
第12回定期演奏会

東日本大震災
チェロ・ チャリテイコンサート



ごあいさつ

東日本大震災で犠牲になられた方々のご冥福を謹んでお祈り申し上げます共に被災された皆様へ心

よりお見舞い申し上げます。

この震災で、今、日本は大きな変革を余儀なくされています。復興復 日に関る物質的な急務、及び被

災された方々に対する精神的なケアーなどを考え意すと本当に心が痛み訣す。しかし、日本全体を考え

ますとすべての日本人が少なからずこの震災の影響を受けており、被災者同様に心を痛めています。

この様な状況の中で、やはり日本人として生きてこられた伝統、そして、これからも日本人として

生きる希望を持つことは大変重要なことではないでしょうか。日本の文化には、伝統を重んじ、それ

を継承する為の作法が脈々と受け継がれています。家庭に於いても、日本文化は躾として受け継がれ

ています。最近はそれを軽視する傾向もあり志すが、この震災以降は最重要視されてい志す。

私達チェ□協会は、この様な状況の中で何ができるかを考えきした。やはり、音楽を通して日本を

考え、思いを伝える事がチェ□協会として唯一できることです。古来から我々世代意で伝えられてき

た、日本の伝統文化に思いを馳せ、地域に根付いている民謡や忘れられない唱歌の名曲を掘り起こし、

最近のアニメソング、日本の精神が宿る現代曲も含めたブログラムで皆様へ日本の心をお伝えしてい

きたいと思います。

本日、ご来場頂き志した皆様も耳に懐かしく、その時代の自分のよき思い出が蘇り、日本文化の良

さを再確認し、又これから日本人として誇れるよう生きる希望が持てましたら幸いです。

末筆となりましたが、被案された皆様への思いを伝える為に、今回、作曲して頂きました山田栄二

先生へ深く感謝申し上げます。尚、チケットをお買い求め頂き、義援金を寄付をして頂きました皆様

へ心からの感謝を申し上げ志すと共に、お預かりしました義援金は、皆様の思いと共に、責任を持っ

て被災者の皆様へお届けさせて頂きます。

1。 東北地方の三つの民謡  山田栄二作曲

東日本大震災被災者に捧ぐ

2.弦楽のための三楽章 芥川也寸志作曲

～休 憩～

3。 唱歌の四季

4.魔女の宅急便

こきりこ節

三善晃作曲/山田栄二編曲

久石譲作曲/山田栄二編曲

山田栄二編曲

クレンゲル作曲
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6。 讃歌



私の大地震体験記
山田 栄二

私は、自他共に許すレコー ド (CD)コ レクターです。その数、両方合わせて一万枚は優に超えて

いるでしょう。もしも、年に数回、不要になったディスクを東京の中古店に買い取っていただいてい

なければ、わが家の三階の床は抜け落ちていたかもしれません。

今回の大地震の時も、渋谷のタワー レコー ドでCDを物色中でした。幸い、大した被害にはあい

訣せんでしたが、すべての電車がス トップして帰宅難民となり、駅前の警察官の誘導で青山学院の体

育館に宿泊することになりました。アルミシー トとホッカイロで身を包んだ寒い夜でしたが、見ず矢□

らずの人々のために献身的にボランティア活動をする若い人たち (おそらく青山学院の学生さん)に

感激し、涙ながらの一夜を明かしました。

次の日の夜、なんとか自宅に戻り、CD棚からころげ落ち無残にひび害」れした大量のプラスチッ

ク・ケースの山を目にして、あらためてその巨大なエネルギーを実感し、テレビで次々と流されるグ

ロテスクなまでの悲惨な映像に心が痛みました。恥ずかしながら、生まれて初めて被案された方々の

ために何かがしたいと思いましたが、現地に赴いてボランティア活動をしたとしても、私の体力では

すぐに足手まといになるのが関の山でしょう。気体めのようなわずかばかりの義援金だけでは気持ち

が一向に収まらず、己れの無力感にさいなまれる日々が過ぎていきました。

そんな時、チェ□協会の宮田氏から、今EOIの 定演は大震災のチヤリティー ・コンサー トにしたい、

そこで、被災された方々に捧げる曲を書いてほしい、という依頼を受けたのです。

そう |これだ |これしかない。音楽の事しか能の無い私にできるただ一つの方法。今の自分の気持

ちを世に問うことのできるただ一つのチャンス。

チェ□協会のみなさん、ありがとう。あなた達のおかげで、私もやっと心の重荷を一つおろすこと

ができました。

(曲 目解説  「東北地方の三つの民謡」につづく)

