて

しまい、絶句した記憶があります。

世界的にはマイケル・ジャクソン旋風が吹き荒れ

ました。「スリラー」のＰＶが話題になったりしてね。

あと、ヘビーメタルがブームだったんだよね。マイケ

ル・シェンカー・グループとかホワイトスネイクなん

かがどんどん来日して。えっ？興味ない？

1４

あなたも私

赤川がlflの秤い－．水禅の起源を語る時、ベテラ

ンljl典が呪文のようにlIlIえる舟雌です。１９８４年６ｊｌ

に記念すべき拝いが交わされた場所は、束乃〔・脚立巾

の線路油いにあるおがIil臆さん。その年に、大学の先

ﾉ１２になったばかりの蒋雌さんと、入学卒業直後の‐桶

オケの新ＯＢたちが初ボーナスを持ち寄って「ｎ分の

お金でスシを食おう会」という飲み会を開きました。

WIiがガンガンと入るうちに「またオケをやりたいね」

｢学′k時代にやりたくても出来なかった曲をやろう!」

と意気投合して、水郷の歩みが始まりました。

その頃、’1本や'1t界にはどんな風が吹き、水郷関係

街はどんな生活を送っていたのでしょうか？証言や

盗料を元に振り返ってみましょう。

も２５周|年
今
一

「械村If〔LlJさんというのは、６大陸の最高峰すべ

てを征服した偉大なIWI倹家。その年の２月に北米雌

高峰のマッキンリーにiii独登頂に成功した後、消息を

絶ちました。新聞やテレビでは連日、植村さん捜索の

状況が報道され、「無聯発見」という報せを待ちわび

「宇部寓病|剛『件」は、粘神病院で忠荷が職興に暴

行死させられた蝋件。振り返れば、１９８４年って暗い

事件や大災害が多かったです。代表的なのは､グリコ・

森永脅迫事件。「毒入りきけん」って脅迫文が公開さ

れたものですから、スーパーでお菜子を買うときにひ

やひやしたものです。

この巾で、雛もがご存知なのは「ロス疑惑」でしょ

う。昨年、ロス巾弊に三浦和義氏が逮捕され、自殺し

て大騒ぎになりました。彼の関わった．L１１:件が「疑惑の

銃弾」として初めて報じられたのが８４年だったので

す。当時はヤサ男風の三浦氏の行状がスキャンダラス

に取り上げられたことが記憶に残っています。

ちなみに、１９８４年の蚕藤ファミリー

「グズでのろまなカメ」っていうのは、ドラマ「ス

チュワーデス物語」で、訓練生の千秋（堀ちえみ）が

ヒンデミットが伝えたかったこと－
いい手がかりになるのは、８５年３月の第１回定演

後の打ち上げで披露されたヒンデミット交響楽団の

パフォーマンスです。この楽団は世界的にも珍しいコ

ミック室内合奏I,jlo定演のIllIl-Iをコミカルに編曲し

て、当時の時，)ドネタと絡めて演奏していたのです。果

たして、取り上げたネタは？「おぼろげな記憶です

が、『械村Ｉ尚LL辿難』『ロス疑惑』『普通のおばさんに

なります』『宇都宮病院州′|:』『グズでのろまなカメ』

だったかと思います」と当時大学４年生だった同楽

剛のIil会省．iﾉIi村ｲ''1．iLfさんは語ります。



なる２５周年を迎えた個人・団体と記念アクション

こそ２５周年の重みじゃあないですか!’

罰
響

函
凹

気になる２５周年を迎えた個人・団体と記念アクション

1階

P

水星交響楽団第４１回定期演奏会Ｉ

｜
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１年１１の水群は「、'1i岬操業」状態だったといいま

