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本日は栃木チエ□協会第 16回定期演奏会に、ご来演頂き誠にありがとうございます。

日頃より、多<の皆様方から温かなご支援を賜り、感謝申し上げます。

チェ□協会のメンバーが毎回―丸となつて、皆様にお楽しみ頂ける様、趣向を凝らした演奏

会を16年間続けて参りました l

第 1回 目の演奏会から比べますと、少しずつではありますが、確実にレベルの上がつた演奏

になつていると思います。

今回は、これまで積み重ねてきた定期演奏会 15回分で培つた、テクニツク並びに音楽表現

を活かし、 レベルの高いクラシツクとスクリーンミュージックを融合したプログラムにJζ戦し

てみました |

さて、皆様、お一人お一人の心の中には、「この映画 |あのシーン |」 と言うものが、一つは

あるのではないでしょうか ?

このメロディーを耳にすると、あのシーンが鮮明に甦る……そんなことはありませんか?

そして、その甦つた映像やメロディーが引き金となり、その頃の自分が思い出されたり、人生

の大切なシーンを呼び起こされるのではないかと思います。

そこで、今回のプログラム前半では映画の中で用いられているクラシツク音楽の名曲をお聴

き頂き、皆様の心の奥底に眠つている/1kか しい思い出に触れて頂けたらと思います。

後半は、クラシックとスクリーンミュージックを融合した、/1L大な 5楽章からなるスクリー

ンミュージックシンフォニーをお聴き頂き、その時代、あの頃に思いを馳せて頂けたら幸いで

す。

それでは皆様、音楽に誘われ束の間のタイムトラベルをお楽しみ<ださい。

さあ、準備はいいですか ? Leザs30 tO yOur time travel!

栃木チエロ協会会長 宮田 豊

第15回定期演奏会を終えて



1。 美しき青きドナウ

2.弦楽のためのアダージョ

3。 交響曲第25番 卜短調 K.183第 1楽章
4.ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K。467第 2楽章

～ 休 憩 ～

5.スクリーンミュージックシンフォニー
第 1楽章 BATTLE(戦闘)

第 2楽章 LO∨E(愛 )

第 3楽章 」OY(喜び)

第 4楽章 EMO丁10N(感動)

第 5楽章 AD∨ENT∪ RE(冒険)

6。 Let it Go

7.バイレーツ・オブ・カリビアン

8.讃歌

ヨハンシュトラウス2世 作曲

バーバー 作曲

モーツアルト作曲

モーツアルト作曲

山田栄二 編曲

ロバート・口ベス 作曲

ハンス・ジマー 作曲

クレンゲル 作曲

・町田 正行 。染谷 春菜・増山 一成 (cb)・ 菅原 敦子 (cb)

小林 茂雄・今泉 晃―・岩上 祐未子・菅間 康夫

細野 美樹・奥村 美穂・り‖脇 大・鈴木 孝敏・竹田 俊明

郡司 和華奈・金子 遥亮 。川脇 賀子・佐藤 国子・鳩山 貴之

松尾 登・荒木 朋子 。伊澤 恵美子・稲葉 由華・今丼 那雄行・坂巻 美和・佐山 裕樹
中山 秀子・萩原 宏・平尾 由美子・広瀬 徹・柳田 輝男・渡辺 雅子

編曲者紹介
♪山田 栄二
]948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。

ビアニスト紹介

♪滝本 紘子
茨城県出身。桐朋学園子供のための音楽教室宇都宮教室入室。桐朋女子高等学校ピアノ専攻卒

業。桐朋学園大学ピアノ科卒業。東京音楽大学大学院鍵盤楽器研究領域伴奏科修了。茨城県学生
ピアノコンクール小学生の部高校生の部共に第二位優秀賞。日本ピアノ教育連盟コンクール奨励
賞。大阪国際音楽コンクール入賞。ポーラン ド国立クラクフ管弦楽団とコンチェル トを共演。
イ・ソリスティ室内楽団とコンチェル トを共演。茨城県新人演奏会出演。その他、小田急百貨店
マン八ッタンヒルズコンサー ト、明日館ホリデーコンサー ト、茨城県坂東市平将門生誕記念コン
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第 1チ ェロ
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第3チ ェロ

第4チェロ

サー ト、茨城県自然博物館20周年記念コンサー ト他、数々のコンサー トに出演。
現在東京音楽大学非常勤伴奏助手を務める。

主に声楽、器楽の共演ピアニス トとして活動する他、コンチェル ト演奏等ソロでの活動も幅を広げる。
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いておきます。 (山田)

