
[るイギリス 2012



ごあいさつ

本日はご来場頂きありがとうございます。

私達は、チェ□をこよなく愛し、チェ□を弾く事で自己の内面を深め 、アンサンブルを共に

弾く事により他者と協調することの大切さを日々学んでいます。

―言で言えば、チェ□を弾く事で人生をエンジ ∃イしているのです |

好きな事をしていれば、エンジ∃イできるのは当然ですが、チェ□じゃなくてはならないので

す。

なぜなら・・・・・

皆様もご存矢□のようにチェ□は人間の声に似ています。

その優しい音色で話し掛けてもらえたら “心が不□みます"

チェ□を弾いていると、愛しい人に触れている時のように “心が穏やかになります "

チェ□は倍音の多い楽器ですので、

チェロアンサンブルをしていると、お寺の鐘を鳴らしているかのように “心が癒され志す "

だから、私達は心からエンジョイできるのです。

皆様も、本日の演奏からチェロアンサンブルの楽 しさを矢□り豊かな心で会場を後にして頂けた

ら嬉しく思います。

さて、今回のプログラムはイギ リスをメインテーマに構成 しました。

エリザベス女王即位60周年 ・オリンピック開催と、2012年はイギリスイヤーです。

本日の演奏を通して、皆様がイギ リス音楽の素晴らしさを再認識して頂けたら幸いです。

最後 までごゆっ<り お楽 しみ下さい♪

栃本 チェ□協会会長 宮 田 豊
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第12回 定期演奏会を終えて



1.威風堂々

2.シンプルシンフォニー

エルガー作曲

ブリテン作曲
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1楽章  A‖ egro ritmico
2楽章  Presto possible pizzicato sem pre
3楽章  Poco lento pesante
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彗 Pretissimo con fuoco

愛の挨拶

～ 休 憩 ～

エルガー作曲

江～姫たちの戦国～ (メ インテーマ)

マイ・ハー ト・ウィル・ゴー・オン
～タイタニック・愛のテーマ～

5.ビートルズ・メドレー

7.スムース・クリミナル

8.讃歌

富田

二 戸

佐山

出 演 者

吉俣良作曲/山田栄二編曲

J.ホーナー作曲/山田栄二編曲

ポール・マツカー トニー、ジ ョン・レノン作曲/

山田栄二編曲

マイケル・ジヤクソン作曲/山田栄二編曲

クレンゲル作曲
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伊澤恵美子

江面 順子

國丼 文子

小林 茂雄

菅間 康夫

萩原  宏

松尾  登

伊藤さえ子

小見 朋子

黒川 実咲

佐藤 国子

鈴木 孝敏

鳩山 貴之

山越 繁男

稲葉 由華

鎌田茉梨子

郡司和華奈

佐藤 達売

鈴木 直伸

平尾由美子

渡辺 雅子

岩上祐未子

川脇 賀子

小玉 典子

佐山 栄子

関谷  浩

広瀬  徹

上田  宏

川脇  大

小林幸太郎

佐山 裕樹

染谷 春菜

細野 美樹

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」「歌法師蓮劃 円Б須野巻狩り」「/Jヽ山物語」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。



曲目解説

♪ 威風堂々 エルガー作曲

今年はロン ドンオリンピックですね 1 エルガーが英国軍隊のパレー ドのために作曲した

この曲は 、名の通り正に威風堂々として伝統と権威ある英国軍の行進にピッタリです。今や

英国の主な式典からサッカーの応援にまで広くイギリス国民に浸透し、イギ リスの第二国歌

としての位置を占めてい意す。日本でもニュースや番組で英王室をとりあげる時は、必ずと

いっていいほどこの曲がBGMと して使われていますので、皆さんも耳にしたことがあるは

ずです。私も聴く機会はありましたが 、実際に弾くのは初めてなので 、すごく楽 しみにして

います。

是非 、皆さんも威風堂々とした気分で聴いてください。

第 3チ ェ□ :郡司和華奈

♪ シンプルシンフオニー ブリテン作曲

イギリスの作曲家ベンジャミン ブ リテンの作曲した4つ の楽章からなる楽曲です。もと

も と弦楽合奏 または弦楽 四重奏のための曲です が 、今 回は チェ □だ けで演奏 します。

1933-34年 と比較的最近の曲ですが、古い舞曲の形式をとっています。作曲者20歳代の作

曲ということもあり、イギ リス人らしいウィッ トはあるものの 、美しく大変耳になじむ音楽

です。 (24分 )