編曲者紹介

♪山田 栄二

1948年 宇都宮に生まれる 宇都宮短期大学作曲科卒業

「殺生石物語」「歌法師蓮生」円「須野巻狩り」「小山物語」など県内のオペラを数多く手掛けている。

1999年  栃木県文化奨励賞を受賞。作曲、編曲多数。

第11回 定期演奏会を終えて



曲目解説

♪ 東北地方の三つの民謡「東日本大震災被災者に捧ぐ」 山田栄二 作曲

とにか<、 みんなと心が通じ合えるものにしたいと考え、もっとも被害の大きかった三県

の民謡を取 り上げる事にしました。

岩手県からは、音から牛を輸送する時に歌われてきた「 南部牛方節」。牛方によって歌わ

れる美しい旋律はソロのテノール音域で、汚染の中を生きのびていく牛たちの重い足取 りは

低音域のビッチカー トで表現されています。

宮城県の「 斎太郎節」は、松島湾―帯に伝わる櫓漕ぎ歌 、カツオ漁の大漁祝い0貝 、として

親しまれています。この民謡を用いて、苦難と闘いながら復興に立ち向かってい<人々の姿

を、エネルギッシュに描いてみました。

単に福島県だけでなく、日本の各地に広まった有名な盆踊 り唄である「相馬盆唄」。その

陽気なダンス音楽を、震災から立ち直った明るい未来を象徴するような 、力強い賛歌に変え

てあります。堂々としたフィナーレです。

さて、まだまだ大変な状況は続いていますが、日本人は過去の歴史において何度も大きな

困難をのりこえてきました。もう一度 、平不□で住みよい日本に戻れることを願って、みんな

で助け合っていきたい…、この曲を聴き終えた皆様に、そんな気持ちになっていただけたら

幸いです。

チェ□協会のみなさん、魂のこもった力演を期待していますね。 (以上 山田栄二)