*曲目解説 *

♪ 美 しき青き ドナウ ヨハンシュトラウス 2世 作曲

ウインナー。ワルツは本来チェ□の音色が堪能できる音楽の一つです。今日は山田栄二先生の編曲により、

名曲「美しき青きドナウJに、チェ□のソロの美しい「皇帝円舞曲」、さらに「ウイーンの森の物語」など

の名旋律が栞のように織り込んであり志す。聴いていると、美しい文章の傍らに可憐な花の挿絵が添えられ

ているかのようです。皇帝円舞曲の後半に出てくる2つめのソロは、あのウインナーホルンを音程で3度下

に従えて演奏しますが、今回はもちろんチェ□の 2重奏になります。ウイーンの酒場で演奏されるシュラン

メルンよりも高貴で美しく、それでいてドナウ川、オーストリア・アルプス、森の美しさにあふれた名編曲

を、チェ□合奏でお楽しみください。

♪ 弦楽のためのアダージョ

(菅間)

バーバー 作曲

サミュエル・バーバー (19101981)は 米国の作曲家です。バーバー作品は豊かで華麗な旋律が特徴的で、

「最後のロマンティスト」と言われることもあります。

弦楽四重奏曲として作曲された後、弦楽合奏曲に編曲されたこの曲 (1937年作)は様々な映画に使用さ

れています。その中でもオリバー・ス トーン監督のベトナム戦争映画「プラトーン」の最後のシーンは特に

有名です。ベ トナムのジャングルで敵兵に囲まれ、天を仰ぎ死んでゆく軍曹。その光景をヘリコプターか

ら、為す術もなく見下ろす無力感漂う主人公。映像の悲惨さとは無縁とも思える、静語の中にも美しく哀じ

い旋律がやがて慟哭するようなクライマックスに達するとき、観る者は魂を大きく揺さぶられ、この曲が映

像と共に深く心に刻志れることでしよう。 ※アダージョとは速度記号でゆつくりした速度を意味し志す。

(中山)

♪ 交響曲第25番 卜短調 K.183第 1楽章 モーツアル ト作曲

謎に満ちた天才35歳の生涯を描いて84年度アカデミー賞 8部門受賞に輝いた名作「アマデウス」。その冒

頭、一台の馬車が凍てつくウイーンの石畳道を疾走する場面で鳴り響いていたのがこの曲。幼少時代からの

数度にわたる大旅行で、ウイーンやパリ。ロンドンといつた大都会の自由で華やか音楽空間と自分の才能を

矢□つてし訣つた彼にとつて、自分の有り余る才能を発揮するには故郷ザルツブルクはあ志りにも狭すぎる、

田舎すぎると感じていた17歳の時の作品。時はまさに疾風怒涛の時代。若き日の感情のうねりが彼の宿命

の調と言われている卜短調で書かれており、最晩年の傑作40番 K.550と 対比して小 卜短調とも称される。

(広瀬)

♪ ピアノ協奏曲第21番 第 2楽章 モーツアル ト作曲

モーツアルトは27曲のピアノ協奏曲を作曲しました。この曲は中でも人気の高い作品の一つでスウェー

デン映画「みじかくも美しく燃え」に使われました。この映画の主人公の名前をとつて「エルヴィラ。マディ

ガン」と冨」題をつけて呼ばれることがあり志す。                      (佐 山)

♪ スクリーンミュージックシンフォニー 山田栄二 編曲

数ある映画音楽の中から、団員の挙げたものを中心に編曲者のni「 みも交えて20曲近くピツクアップし、

項目月」に分けて 5楽章のシンフォニーの形に意とめてみ表した。懐かしの映画音楽から最近の人気作まで

が、クラシックの作品も交えながら次々とメ ドレーで現れ訣す。鑑賞の手引きとして、使用された曲目を書

|

|



I.BAttTLE(戦闘)

「第九交響曲より冒頭のテーマ (ベ ートーベン)」 ～「ゴジラ」～「ラヴェルのピアノ協奏曲より第3楽章」
～「第九交響曲」の一部～「荒野の七人J～「スパイ大作戦」～「惑星より “央星"(ホ ルスト)」 ～「1堅獣

大戦争のマーチ」～「ジ∃―ズ」～「惑星より “央星"J

Io LO∨巨 (愛 )

「トリスタンとイゾルデより前奏曲 (ワ ーグナー)」 ～「ひ訣わり」～「ある愛の詩」

Ⅲ.」OY(喜び)

「メリー・ポピンズより “チム・チム・チェリー"」 ～「サウンド・オブ

イバリット・シングス"」 ～「マイ・フェア・レディより “踊り明かそう"」

より “トゥ。ナイト"と “アメリカ"」

・ミュージックより “マイ・フェ

～「ウェストサイド・ストーリー

Ⅳ.EMOTION(感動)

「シンドラーのリスト」～～「ニュー・シネマ・パラダイス」～「ライムライト」

V.AD∨巨NttURE(冒険)

「スターウォーズより “テーマ"