第 1楽章 :騒々しいブー レ、1央活にリズミカルに

第 2楽章 :遊び心いっぱいのピッチカー ト、できるだけ速く、常にピッチカー トで

第 3楽章 :感傷的なサラバン ド、少し遅く、そして重々しく

第 4楽章 :浮かれ気分の終曲、きわめて速く、人のように

イングラン ドやアイルラン ドで電車にのると、緑が多くここは宇都宮線 ? と思うような

景色に出会えます。私はターナーの絵を思わせるやはリイギ リスの作曲家ディー リアスの作

品が好きですが、ブリテンも尊敬しています。今日は大西洋の島国の空気を感じていただけ

るでしょうか?

なお、ブ リテンの代表作 、「青少年のための管弦楽入 P]」 は 、本年9月 23日 の栃響特ЯJ演

奏会 (栃木県総合文化センター 、無料、整理券必要)で聴くことができます。

第 1チ ェ□ :菅間康夫

♪ 愛の挨拶 エルガー作曲

エルガーが自身のピアノの生徒でもあるキャロライン ・ア リス・ロバーツに贈った曲が、

この「愛の挨拶」です。柔らかく、優しい表情にあふれたこの曲は、後に妻となり、生涯を

共にしたアリスに対する想いを表現 しているようです。私にとっては 、娘がこの曲を大好き

でバイオ リンを始めるきっかけにな った想い出の曲です。皆さん、ご家族や恋人など大切な

人を想いながら、この曲を聴いてみてはいかがでしょうか。

第 3チ ェ□ :鳩山貴之

♪ 江～姫たちの戦国～ (メ インテーマ) 吉俣良作曲/山田栄二編曲

昨年のNHK大河 ドラマをご覧になっていた方は 、懐かしく聴いていただけるのではないで

しょうか。オープニングで流れていたのがこの曲です。浅井長政の娘 、江姫が時代に翻弄さ



れながらも 、豊かな心を持つ女性に成長していく様が曲の流れと重な ります。ピアノソロが

無垢な少女時代の幸せを歌いますが 、急に不穏な雰囲気に変わ り、戦国の渦にのみこまれて

いきます。しかし、懸命に生 きた江姫は最後ついに念願の太平の世を実現し、おだやかな心

のうちに曲は終わ ります。

第 2チ ェ□ :江面順子

♪ マイ・ハー ト・ウィル・ゴー 。オン～タイタニック・愛のテーマ～

J.ホーナー作曲/山田栄二編曲

大 ヒッ ト映画『タイタニック』。私は公開当時この映画にはまり 4回 も観に行きました。

忘れ られないシーンはタイタニック沈没後生き延びた□―ズが三ューヨークに着 き、ジャッ

クと 2人で見るはずだった自由の女神を独り見上げるところです。誰もが2人 の生き様に多

くの涙を流 したことでしょう。

この曲は哀愁を帯びたメロディが印象的な名バラー ドです。チェ□の音色を活かし、より

繊細により劇的に編曲されています。感動でいつも演奏しながらジーンときてしまうのです

が 、今日は会場の皆さんとその感動を分かち合いたいと思います。

第 3チ ェ□ :山越繁男

♪ ビー トルズ 。メドレー  ポール・マッカー トニー、ジョン・レノン作曲/山田栄二編曲

今年の夏はイギリスに注目|| ということで∪.K.Rockの王様「The Beatles」 です (ス ト

ーンズじゃないのか | との声もありますが…)。 “Yesterd ay"か ら始まり、初期の名曲が

ずらり。皆さんは何曲ご存矢□ですか? ラス トは後期の名曲 “Hey」∪de"。 ポールが小さい

頃から可愛がっていたジ ∃ンの患子 、ジュリアンを元気づけるために作曲したと言われてい

ます。

第 4チ ェ□ :國井文子

♪ スムース・クリミナル           マイケル・ジャクソン作曲/山田栄二編曲

言わずとも矢□れたマイケル ・ジャクソンの名曲Smooth Crimi∩ a。 昨年クロアチア出身の

ルカとステファンの 2人組 、「 2celos」 がェ レキチェ□ 2本でカバーし大ブ レイク。テレビ

やネットでこの曲を聞いた方も多いのでは。

殺じ屋に殺されてしまったアニーという女性のことを歌 った曲なのですが、思わず□ずさ

んでしまうようなカッコいいメロディに皆さんもノリノリになることP03違 いなしでしょう。

栃本チェ□協会の若きチェリス ト2人 のソロにもご注目ください |

第 1チ ェ□ :佐山裕樹 第 2チ ェ□ :り 1脇 大

