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小さな聴き手たちをコンサートホールにお招きします
●９／２８
（土）

お話しピアノ――ピーターとおおかみ

水戸芸術館がひさびさにお届けする、小さな聴

る。くやしくて、もう一ちょう相撲をとり、今度は男

新作〈家が生きていたころ〉で用いた話です。」と

き手のための音楽会！ 今回は子供のための音楽

はウチワで扇ぐと、蚊は身体がフワフワ浮き上が

教えてくださいました。

として世界中の 子供たちを魅了してやまない、そ

って相撲にならない......。

の王道を行く語りと音楽によるプロコーフィエフの
〈ピーターとおおかみ〉の登場です。

こうした現実をとび越えた、空想の世界を演じ、
語るとき、狂言のわざはとてもさえるのです。

企画は、水戸芸術館企画運営委員でもある作

それで、自由な、空想と冒険がたくさんの物語

曲家の間宮芳生。間宮さんの書いた子供のため

〈ピーターとおおかみ〉の 、そしてサティの 詩と音

の 作品といえば 、スタジオジブリのアニメ映画
「火垂るの 墓」を思い出す方が多いかもしれませ
ん。そして出演は、間宮さんに加え、現代作品演

すべての 作品がピアノと語りにより上演される
今回の演奏会。高橋アキさんの表情豊かで美しい
ピアノとエネルギッシュでユニークな野村万禄さん
の語りが、皆さんを空想と冒険の世界へとお誘い
します。

