
― チェ□で巡る世界一周旅行 一



本日は栃本チェ□協会第1 5 EOI定 期演奏会にご来場頂き、誡にありがとうございます。この演

奏会を迎えられたのも 、皆様の温かなご声援のお蔭と、深く感謝申し上げます。

今年は15回 目の節日であり、チェ□の音を思う存分ご堪能 して頂ける様 、各国の名曲を通し

て皆様に楽 しんで頂けるプログラムを構成いたしました。

まず本日のメインの曲ですが、チェ□の名曲と言えば、何と言っても皆様もご存知の、サンサ

ーンスの「白鳥」ではないでしようか。本日はその「白鳥」を徳彿させ、あの優雅な雰囲気が全

編に漂う、サンサーンスの「チェロコンチェル ト」を世界的名チェリス トである林峰男先生に弾

いて頂きます。チエロオーケス トラでこのチェロコンチェル トを弾くのは世界初だと思いますの

で、本日ご来場頂いたお客様はとても貴重な世界初演を体験できるラッキーな皆様です。

ソリス トの林峰男先生はスイス在住ですが、栃本チェ□協会の第 15固定期演奏会を祝 して、

スイスから飛んできてくださいました。先生は栃本ととても縁が深く、かつて大谷石採石跡 と

いう演奏には過酷でありながら、とても幻想的な雰囲気の場所で、羽織袴姿での演奏会をなさ

いました。演奏に対するチャレンジ精神 BIE盛な林先生ですので 、今回も世界初演へのチヤレン

ジを快くお弓|き受けくださいました。心豊かな名チェリス トと共演できますことは我々協会と

しても、とても名誉なことであり、どの様な響 きが醸 し出されるのか、今から楽しみです。

また、モンゴルの曲では、テレビでもご活躍の馬頭琴の名手セーンジャー先生を急邊お迎え

することができ意した。馬頭琴と言う楽器はチェ□よりも歴史が古く、シルクロー ドを経て西

洋へと伝わった後に誕生したのがチェ□なのではと言われています。もしかしたらチェ□の先

祖かもしれません。お間き頂くと、なるほど | と納得されると思います。音域・奏法もよ<

似ていますが 、音色は本当に似ていて、特に哀愁のある曲を弾くとどちらの音か半l別 できない

程です。

他の国々の曲も、チェ□な らではの趣向を凝らしたアレンジをしてお ります。皆さまこの演

奏会を通して、ゆつたりと音の世界旅行をお楽しみください。

ステージ上の演奏者は皆心温かいチェ□の大好きな方ばかりです。だからこの様な企画も・

演奏も・音色も出せるのだと思います。本日演奏して頂いた方々 、お手伝い頂いた方々 、ご支

援頂いた方々、ご来場頂いた方々 、すべての方々へ深く感謝申し上げると共に、今後も20EOIl・

30回 と末永く続けていけます様 、どうぞご声援宜しくお願い申し上げます。

皆さ意、本日はご来場頂き、本当にありがとうございました。

栃木チェロ協会会長 宮田 豊

第14回 定期演奏会



1.威風堂々                         ェルガー 作曲

2.交響曲第 5香 嬰ハ短調 第 4楽章 アダージェット  マーラー 作曲/山田栄二 編曲

3.チ ェロ協奏曲第 1番 イ短調 作品 33   サン・サーンス作曲/山田栄二 編曲

《ソリスト 林Ш筆男》

～ 休 甜 ～′じン`

4.ジブリの森の物語

5。 ウィリアム 0テル序曲

6.MAMBO FOR SIX
7.ムーンライ ト・セレナーデ       グレン。

8.3つ のモンゴルの歌  《馬頭琴 セーンジャー》

9.天国とあまちゃん序曲

10。 讃歌

久石 譲 作曲/山田栄二 編曲

ロッシーニ 作曲

リンデマン作曲

ミラー 作曲/山田栄二 編曲

山田栄二 編曲

宮田 豊 編曲

クレンゲル 作曲

指 揮 宮田 豊

ソ リ ス ト 林 峰男 (Vc)

特別ゲス ト セーンジャー 〔SenJya〕 (馬頭∋

ゲ ス ト 三戸 正秀 0三戸 明美・玉川 克・町田 正行・宮地 晴彦・染谷 春菜

増山 一成 (cb)・ 菅原 敦子 (Cb)

出  演  者  秋草 吉雄   伊澤 恵美子  稲葉 由華   岩上 祐未子  片山 裕美

香月 麗    川脇 賀子   川脇 大    日下部 杏奈  國丼 文子

郡司 和華奈  小林 茂雄   坂巻 美和   佐藤 国子   佐藤 達亮

佐山 栄子   佐山 裕樹   菅間 康夫   鈴木 孝敏   竹田 俊明

築地 杏里   中山 秀子   鳩山 貴之   平尾 由美子  広瀬 徹

細野 美樹   増山 頌子   松尾 登    柳田 輝男   山越 繁男

渡辺 雅子

ジュニア出演者 斎藤 真玄   絵画 凱    原沢 慎之介  平野 尭照   畑田 育杜

畑田 奈都乃  釜丼 竜ノ介  篠原 馨子   阿部 真綾   坂巻 晴日

山越 風葵

鳩山 美結 (ナ レーション)