♪ 弦楽のための三楽章                芥川也寸志 作曲

芥川也寸志といえば芥川龍之介の三男で、作曲家として活躍し、NHKの 大河 ドラマ「忠

臣蔵」のテーマ音楽等 、T∨ の音楽番組でも印象に残っています。

弦のユニゾンから颯爽と始まる第一楽章 、両端楽章と対比を成す非常に抒情的な第二楽章 、

弾むリズムで疾走する第三楽章。弦楽オケでよ<弾かれる曲です。 1955年 、ワルシヤワ音

楽賞受賞。

♪ 唱歌の四季

月 朧月夜

高野辰之作詞 ・岡野貞―作曲

菜の花畠に 入 り日薄れ

見わたす山の端 霞ふかし

春風そよ吹< 空を見れば

夕月かかりて におい淡じ

三善晃 作曲/山田栄二 編曲

卿 茶摘

作詞作曲不詳

夏も近づ<八十八夜

野にも山にも若葉が茂る

あれに見えるは茶摘じゃないか

あかねだすきに菅の笠



月 紅葉

高野辰之作詞 ・岡野貞―作曲

秋の夕日に照る山紅葉

濃いも薄いも数ある中に

松をいろどる楓や蔦は

山のふもとの裾模様

月 夕焼け小焼け

中村雨紅作詞 ・草川信作曲

夕焼けノ」ヽ焼けで 日が暮れて

山のお寺の 鐘がなる

お手々つないで 皆かえろ

烏と一緒に 帰りましょう

戸 雪

作詞作曲不詳

雪やこんこ 霰やこんこ

降っては降っては ずんずん積る

山も野原も 綿帽子かぶ り

枯本残らず 花が咲く

♪ KIK!ヽ Dettvery Service(魔 女の宅急便)     久石譲作曲/山田栄二編曲

魔女の娘は 13歳になると家を出て、よその町で 1年間修行するという掟があった。 13歳

になったキキは、掟にならい黒猫ジジとともに旅立ち 、コリコの町に降 りたって始めた仕事

は空飛ぶ宅急便屋さん。人々の思いや願いをこめた荷物を届けながら、キキは喜び、悩み 、

そして成長していきます。

♪ こきりこ節 (富山県民謡)             山田栄二 編曲

筑子の竹は七寸五分じゃ 長いは袖のかなかいじゃ

窓のサンサはデデレコデン はれのサンサもデデレコデン

コキリコ節は田踊 りとして発展してきたもので、日本で一番古い民謡と言われています。

こきりこ|ま「筑子」、「子切子」とも書き、 2本の竹で作った簡素な楽器で、これを手首を回

転させながら打ち鳴らすと、軽やかな音を出します。また、特徴的なお囃子デデレコデンは

太鼓の音を表したものとされています。

♪ 讃歌                       クレンゲル 作曲

ドイツのチェ□奏者 ・作曲家。彼の敬愛する指揮者アル トゥール ・ニキシュの誕生日に演

奏するために作られた曲で、自分の弟子たち 11人 と一緒に演奏したそうです。

本来は 12本のチェ□のための曲で、弾き出しで下の低音から 1つずつ音が重なっていって

12本のチェ□全員で綺麗なハーモニーにな り、そこからチェ□カルテッ ト→同じ旋律を高い

音でチェロクインテッ ト→最終的には 12人でと曲が進んでいきます。



自 澤 病 院
理事長 太田 照男 宇都宮市自沢町 1813番地 16

併設施設 介護老人保健施設しらさぎ荘

容 (028)673-0011

学校法人 柿の本学園

子 ども時代 を生 ききる

子どものsence of wonder

を引き出す保育です。

柿 の本幼稚 園
子 どもを時間と空間の主人公にして

ほんねの 生 き生 きした 子 どもらしい

生活をさせることを大切にしています。

児童期の子どもたちは、

芸術家です。
柿の木坂芸術学校

自己を表現する芸術的活動を通して

子どもたちは豊かに成長します。

文学・音楽・美術 。ものづくり。身体表現など

躙o(内1科,)い 1

_ 栃 本 県 ノ」ヽ山 市 羽 り|1524-4 _~     TEL0285(24)5588    ‐‐. |

平1尾‐産
'婦1人、科

院長 平尾 潔
宇都宮市鶴田3-1-4 8028-648-5222

●診療時間/月～金曜日 AM9:00～PM12:00 PM2:30～ PM5:30
●水・土曜は午後休診
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灘撃詩轟,診警讐響鶴筆霰集な鬱警銹鬱穣貯祭

鶉蟷隷鰈鰤蝙靱
心と心が通い合 った

あたたかみのある医療を

【受付時間】
○月・央 木・金曜日
AM 8:30～ 12:30
PM 3:OO～ 6:30

0水/土曜日
AM 8:30～ 12:30

【休診日】
日曜・祝日
水・土曜日午後

医学博曇 稲  葉 隆

〒321-○ 嗜38寧毬奮縮兵艤輩3-4t-36
Tこ L028(688)3714
FAX 028(688)3?08

げ  萌靱盪遺]柵
〒320-0031 時11邸宮〒打F~;妻気り町3-17 TEL/FAX.028-600-1520

日本弦楽器指導者協会 。日本ハープ協会・栃木県演奏者会 窓ロ

●駐車場完備 ●関東バス停留所 徒歩1分 (中央警察署前)●商品送付ご依頼可能

譴 薇巡令鷺彦 痺マ噛―麒絋穐はね隧燎
≧ADi塁 S'豪 攣霊撻

′
S FAS開 番○輔

魃 糀莉
〒奪鸞導‐08電 3

場本疑駆襲鵞露扉璃jま
:露I轟醸3竜 懸

革難‡懃膵鰤嘔労～輪飩轟嗽飩鑢楊
夢薦x鸞茫嘔ヲ繊鰈謳巌・は酪蝙饉

松島きのこ園
宇都宮市石那田町 1292
丁eli028-669-2300

コープ鶴田店

コープおもちゃのまち店

とりせん宝木店 で直売しています

輸入販売 、修理 、張替
馬毛の張替30分で致します。

弓、ケース、弦、その他付属品各種取り扱つています。
2週間に]回、宇都宮に出張・修理しています。

相模原市相模大野 3-1-]4 金山ビル 2F f/」 田ヽ急相模大野駅下車、徒歩 4分 )

TEL&FAX(042)749-4223 E― mal l∩ fo@ge∩―ta∩ lkawa co lp
httpi//www 9e∩ ta∩ lkawa.co.lp

宇夕豊穣―警鬱∫霧―‐18

隋「業轟纏警都重歌巖鏃鰹よ讐

縫参傘分

鯰「J無宇攀雷厭J繭騒より

甕歩輸舎分

・雛 R轟摯

鸞



指   揮

ゲ ス ト

ビ ア ノ

富田 豊

二 月

佐山

明美

栄子

玉川 克 町田 正行 増山 一成 (Cb)

出 演 者

秋草 吉雄

鎌田茉梨子

郡司和華奈

佐山 裕樹

平尾由美子

山越 繁男

伊澤恵美子

川脇 賀子

小玉 典子

菅間 康夫

広瀬  徹

横田 誠治

稲葉 由華

川脇  大

小林 茂雄

鈴木 孝敏

細野 美樹

渡辺 雅子

岩上祐未子

國丼 文子

佐藤 国子

竹田 俊明

松尾  登

上田  宏

黒川 実咲

佐山 栄子

鳩山 貴之

柳田 輝男

=義
援金

今回のチェ□・チャリティコンサー トではチケットをお買い求め頂き、心から感謝申し上げます。

お預かりした義援金とコンサー トの収益金の金額を新聞社を通して責任を持つて被災者の皆様へお

届けさせて頂きます。              
｀

=栃
木チェ□協会会員募集

=*チ ェロアンサンブルをやってみたい方

*チ ェ□に興味のある方

*チェ□も音楽そのものもわからないけど

チェ□を始めてみたい方

*チ ェ□を通して人生を広げ、老化防止をしたい方

お問い合わせ 栃木チェ□協会 090-3060-6521(宮 田)

ホームページ∪RL http://tochicello∨ el∨ et ip/

あ　ど
，