楽がつれてゆく、夢の世界へのみちびき手として、
狂言の伝統的な語りのわざがさえるのです。
」
また、プログラムは、
〈ピーターとおおかみ〉に

さて、この後は野村万禄さんと高橋アキさんの
インタビューを掲載します。黒砂糖！が食べたくな

奏のスペシャリストで芸術館で 1995 年から 97 年

加え、サティの〈子供の音楽集〉と間宮さんの〈家

にかけて開催した「ぞうのババール」公演などでお

が生きていたころ〉と〈地球のともだち〉が演奏さ

馴染みの高橋アキさん、そして、NHK 大河ドラマ

れます。しかも、
〈家が生きていたころ〉は、この

『太平記』、
『秀吉』、
『利家とまつ』などにも出演し

演奏会のために間宮さんが特別に書き下ろしてく

ている和泉流狂言師の 野村万禄さんという顔ぶ

れる作品です。どのような作品なのか、間宮さん

を想像してみてください」

にお尋ねしたところ、
「エスキモー（イヌイット族）

野村万禄さんインタビュー

れです。

るかも？
！

「森の様子、動物たちのこと、ピーターのこと

さて、今回の公演の特徴は、何といっても、狂

の古いいいつたえに、
『大昔、人と動物がともに

言師野村万禄さんが語りをつとめるところではな

暮らしていたころ、動物は人になれたし、人も動

―今回は、高橋アキさんのピアノとの組み合わせ

いでしょうか。その魅力を間宮さんは次のように語

物になれた。そして、同じことば、魔法のことばを

で、語り手としてご出演いただきます。狂言では笛、

っています。

しゃべっていた。』というのがあります。

小鼓、大鼓、太鼓による囃子を伴って演ずる場合

「伝統の狂言には、狂言師が、しばしば、人間

実は命を持っていたのは、動物や人間だけでな

がありますが、今回はピアノの演奏と合わせて語

でないものに扮するものがあります。人間に化身

く、木や石や、人間が家をたてて住むようになって

りを入れていただきます。野村さんが演ずるにあ

した人間以外の生きものを演ずることも。中には

もその家も生きていて、飛んだり、人のことばが

たって両者の音楽の決定的な違いというのは、ど

蚊が人間に化けて、相撲が強いのが自慢の男と、

わかったりすると信じて来たのです。そんな人々

のような点にあるとお考えですか？

相撲をとって、男はうっかりさされて、コロリと負け

が経験した話として、伝えられているのが、今回の

野村：狂言の場合、4つの楽器の囃子演奏は「ア

写真左から；
間宮芳生
野村万禄
高橋アキ

シライ」と言い、狂言が主体で、それを盛り立てる

子供たちがこの 作品を通して、ピーターの 賢さ、

思います。

ような役割をもちます。一方、今回の「ピーターと

勇気をもって大きな力に向かっていくような活力や

―間宮芳生作品について、今回は新曲も含め 2

おおかみ」をはじめとする公演では、音楽と語りが

発想をもってくれればいいなと思っています。

作品を演奏されます。高橋さんから見て、間宮作

対等に渡りあっていないとダメです。脇役の「アシ

―最後に、演奏会に来てくれる子供たちに向けて、

品とはどのような音楽ですか？

ライ」とは違い、ピアノの 音量に負けないくらい、

メッセージをお願いします。

高橋：間宮先生は、世界の民族音楽をたいへん研

こちらも地声で張り合わなければいけないと思い

野村：狂言は室町時代の頃に成立したもので、無

究されていらっしゃる方だと思います。ですから音

ます。

駄なものを省いた簡素美を追求した芸能です。で

楽というのは私たちが生きる大地や自然や地球と

―また、狂言における声の表現と今回の語りとで

すからお客さんも想像しながら接してもらわないと

つながっているのだと想い起こさせてくれる、どこ

は、どのような違いを意識されていますか？

理解しにくいところがあります。今回の 公演でも

か懐かしい根源的なものと、知性との見事な融合

野村：日本的なものと西洋的なものの 違いとして

基本的には、お客さんの想像力がないと、世界観

を先生の 音楽に感じます。今回は先生の 新作の

は、まず着る物が違いますよね（笑）。狂言の 場

が小さくなってしまうという意味では、同じではな

演奏もさせていただくことになり、完成を心待ちに

合は着物を着て演じるのですが、これは研究者の

いでしょうか。私のせりふや高橋アキさんのピアノ

しています。

方から聞いた話ですが、日本人は農耕民族として

を聴きながら、そして照明による演出を楽しみなが

―そして、今回のメイン・プログラムである、プロコ

出発しているから、腰が大事なのです。能や狂言

ら、
〈ピーターとおおかみ〉では、森の様子、動物

ーフィエフの〈ピーターとおおかみ〉について、世

の衣装は、お腹に帯をぎゅっと締めますよね。そし

たちのこと、ピーターのことを想像してみてくださ

界中の子供たちに愛されている、その理由はどの

て狂言では、そこに力をためて徐々に息を出して