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6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。



♪ 威風堂々       
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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、名の通りまさに威風堂々として伝統と権威ある英国

事の行進にびったりです。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ます。日本でもニュース
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K.500以 降の、時に少し悲しすぎる音楽にもう少し違った常

ピアノトリオでやつとチェElの独立生が少し垣間見えます (

5の 2曲のチェロソナタですでに十分にチェ□の音楽を書 (
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♪ ジブリの森の物語

「風の谷のナウシカ」をテレビで初めて見た時から、1

従来のアニメにはない圧燿1的なスケールと、ワーグナーの楽劇にも通じる主人公の献身的な愛に大きな感動を受け

たからです。スタジオジブリには、「風の谷のナウシカ」を初め、「平成狸合戦ぽんぽこ」「もののけ

'日

「千と千尋

の神隠し」などといつた 、“自然破壊に対する警告"を テーマにした作品が数多くあります。今回はそこに注目じ

て、小学生位の女の子が森を散歩しながら現代のP03題 点を考える、といつたナレーシ∃ン入りのアレンジを試みて

みました。題名はもちろんヨハン シュ トラウスの「ウイーンの森の物語」から拝借。台詞の部分がどうもうまく

いかなかったので、チエ□協会の方に好きなようにやって下さいとお願いしました。さて、どんなナレーッ∃ンに

なるのか、本番がとても楽しみです。(記 :山田栄二)



♪ ウィリアム・テル序曲

イタリア

ロッシーニ 作曲  靡  躙
ウィリアム・テル序曲は、1829年 にイタリアの作曲家ジ∃アキーノ ロッシーニ (1792年 2月 29日 イタリアの

ペーザロに生まれ、1868年 11月 13日 死去 (76歳 ))が作曲した、オペラ『ウィリアム・テル』のための序曲です。
オベラは知られていなくてもこの曲だけは広く知られています。本来、この曲は第 1部「夜明け」、第 2部「嵐J、

第 3部「静寂 (牧歌 )」 、第 4部「スィス軍隊の行進 (終曲)」 の構成となっていますが、今日お届けするものは一

部省略された紳よヽ版です6          ● |

1第 1部は本来、チェ□、コントラバス、テインパ三二‐だけで演奏される1亨奏となっているため、チェロ通にはチ
|■|●|チ エ□でやつてしま|‐ まヽす。そして、フルオーケス

竃

`霙

「
ル■ミ聟f曇冒指凪写鍮

:辞Jヂ「
R「

I『%イ .πLF,ア|う撤 禦ム
1ます。さて今日はチェ□の音色に癒されながら月明かり
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巨原を馬に乗 り揺られながら、遠のいていく我が家を見つ

うる鳥。その鳥のよ|う 1こ羽を1持 つて、自由に大空を羽ばた

1111夕|ヤ ボル ■「達雅波迩」

1章1康

'と

暮らす遊牧民は、空に、大地に、そして生きるt

りに変えて一。C己 :セーンジャー)

♪ 天国とあまちゃん序曲

オフェンバックの「天国と地獄」序曲の最後の部分とNHKで有名になったあまち■んのオープニングテ■マが酷
似しているところからチェ□用アンサンブルに初心者から上級者まで一緒に楽しめるよう編曲しました。■

カンカン踊 りやカステラの CMで 皆様おなじみのメロディと毎朝8時に聞こええくるメロディが重な|う てとても

楽しい曲できており、誰でも 1度は弾きたくなる曲です。

今度私達と弾いてみませんか?(記 :宮田 豊 )

♪ 讃歌 クレンゲル 作曲

ドイツのチェ□奏者。彼の敬愛する識者の誕生日に演奏するため作られた曲です。
12パー トに分かれ、弾き出しで下の低音から 1つずつ音を重ね、全員で美しいハーモニーになって曲が進行し

ます。毎回 、大切に演奏 してまいりました曲ですが、今年は特に15回 目の節日にあたり、これまで以上に思いを
込めて、曲の素晴らしさを表現できたらと思っております。