す。とにかく練習に人を集めることが鮫優先課題で、

練習日が近づく度に、人集めの電話をかけまくったそ

うです。電子メールもなかったわけですから。

ちなみに、私はまだ浪人中で、お茶の水の駿台予備

校に通っていました。バイオリンは休業状態で、大学

でオケに入るとは想像もしませんでした。「オールナ

イトフジ」なんていう、女子大と'三タレントがバカ騒ぎ

する番組が流行っていたので、「合格したら遊びほう

けてやるんだ’なんて不遜なことを思っていました。

教官（風間杜夫）から罵倒される時のセリフです。ど

根性ドラマが流行った一方で、「軽チャー」が流行1譜

になったり、ホイチョイプロの「見栄講座」がベスト

セラーになったりして、’1tの中は軽い方向に向かって

いたみたいです。

そうそう、この年に新札が発行されたんですよね。

諭吉の１万円、淑石の千円が出来たのって、この年。

ということは、まだ理徳太ｆの１万円札があったん

だよね。銀座にプランタン、マリオンの中にIjLi武と阪

急が開店して「銀雁デパート戦争」が起きました。

１－－気に

阿部ちゃんは33609だった

･ホテルサンルート彦根…………･……･…………･……ひこにゃんグッズなどプレゼント
孟受 g: Ｆト ート ーグミニ司言＝ｒ

･'忌醒再午云読師･………．．…………･…･…………･……スローガン決定！「避遁」

･ヤマ八ミュージックストノ'元升･……･……………･…調律感謝キャンペーン

･ウィスキー山崎．．…………………………･…．．…･……山崎１９８４を限定販売

･ハーゲンダ､ツツジャパン………･………………･……・バニラ復刻パッケージ発売

･青木松風庵．．…………………･…．．………･……………記念誌「甘生」制作

･＝睦坐岩……．．………･………………･………………･･三鉄くんショコフ賑止発売に上型八八三

･吉川晃司･……･…･…･…･…･………………………･…．．「傷だらけのダイヤモンド」リリース

･アダモちゃん･…･･…………………･………………･…・ＤＶＤ「私はアダモちゃんを見た！！」発売

･ブ､ルネイ国父補方……･･………･…･…･………･………日本食フェア

･ヴァージンアトランティック航空……･………．．……会長が自分のそっくりさんを探す旅

Ⅲ｜『~言ｑ

最後に、水響２５周年の重さを実感していただくた

め、今年２５周年を迎えたものを、「２００９２５周年」

という言葉を検索にかけて調べてみました。ちょっ

と気になるものを表にまとめました！ヤマハミュー

ジックストア荒井というのは、東京にある楽器店・門

楽教室。青木松風庵は111で柏餅が１０万個以上も売

れるという大阪の洋菜子･和菓子の製造販売会社です。

ばりばり現役だった聖徳太子の１万円札

黒篭話で語り合ったストーリー ちなみに今川の出

演メンバーで水稗と

同い年の２５歳なのは、

コントラバスの阿部

洋介さん。当時３３６０

Kうだった阿部ちゃん

が今や身長２メート

ルと、水響の歴史ｋで

ナンバー１の巨漢に

成長したのです。それ

１

創立メンバーは何をしていたのでしょうか。「バブ

ルの前だったから、あんまり浮かれてなかったよ。就

職も氷河期だったし。とにかく、水響が出来たんで、

卒業してからもオケが続けられることがうれしかった

ね」と西村さん。

当時、オケ以外でﾉjを入れたのは、麻雀とミッドナ

イトストーリーとか。ん？それって何スか？「夜な

夜な電話で通じて、皆さんに寸劇を提供していたんだ

よね｣。要は酔っ払って､オケメンに電話をかけまくっ

てただけじゃないんすか！当時の電話ってIIIiI定式の

黒電話。ケータイはもちろんありません。主な作I1IiIIに

は「いかづちゅう原作・Ｉｉ]､春賦｣、「満腹亭ですか?」

というのがあったそうです。

左側の赤ちゃんがコントラバスで
一番でっかいひとになりました。
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米嶋龍昌

一橋大学管弦楽団サマーコンサートのお知らせ

２００９．７．４（土）一橋大学兼松講堂
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◇ホルン

芥 川 洋

伊集院正宗

岡111和樹

岡本真哉

◇サックス

飯 川 陽 子

岡村広紀

中野明

藤原光弥

◇トロンボーン

石川裕樹

機井統

佐々木英王

佐 藤 幸 宏

商橋康昭

第４２回定期演奏会（水響巳５周年記念シリーズⅡ水響初の邦人作品）

２００９．１０．１２（月・祝）１３:３０開演予定すみだトリフオニー大ホール

ファリャバレエ音楽「恋は魔術師」ドビュッシーバレエ音楽「遊戯」矢代秋雄交響曲
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◇ファゴット

赤羽由衣
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鈴 木 聖 子

富井一夫
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◇パーカッション

商橋淳
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◇チューバ

植松隆治◇第二ヴァイオリン

石川寅隆

石川直美

北島綾乃

小山吉智

佐藤礼一

菅原利枝

祐成秀樹

鈴木真山子

滝沢蘭

土屋和隆

徳地伸保

中里咲子

野村一国股

前田啓

松林俊

◇ハーブ

東森真紀子

矢灘みさ子◇コントラバス

阿部洋介

大西功

刈、淳司

河合紀寿

北畠麻由

西永章彦

福原祥公

丸陽子

小池孝洋


