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ごあいさつ

本日は栃木チェ□協会第7固定期演奏会にご来場頂き、誡にありがとうございます。

私達はチェ□が大好きで、チェ□に関わっていれば幸せ |な 、「チェ□おた<」 集団です。

「おた <」 でも、ひとりだけで楽しむのではなく、チェ□大好き人間が集志って、チェロアンサ

ンブルを楽しんでいます。

メンバーは多方面からの、個性豊かな面白い人ばかりで、練習の前後を通して、実に楽しい時間

を過ごしています。

その楽しさを演奏に |と 、 1年間頑張って練習してきましたので、どうぞ最後まで楽しんでお聴

き下さい表す様 、宜しくお願い致します。

尚、本日の演奏会にご賛同頂きました各方面の方々に、厚 <御礼申し上げますと共に、今後とも

変わらぬご支援を賜 ります様 、宜しくお願い申し上げます。

栃木チェ□協会会長  宮田  豊
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第6固定期演奏会 チ ャリテ ィーコンサー トの報告

前回のチヤリティコンサー トでは、お陰様で183,637円の多額のご寄付を頂戴し、ありがとう

ございました。

会員で協議した結果、以下のところに寄付いたしました。

自立援助ホーム「星の家」 93,637FE

児童養護施設 イースターヴィレッジ 90,000円

イースターヴィレッジより礼状を戴きましたので掲載します。

この度は多額のご寄付 、ありがとうございました。貴重なチャリティの益金を私共の施設にお

送り下さり感謝に耐えません。当施設でも、ピアノを習いたいという子供たちがおり、習わせて

おります。施設の中での音楽教育は難しい面もありますが、出来るだけ普通の家庭教育に近づけ

ることが理想です。ご主旨に添えますよう大切に使わせていただきます。

皆様のご活躍をお祈りいたします。
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曲目解説
交響 曲第25番 卜短調 第 1楽章 モー ツアル ト

この曲は18才の作品で、技法の上からも、楽想の深さから見ても、

き上げるような悲しさが、この曲にはあります。映画「アマデウス」

るのにふさわしい曲です。

第 1楽章のアレグロ コン ブリオを開始する荒々しいシンコベーシ∃ンのリズムは、「真のモーツァル ト的」とでも言えるもの

で、それは急速に上昇する旋律と相まって激しい情熱をかき立てます。シンコベーシ∃ンのたたきつけるようなリズムと、減 7

度下降の音型、そしてその激しさを包むような柔らかい旋律、愛らしく揺れ動く第 2主題等、アインシュタインが「奇跡」と呼

んだのも、決して誇張ではありません。今回は作曲家である山田栄二先生にチェロアンサンブル用に編曲して頂きました。

当時の常識をはるかに超越した秀作でした。体の奥から突

の冒頭に用いられていましたが、愛の厳しい挫折を象徴す

ブラ ジル風 バ ッハ  第 1番  ヴ ィラ 。ロボ ス

この作品は、ヴィラ ロボスが」S.バッハの作風と、民族性に基づく近代的な作曲法との融合をめざした意欲作である。

第1楽章アニマート (序章)     ブラジルの民謡の軽快なリズムの上に、躍動的で優美な3つ の旋律から構成された民族色

濃厚な音楽

第2楽章アンダンテ (前奏曲)    緩やかな楽章で、憧れに満ちたアンダンテの旋律と、哀愁を帯びたアダージ∃の旋律が、

惜別の歌の趣を美しく醸し出す。

第3楽章アンポコアニマート (フ ーガ)リオ デ ジャネイロの下町に住む音楽家4人が、音による会話を交わしながら自然にフー

ガを織りなしていく情景が描かれている。

讃歌 /J.ク レンゲル

透明感に満ちた流れの中に祈りと賛美そして希望の光が見出されます。作曲者ユーリウス クレンゲルは1859年にライプツィ

ヒで生まれ、1933年に亡くなった ドイツのチェリス トです。
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Vclと他のバートとの大きな違いは、VCfは高い音を弾<ことが多<、 左手の親指を

よ<使い弦を押さえて弾<ことです。ケークイの親指族の人もよ<親指を使うのでチエ

□がうま<なるがも…。 (上田宏 )

2ndチェ□の役割は、 lStの超高音の華やがなメロデイーと 3rd、 4thの渋い中低音の

間を結6i橋渡じbあたこがいつぱい入つているたい焼きがおいしいように、2ndの音が

充実していると全fAの響きに厚みが出てtとても 6、 <よがな音色にな b」ます。実はアン

サンブんの中でとつても重要なバートなんです !でもメロディーが少ない害」りにけつこ

う難しいせいが敬速されがち… (涙 )。 みなされへ今日は2ndの甘い音色に酔しヽしれて<
ださしヽね～(⌒_⌒)(細鰤美樹)