い。是非、自分が主人公になったつもりで、イマ

ような点にあるとお考えですか？

いく「込み」と呼ばれる発声の表現をします。今回

ジネーションを広げながら、お楽しみください。

高橋：原曲は、オーケストラ作品です。お話もプロ

の公演では、狂言の衣装ではおかしいから、洋服

コーフィエフ自身が作っていて、ピーターと動物た

を身につけます（笑）。洋服を着てポンと息を出す
表現と「込み」の表現はやはり違うと思います。
しかし、何かを表現するという点では同じだと思

ちの冒険の物語です。この音楽物語の大きな特
「ピアノと語りのかけ合いをお楽しみください」
高橋アキさんインタビュー

います。テーマにそって演じ、それがお客さんに

徴は、登場人物それぞれが、決められた楽器によ
る特有のメロディーで表わされている点です。小
鳥はフルートで、あひるはオーボエで、猫はクラリ

伝わらないのであれば、意味はありません。

―今回の演奏会では、サティ〈子供の音楽集〉が

ネットで、おじいさんはファゴットで、おおかみはフ

―今回は小さな聴き手の方たちにも楽しんでもら

最初に演奏されます。高橋さんは、わが国に「サ

レンチホルンで、ピーターは弦楽合奏でという具

おうと企画した演奏会ですが、狂言の演目のなか

ティ再発見」をもたらした第一人者としてもご活躍

合です。それぞれのメロディーを聴いていれば 、

にも、子供のためのものというのはあるのです

されてきているのですが、サティの魅力、そして今

子供でも次に誰が出てくるのかがわかるのです。

か？

回の 演奏曲である〈子供の 音楽集〉の 魅力につ
ぶ

す

野村：あります。狂言の 古典の 演目の『附子 』や
ふくろうやまぶし

『梟 山 伏 』などです。これらは、視覚的にも内容
的にも子供たちが理解して楽しめる演目です。
『附子』の話を少しだけしましょうか。この話は、

今回は、この作品をピアノと語りだけで上演しま

いて、あらためてお話しください。

す。ピアノでそれぞれの楽器の音を演奏するのは、

高橋：サティの音楽は、どの時代に書かれた音楽

私にとっても楽しいことです。オーケストラ版より

かわからない、時代を越えて存在しているようなと

ピアノ版の方が、音楽と語りのかけ合いが、親密

ころがあります。それは、サティが音を推敲してい

でわかり易いと思います。是非そのやりとりをお

かつて小学校 6 年の 国語の 教科書にも載ってい

くことで、音の 数を減らして、非常に簡潔な音楽

楽しみください。語りには、和泉流狂言師の野村

た話です。太郎冠者と次郎冠者という2 人の召使

となっていることにも原因があるのだと思います。

万禄さんが登場します。彼の狂言で鍛えられてい

いに、主人が家に附子という大毒があるが決して

とても風通しのよい音楽です。聴き手は自由に音

る生の 声による語りと演技が、きっと皆さんに親

開けないように注意して留守番をしろと言い残し、

のイマジネーションを広げられるし、弾いている本

しみやすさと同時に迫力のある体験をもたらしてく

外出します。ダメだと言われるとやりたくなるのは、

人にとっても、とてもくつろげる音楽です。くつろ

れるのではないでしょうか。

昔も今も同じこと。2 人は、附子が入っていると言

いで弾けると言っても、そこにいくまでは、たいへ

―最後に、演奏会に来てくれる子供たちに向けて、

われた容器を開けてしまいます。すると、中には

んですけれどね（笑）
。

メッセージをお願いします。

黒砂糖が入っていて、2 人は美味しい美味しいと

また、サティはちょっと風変わりで、純粋で、子

高橋：ピアノと語りのかけ合いの面白さや、それぞ

全部食べてしまう。さらに言い訳のために、2 人は

供が大好きで、
「1 歳の子供がピアノをどうやって

れの登場人物ごとに特定のメロディーが決まって

高価な掛物や 湯呑を壊してしまいます。やがて、

弾くのかを知りたい」などと語っています。
〈子供

いたりとか、
そういう部分にも注目してみてください。

主人が帰って来ると、2 人はうそ泣きをしながらこ

の音楽集〉は、子供でも弾けるようにと、どの曲

音楽は音楽だけというのではなく、今度の演奏会

う言います。
「留守番中に寝てしまってはいけない

も隣り合った 10 個の白鍵だけで書かれています。

では、ピアノも語りも一緒に楽しんで、自由に空

と2 人で相撲をとっていて、大切な物を壊してしま

とても自然な形で音楽に入っていける作品です。

想をしてみながら聴いてもらえたらと思います。

った。死んでお詫びしようと思い、附子を食べた

音楽と一緒に語られる言葉も、サティが自分で作

が死ねなかった。」ケチをすると大損をするという、

っていて、とても楽しいものです。いたずらっ子

教訓が隠されているお話です。

やかわいい子供たちが出てくるので、自分たちの

〈ピーターとおおかみ〉
でもテーマは違いますが、
(2)