子 (デュカ)」 ～「第九交響曲より

～「スターウォーズ」

♪ Let it Go ロバー ト・口ベス 作曲

日本のみならず、世界中で大ヒットを記録している「アナと雪の女王」。この曲は映画の中で、人々に魔

法を矢□られてしまったエルサが王国から逃げ出した直後の場面で流れます。エルサは幼少期から様々な苦し

みに出会い、誰にも悩みを打ち明けられずに一人ぼっちで考え込んでいたが、ある出来事をきっかけに抑え

られてきた障害から解放されました。何も恐れずに魔法が使えることを歓喜し、もう悩むのをやめようと決

心する。そこでテーマである「ありの意まで」は、ありのままの自分を受け入れ、自分らしい自分となつて、

ありのままの姿を見せること。力強く一歩を踏み出し歩き出していく想いが込められた歌です。映画を観た

ことがない方も、そんなエルサの想いを感じながらお聴き下さい。

♪ パイレーツ・オブ・カリビアン

(郡司 )

ハンス・ ジマー 作曲

ご存矢ロディズニーランドのアトラクシ∃ンである「カリブの海賊」をベースに作られた映画シリーズ。ジ∃

二―・デップ演ずるキャプテン、ジャック・スパロゥはあ志りにも有名です。今回は数ある楽曲の中から、「ク

ラーケン」と有名な「彼こそは海賊」を1つの曲にアレンジした曲をお送りします。 (鳩山)

♪ 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、今年もこれまで以上に思いを込めて、曲の素晴

と “ダースベイダーのテーマ"」 ～「ハリーポッター」～「魔法使いの弟
“終楽章のフーガ"(ベー トーベン)」 ～「惑星より “天王星"(ホルスト)」

らしさを表現できたらと思つており訣す。 (伊澤)



白 澤 病 院

理事長 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  な (028)673-0011

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『文学』が読む力を育てます。
・『絵画』が物を見つめる力を培います。

〒 320-0411 宇都宮市山田町 278 TEL 028-674_2851/028-621-3622
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平尾藤
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婦.人、科

院長 平尾 潔

宇都宮市鶴田3-1-4 ao28-648-5222
●診療時間/月 ～金曜日 AM9:00～ PM12:00 PM2:30～ PN/15:30

●水 ・土曜は午後休診



惧鰺籍鷺軍準警讐欝難ぶ鰺轟額壌響鶴警撥貯鶴

辟隧隷瞼蒻鼈蘊
心 と心が通い合 った

あたたかみのある医療を

【受信時間】
○月,央・木・金曜日
AM 8:30～ 12130
PA/13:00～ 6:30

0水/土曜日
AM 8:30～ 12:30

【体診81
圏躍・視目
水・土曜日午後

量学博[ 稲  葉
〒321-0138寧機営市典艤饉3-4奪 -36

TttL 028(688)3ヤ 14
FAX 028(688)3ツ 08

仕出 し・ランチデ リバ リー

〒320-0027
栃木県宇都宮市塙田 5-2-31

容  028-650-2100
FA× 028…643-2816
携帯卓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。

弦楽器専門店蝙強繁轟警
=二
堪警警

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 2F1/」 田ヽ急相模大野駅下車、徒歩4分 )

TEL&FAX(042)749-4223 巨―m胡 | |∩ fo@gen― tanikawa.co.10
http://www.gen― tanlkawa.co ip

一般財団法人

ザ メトロポツタンミュージック
☆ザ 0メ トロポリタン三ユージック☆は

π ジ乙脅′易 劾  心に豊かに響く♪音楽文化をあらゆる角度からサポート致します
グラシツクを身近なものにするための演奏会、
才能のある若い演奏家を支援するための演奏会、

多種多様なニーズにお応えできる演奏会をお届け致します。

当財団の活動に己賛同くださる方へ、こ寄付ご協力をお願い申し上 |プ ます
詳糸田はHP(http:〃 themetropolitanmusic orjp)を ご覧下さい

【今後の主な予定】

☆10月 11日  創立2周年記念シ∃スタコーヴィッチ演奏会 栃木県総合文化センターサブホール
☆12月 23日 楽しいクリスマスコンサート       栃木県総合文化センターサブホール



:ilk炒票懲|

■栃木チェロ協会会員募集
=私たち「栃本チェ□協会Jは、2000年4月 、チエ□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ャリティーコンサー トなどいろいろな所へお招き頂き演奏して

おります。この様な出前コンサー トはステージからでは味わえない身近でとても楽しい演奏が月几で感じられ

ると思いますので、是非お声を掛けてくださいね。

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 意でと腕も年齢層も

幅広く、チェ□を通じて矢□り合つた楽しい人たちばかりです。

今日のコンサー トを観て、聴いて興味を持つていただいた方、やつたことはないけどちよっと弾いてみた

いなあ…と思つた方、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
人のチェロ教室ホ

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

週土曜日PMl:00～ 3:00足利教室にて無料で開催してい表す (く わしくは栃木チェ□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 栃木チェ□協会 090-3060-6521(宮田)

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

演奏会の収益金の一部をネパール地震の義援金とさせていただきます

大人のチェ□教室

クリスマス慰問コンサー ト

練習会風景

ピンクリボン活動チャリティーコンサー ト