◎上田

◎綱野
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(高)鈴 木 (直)  小林

◎鈴木 (孝)  別府

萩原

佐藤

3rdチェロは中音域を担当します。人事な旋律を奏でることもあります。

気のあつた仲間が集まつたバートです。

リーダーの鈴木 (孝 )さん、」ヽ帥こんを中lLに、ひとつのILひとつの音を求めて練圏

しました。威果をお聴彦下さい。(鈴木高日D

平尾 ◎イヽ玉

広瀬

佐山

皆さん こんにちは 4Vcです。チエロを弾いていると腰の痛み七肩こりをすつがり

(いやうつがり)忘れハリキつて練習しています。ヴィラ・ロボスでは冒頭の部分がカッ

コイイの c服しヽて<ださい。熟年パワーで頑張ります/

おたのしみに
'(」

王ヽ典子)



社会福祉法人 明誠会

河内郡上三川町4937番地

公  0285-56-7973

金1子1内科医1院

栃木県宇都宮市昭和 1丁 目1番31号

理事長 金 子 長 次

〈績1婚式1場〉〈大小宴会〉(各種会議〉・ 〈展示‐会)

躙

小山駅より徒歩15分

タクシー5分

駐車場120台駐車可能

∈∋春口  E
●お問い合わせ 。お申し込みは         ‐

〒3230026 栃木県小山市本郷町1丁 目5-12

面 0210-18-8743  tel.0285-25-

http://wwwowadaya.ip

1266 07

彎 すずき内科・循環器科
日曜日・祝日

内科 ・循環器科 ・消化器科 ・0乎吸器科 ・アレルギー科 ・放射線科

〒329-0431栃 木 県河内郡南 河内町薬師寺 2489-10 丁EL。 0285-40-1260

内科・呼吸器科・循環器科

神経内科・放射線科・リハビリテーション科

琴零1準|^
華1啓1拿 白 澤 病 院

河内郡河内町自沢 1813-16
併設施設 介護老人保健施設しらさぎ荘

容 (028)673-0011

コーラス団体、大正琴、ダ

ンスサークル等のユニフォ

ーム、ステージ衣装は是非

当店に御相談下 さい。

ファッションノ1-ク
DAIKOKUYA
江曽島店028‐65903210
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栃 本 県 ノ」ヽ山 市 羽 川 524-4
TEL0285(24)5588

弦楽器の販売 。修理・調整・製作・教室 。ハープの販売・教室

ノr“εθ耀〒冒究逸Tlし,1架轟
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町3-17

日本弦楽器指導者協会 。日本ハープ協会・栃木演奏者会

●駐車場完備 ●関東バス停留所 徒歩1分 (中央警察前)

TEL/FAX 028-600-1520

窓ロ

●商品送付ご依頼可能

平尾‐産婦人.科

院長 平尾 潔
宇都富市鶴田田]1093-1l ao28-648-5222

●診療時間/月～金曜日 AM9:OO～ PM12:00 PM2:30～ PM5i30
●水・土曜は午後休診

塚1鷹1接1脅1際

下野市石橋950-8
0285(53)3335

診療時間 靭 3:30～夜7:30
(土曜日6:00ま で)

体 診 日 日・祝 日

全ての保険が使えます
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学校法人 柿の本学園

i烙誦 SI‐

していく教育を

柿 の 木 幼稚 園
子どもを

■ひち|き

〒320-0061 宇都宮市宝本町2-593
丁EL 624-3622 625-6774

FA×  621-3622

舞、今ガt二木
平成 14年度資源エネルギー長官賞受賞

■本社事葉本部      ■本社

〒322‐0016       宇都富市大通り1丁目2番 12号

鹿沼市流通センター8番
TttL 0289‐76‐0707(it)
FAX0289‐ 76‐0709



指 揮 富田  豊

ゲスト 町田 正行

出演者 (五十剖 1贋 )

伊澤恵美子  石島 栄一

江面 ‖原子  神山 浩行

佐藤 国子  佐山 栄子

鈴木 孝敏  鈴木 直伸

萩原  宏  平尾由美子

松尾  登  宮田  豊

三戸 明美 寺田 達郎

稲葉 由華

小生方朋子

佐山 裕樹

竹田 俊明

広瀬  徹

柳田 輝男

岩上祐未子

小玉 典子

菅間 康夫

谷川  昭

別府あすか

山越 繁男

上田  宏

小林 茂雄

鈴木 高明

中村俊太郎

細野 美樹

横堀  肇

簿

会 員 募 集

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□も音楽そのものも分からないけどチェ□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

*現会員とお友達になってみたい方

こんな方を温か<迎えてくれるのが栃本チェ□協会です。

一度、見学してみてはいかがですか?

*******

1月

2・ 3

6月

7月

9月

10月

11月

12月

*2006年度年FEE行事 ********
新年会 弾き初め会

4・ 5月   月一回の練習 (日 曜日)

合 宿

ゲネプロ 定期演奏会

総 会 月一回の練習 (日 曜日)

月一回の練習 (日 曜日)

林峰男先生の公開レッスン

クリスマス会

入会金 :4,000円  年会費 :4,000円 (学生 :2,000円 、準会員 :1,000円 )

**********************

■,大人のチェロ教室
*宇都宮 (南生涯学習センター)

毎月第 2金曜日 10:00～ 12:OO お茶付き

*足利 (足利教室)

毎月第 2土曜日 13:00～ 15!OO お茶付き

* 初心者の方も大歓迎いたします。 (チ ェ□、レンタル可 )

入会金 ・無   年会費 :1,000円

栃本チェ□協会事務局 丁el・ Fax028-647-0764