友達と一緒にいるかのように感じてもらえたらと

《中村》

写真左から；
矢部昌子、
2003 年 3 月の〈日本のうた〉セミナー風景

Portrait

パリの息吹をコンサートホールに届けます

記録的な猛暑の続く8 月上旬、矢部昌子さんが

●９／８（日）
矢部昌子ピアノ・リサイタル
フォーレをよく弾いていましたね」。

リハーサルのために来館された。水戸市出身・在

そして 芸大卒業の 2 年後、パリの 名門エコー

Portrait

は、フランスの自由でおおらかな精神に対する愛
情が読み取れた。

住のピアニストとして活発に活動してきた矢部さん

ル・ノルマルへ留学。フランス音楽との関わりをま

好きなピアニストを伺うと、ミケランジェリ、ルヴ

だが、水戸芸術館には来る9 月 8 日のリサイタルで

すます深いものにしていく。
「パリへ行って一番驚

ィエ（矢部さんの 先生でもある）、ギーゼキング、

初登場となる。熱のこもったリハーサルの後、楽

いたのは、皆自由に弾いていることでしたね。日

ペルルミュテール、内田光子らの名前が挙がった。

本で学んでいるときは、
こう弾かなければいけない、

バリバリ弾きこなすというよりは、色彩やニュアン

屋でお話をうかがった。
今回、矢部さんが編んだプログラムは、モーツ

みたいなプレッシャーを感じていたのですが、それ

スを重んじた演奏をするピアニストが多いのが、矢

ァルト〈ファンタジア K.397〉、リスト〈エステ荘の

がまるでないのです。そういう環境の中でドビュッ

部さんらしいと感じた。

噴水〉
〈オーベルマンの 谷〉、ショパン〈バラード

シーをはじめフランス音楽をたくさん弾くことがで

さて、3 年間のパリ留学の後 1992 年に帰国し

第 4 番〉、ドビュッシー〈映像 第 1 集・第 2 集〉とい

きました」たしかに、あのフランス独特の自由な雰

てからは、演奏活動のかたわら、水戸第三高校や

うもの。矢部さんは「ドビュッシーをメインに据え

囲気こそ、ドビュッシーやサティ、メシアンなどの斬

常磐短期大学の講師として熱心に後進の指導に

て、それに関連する作品を加えてプログラミングし

新で色彩溢れる創作の母体となったはずだ。

もあたってきた矢部さん。だがここ数年は、今年
幼稚園児になるお子様の育児も重なって「演奏活

ました。フランス音楽とは関係のないような曲も

一見几帳面な矢部さんと自由気ままなフランス

含まれていますが、ドビュッシーへとたどり着く音

と、果たして相性は？「フランス人の自由さって言

動はもちろんのこと、芸術館のコンサートに行っ

楽の歴史の流れを表現したつもりです」と語る。

葉では表現できない独特な感じがありますし、好

たり、CDを聴いたりする余裕もないほど忙しかっ

矢部さんとフランス音楽の出会いは、東京芸術

不調の波もすごくはげしいですよね。パリ管弦楽

た」という。今回、復帰後初のリサイタルとなるが、

大学在学中にさかのぼる。
「それまでは古典派・ロ

団の演奏会には何度も足を運びまして、いいとき

「今まで勉強してきたことを思い出しながらリラック

マン派の 作品をたくさん弾いていたんですが、大

は本当に素晴らしく演奏するオーケストラというこ

スして演奏して、音楽の美しさを聴衆の皆様に伝

学のときに安川加寿子先生に導かれてフランス音

となんですが、私が行くときはいつも調子が悪か

えられたらと思っています」と、力強い意気込みを

楽を弾くようになりました。芸大時代はラヴェルや