♪ 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・三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。私たちは 、10年 10パ

ー トをやっています。今年も頑張 ります。

第 4チ ェ□ :伊澤恵美子、平尾由美子



白 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

a (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。

いの医院 鰊

拳栃
↑量」ち出lLII:異鬼

~4

4 2■ 028-648-5222

●診療時間/月～金曜日 AM9iOO～ PM12:OO PA/12:30～ PIN/15:30

●水 土曜は午後体診

児童期の子 どもたちは、 柿の本坂芸術学校
芸術家です。

文学 。音楽・美術 。ものづ くり。身体表現など

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。

〒320-0411 宇都宮市山田町278 TEL 028-674-2851/028-621-3622 ⅣⅨ 028-674-4614



医学博[ 稲  葉
帝3盆 1-0苺 38寧糠富雛鑢議壕3-41-36

T饉ヒ028(688)3?竜 4
FAX 028(688)37C18

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 3:00～ 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

日本弦楽器指導者協会 。日本ハープ協会 。栃木県演奏者会
●駐車場完備 ●関東バス停留所 徒歩1分 (中央警察署前)

窓ロ

●商品送付ご依頼可能

丁el:028-669-2300

コープ鶴田店、

やさい&く だもの村 :桜通 り店 ・江曽島店

にて直売 しています。

社会福祉法人 明誠会

河内君B上三り1町4937番地

a 0285-56-7973

弦楽器専門店黎腋繹飩讐
=二
夢飩警

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1回、宇都富に出張・修理 しています。

相模原市相模大野 3-1-14 金山曰 レ2F C/」 田ヽ急相模大野駅下車、徒歩 4分 )

TEL&FAX (042)749-4223 E― mai l∩ fo@9e∩―ta∩ ik awa.co.ip
http://www.9e∩ ta∩ lkawa.co.ip

宇都富南一番覇 1-18
◎『東武線宇都宮駅J北□より
徒歩8分

機「JR宇都富駅」西園より
縫歩10分



=栃
木チェ□協会会員募集

=
私たち「栃本チェ□協会」は、2000年 4月 、チェ□の研究を通して、弾く人たちの親睦を図ると

共に、チェ□に関心のある人々との交流を深め 、チェ□の普及 、発展を目指すことを目的としてス

ター トし意した。

主な活動は、月 1回程度の練習会 、大人のチェ□教室 、合宿 、納涼会、クリスマス忘年会、弾き初

め新年会、公開レッスン、定期演奏会やその他のチヤリティーコンサー トなどです。

チェ□を始めて間もない初心者からベテランまで 、年齢も 10代から上は…ウン10代までと腕も年

齢層も幅広く、チェ□を通じて矢□り合った楽しい人たちばか りです。

今 日のコンサー トを観て、聴いて興味を持 っていただいた方 、や ったことはないけどちょつと弾

いてみたいなあ…と思った方、いっしょにチェ□を通じて人生を充実させてみませんか?

ホ大人のチェ□教室
=初心者のための「大人のチェ□教室」を、毎月第2金曜 日AM10!OO～ 12:00、 西生涯学習センター

にて無料で開催していますので 、どなたでもお気軽にお越 しください。見学だけでも大歓迎です。

コンサー

お問い合わせ 栃木チェ□協会 090-3060-652](宮 田 )

ホームページ∪RL httpi//tOchice lo,∨ el∨ et ip/

演奏会の収益金の一部を義援金とさせていただきます

合宿風景

ビンク リボン活動 チヤリテ ィーコンサー ト

2012630 宇都宮美術館森の コンサー ト 卜打ち上げ