第 4チ ェ□ :伊澤恵美子

讐ど奮鶴詰蟷躙匡鞣∃

山田栄二 編曲

〕魃

アメリカ



自 澤 病 院

理「霧:太田 照男  院長 菅間 康夫

併設施設 介護老人保健施設 しらさぎ荘

宇都宮市白沢町 1813番地 16  公 (028)6730011

学校法人 柿の本学園 柿 の本 幼 稚 園
子どもたちがおもいっ

幸せな時を過ごせますよ

子 どものsence of wOnder

を引き出す保育です。

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。

〒320-0061 宇都宮市宝木町2丁 目593

TEL&Fぶ 028-621‐3622

り

に
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チェロ・琴など

楽器の奏で方を学び 柿の木坂芸術学校
音楽の奥深さを体感 します。/

/・ 読みごたえのあるF文学』が読む力を育てます。
。 F絵画」力`物を見つめる力を培います。

いの医‐院 鰊
.1 栃 本 県 小 山 市 羽 川 524-4
‐.    TEL0285(24)5588 一一一

一一．．．．一
一一一・

一一一一一一　
一一一一， 一

議産
‐
婦1人科‐

院長 平尾 潔
田3-1-4 窒 028-648-5222

●診療時間/月～金曜日 AM9:OO～PM12:OO PM2:30～ PM5:30

●水 土曜は午後体診



躁鸞灘購葉讐鬱警獲纏拿響轟鐵瞥響務シ磯賠纂

膀隧鱚鰺蒻聰儘
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

【体診日】
日曜・祝日
水・土曜日午後

匡学博[ 稲  葉
〒321-0,38学鶴富叢兵饉塚3-41-36

TIIL 028(688)37電 4
FAX 028(688)3?03

仕出し・ランチデ リバ リー

T320-0027

栃木県宇都 宮市塙 田 5231
容   028-650-2100
FAX 028-643-2816

携 帯 090-3085-5450

●企業様用ランチデ リバ リー
●各種イベン ト用お弁当
●高齢者用 日替わ りお弁当
●ホ ッ トミールデ リバ リー

その他お届けお料理のことなら
なんでもご相談ください。

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。

代表取締役 大  木    ,羊

〒321-0215 栃木県下都賀郡壬生町壬生乙1859
TEL 0282-82…2490  FAX 0282-82-1870

弦楽器軒糖 儀晰磯饉鐵饉蟄曇讐轟濾警
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、宇都宮に出張・修理 しています。

相模原市相模大野 3-1-14 金山ビル 2F(小田急相模大野駅下車、徒歩 4分 )

TEL&FAX (042)749-4223 E― ma‖  |∩ fo@ge∩―tanikawa.co.lp
http://www.ge∩ ta∩ lkawa.co.ip



♪林 峰男 プロフイール

幼少よリチェ□を才能教育で学ぶ。桐朋学園にて斎藤秀雄氏に師事。その後、ジユネー

ヴ音楽院を第1位で卒業。翌年スイス ローザンヌ室内管弦楽団のソリス トとして∃一回

ッパにおいてデビューを飾つた。1975年、ベオグラー ド国際チエ□・コンクール第1位

に輝く。1976年にはワシントンDCとニユー∃―クのカーネギーホールでリサイタルを

開き、アメリカ・デビユーを果たした。なかんずく、カーネギーホールのリサイタルは、

ニューヨーク・タイムズが絶賛した。また翌年にはスペインで開催された「カザルス生誕

百周年記念コンサー ト」に招待され、日本を代表するチェ□奏者として高く認知された。

‐.1976年
以来、スイス/ロマンド管弦楽団、ザグレブ・フイルなど数々のオーケストラと共演する―方、室内楽、

リサイタルなど数多くの演奏会をスイスを本拠地としながら世界各国で開いている。

この間、1985年にはパッ八生誕300年を記念して「無伴奏チェ□組曲全6曲」を一夜で演奏するという画期的

な演奏会企画で、全国17ヵ 所 。日本縦断コンサー トを行い脚光を浴びた。

1995年には、カザルスホールにおいて「デビュー20周年4日連続演奏会」を開催、ピアノの園田高弘氏との

共演をはじめ、無伴奏リサイタル、オーケストラとの共演、チエ□・アンサンブルという多才な内容|よ、朝日新聞

でも大きく取り上げられ、連日本一ルを満席にした。今後ますますの活躍が期待される日本の代表的なチエ□奏者

の一人である。

現在、国際スズキメソー ド音楽院教授を務めるなど、後進の指導にも力を注いでいる。

翁

♪特別ゲス ト セーンジヤー (Senjiya)

内モンゴル出身、内モンゴル芸術学院卒業後来日。大東文化大学大学院修了。2005年

「スーホと白い馬」映画主演、音楽監督を自ら行い、文部科学省選定作品に選定される。

2007年、映画「蒼き狼 地果て海尽きるまで」において馬頭琴を担当、モンゴル現地□

ケに参加。2008年北京オリンピック、ギネス世界記録イベントにおいて馬頭琴を演奏。

2010年3月 にテレビ朝日番組「徹子の部屋」に出演、2012年NHK「エル ムンド」

「ほつとアジア」で実力を発揮するなど若きアーテイス トとして活動の場はさらに拡がり

を見せている。CDi「DREAM」 「モンゴル蒼い風」「星のささやき」「恋情」等リリース。

=栃
木チェロ協会会員募集

=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 トしました。

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応者からベテランまで、年齢も 10代から上は一ウン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、やつたことはないけどちよっと弾いてみたいなあ

…と思った方、いつしょにチェ□を通じて人生を充実させてみませんか?

=大
人のチェロ教室ф

初心者のための「大人のチェ□教室」を、毎月第2金曜 日AM1000～ 1200、 西生涯学習センターにて無料で開

催 しています (く わしくは栃本チ ェ□協会の HPを ご覧ください )。 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。

お問い合わせ 栃木チエ□協会 090-3060-6521(宮 田)

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

演奏会の収益金の―部を義援金とさせていただきます