ったみたいで・・・」と微笑む矢部さんの表情から

語ってくれた。

〈日本のうた〉セミナー第２期スタート！
露風の詩による山田耕筰歌曲の世界

とびきりフレッシュな名手たちによる
ガラ・コンサート

●９／１４
（土）畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー

第２期「山田耕筰ＩＩ
Ｉ」

《関根》

●９／２９（日）茨城の名手・名歌手たち第13回
合格者のさらなる精鋭化をはかるため、今年から部門ごとに隔年の開催とし

昨年秋から始めた畑中良輔講師による日本歌曲の公開セミナー、いよいよ

た「茨城の名手・名歌手たち」。
「鍵盤楽器・弦楽器・邦楽器・邦楽アンサンブ

第 2 期の開講です。今期も公開レッスンに加えて、受講生たちのミニ・コンサ

ル」が対象となった今年 4 月 28 日のオーディションには 43 組が参加し、ピア

ート、大物ゲストによるステージという盛りだくさんの構成でおおくりします。

ノ6 名、ヴァイオリン 1 名、箏 1 名の合計 8 名が合格、来る9 月 29 日の演奏会

第 2 期初回のメイン・テーマは、山田耕筰初期の傑作、三木露風の詩によ
る歌曲集〈風に寄せてうたへる春のうた〉。日本歌曲の創作を始めた頃の山

に出演します。その内容をかいつまんでご紹介しましょう。
ピアノは、大塚万記子さんがバッハ〈半音階的幻想曲とフーガ〉、平野梨紗

田にとって最も重要だった詩人は三木露風でした。ベルリン留学時代、山田

さんがリスト〈オーベルマンの谷〉、田名部真理恵さんがシマノフスキ〈変奏

は持参した露風詩集『廃園』の一篇から処女歌曲〈嘆き〉を書いています。そ

曲 作品 3〉、篠原有紀子さんがアイヴズ〈ソナタ 第 2 番〉第 2 楽章、海野智夏

して、山田の最初の連作歌曲〈風に･･･〉もまた、露風の詩によるものなので

さんがスクリャービン〈ソナタ 第 2 番〉第 1,2 楽章、佐藤晃子さんがリスト〈バ

す。昨年のセミナーで、講師の畑中はこの曲を「陰りある曲調の多い日本歌

ラード 第 2 番〉と、ヴァラエティに富んだ曲目が並びました。同じ楽器でも奏

曲の中で、これは幸福感に満ちていて明るく輝いている」と語っています。新

者によって驚くほど異なる表情を見せるピアノだけに、出演者それぞれの個性

婚の純粋な愛を高らかに謳いあげる露風の詩に山田はぴったりの旋律を書い

的な音色を存分にお楽しみいただけることでしょう。

たのです｡セミナーでは、
〈風に･･･〉の他に、
〈童謠百曲集〉を取り上げ、山田
耕筰の童謡作曲家としての側面にも迫ります。また、ゲストにはソプラノ関定
子さんが登場。
〈雨情民謡集〉全曲を披露していただきます。

楽器からの出演となる安田有希さん（箏）は、沢井忠夫〈讃歌〉で古雅な音色

第 2 期は、今後、橋本国彦（12 月 7 日）、平井康三郎（2003 年 3 月 15 日）
と続きます。山田以降の日本歌曲がどのように展開していったのか。第 2 期も
どうぞご期待下さい。
【受講生】 石橋友子、辻弘子、西田ちづ子、幅野由美（ソプラノ）
【ゲスト】 関定子（ソプラノ）田中直子（ピアノ）

今回の出演者の中では最年少、高校 3 年生の岡部磨知さん（ヴァイオリン）
はプロコーフィエフの難曲〈ソナタ 第 2 番〉第 1,3 楽章に挑戦。また、唯一邦

《松田》

をホールに響かせます。
新たな名手たちの誕生を祝いに、ぜひコンサートホールへ足をお運びくだ
さい。
《関根》
(3)

■水戸室内管弦楽団第４９回定期演奏会

最近の 公演か ら
JUNE / JULY

ひさびさのメンバーのみの公演となった第 49

ーケストラの楽器が様々に組み合わされて層を

回定期演奏会。プログラムの前半は、川崎雅夫

織り成していく、その音響はまさに「雲」のごとく

のソロによるホフマイスター〈ヴィオラ協奏曲〉と、

漂うものであった。2 曲目は、オーボエの宮本

水野信行のソロによるR.シュトラウス〈ホルン協

文昭がソロを務めて、モーツァルトのオーボエ協

奏曲 第 1 番〉。いつも一緒に演奏している仲間

奏曲が演奏された。大きなアクションを伴って、

がソロを務めるだけに、ソリストとオーケストラの

天上の音楽のごとき優美な宮本の演奏。小澤も

息はぴたりと合い、親密な友人との会話を楽し

大きなアクションでしかし細心の注意を払いなが

むかのようなかけ合いが聴衆を魅了していた。

らオーケストラを導いていった。27 日には、宮

後半はブラームス〈弦楽五重奏曲 第 2 番〉の弦

本の独奏で、ブリテンの〈オウィディウスによる6

1

2

3

4

5

はステージに上がり小澤のすぐ傍らに腰掛け、
小澤やメンバーと綿密なやり取りを交わした。オ

（６月８日・９日）

楽合奏版。晩年のブラームスならではの複雑な

つの変容 作品 49〉の第 1 曲がアンコールとして

書法と深い滋味が魅力のこの作品は、演奏者

奏された。そして、最後は、ハイドンの交響曲第

にとってかなりハードな曲だったようで、コンサー

60 番〈うかつ者〉。副題にある通りオーケストラ

トマスターを務めた安芸晶子は、練習が終わる

がまさに「うかつ」なことをしてしまう。圧巻は終

たびに「この曲、難しいねえ」を繰り返していた。

楽章で、ヴァイオリン奏者たちは調弦が正しくさ

しかし、そうは言っても加速度的に室内楽的緻

れていないことに気付き、なんと音楽を中断して

密さを増していく密度の濃いリハーサルを積み

調弦をし直してしまう。小澤とMCOは、典雅な

重ね、本番では熱演で聴衆をうならせた。アン

情趣で聴衆を酔わせながら、幸福感とも置き換

コールは、6 月 8 日がブラームスの第 3 楽章、6

えられそうな笑いを振り撒いた。

月 9 日が同第 4 楽章。《関根》アンケートから●

6 月 24 日には、水戸市内の小中学生をコンサ

全員の連帯感がすごかったです。指揮者がい

ートホールに招き、公開リハーサルを行った。小

ないのに息がピッタリで、すごくかっこよかった

澤は「どう？ 面白かった？」と笑顔で子供たちに

です。全員がいっせいに息つぎ（弦楽器は何と

話しかけていた。水戸の町が生んだオーケスト

いうのでしょう…）をするところなんか、ぞくぞく

ラ。子供たちにとっても故郷の思いの 1 片として

しました。
（目黒区：R.A.さん）● 2 つの協奏曲

MCOが心に残ってもらえればと思う。

はいずれも素晴らしかった。特にホルンの音色

また、定期公演に先がけて、6 月 25 日に大分

に魅せられました。ブラームス弦楽五重奏曲の

県立総合文化センター グランシアタ で館外公

合奏版のアンサンブルの素晴らしさは MCOなら

演を実施した。およそ 2000 席の客席が埋め尽

ではのものでした。
（港区：N.O.さん）●コンチ

くされた。MCOは、小編成にもかかわらず大オ

ェルトの 2 曲は普段あまり聴く機会のないソロの

ーケストラに匹敵するダイナミクスと室内オーケ

楽器だったので、たいへん興味深く聴きました。

ストラならではの息のあったアンサンブルを聴か

ヴィオラはすごく聴きやすい音域で、すばらしい

せ、聴衆を熱狂させた。《中村》アンケートから

楽器なのを再確認。ホルンのソロはスリリングで

●〈彩雲〉は東洋的な音色も含まれていて、とて

素晴らしかったです。
（新治郡：K.E.さん）●なん

も感激。音をさがすのがとても楽しかった。オ

て自由にリズミカル。文字通り、楽器本来の「音」

ーボエ協奏曲は音色に感動。宮本さんと小澤さ

を「楽しむ」素晴らしいプログラムでした。
（台

んの呼吸がすごく合っていて最高の人同士で感

東区：M.K.さん）

じる何かがあるのだろうなと思った。最後の曲
はやはり水戸管はすごい！と感動のあらし。音

6

■水戸室内管弦楽団第５０回定期演奏会
（６月２６日・２７日）

た。
（横浜市：M.Iさん）● MCOのモーツァルトは

■水戸室内管弦楽団大分公演

やっぱり最高です！私がモーツァルトに開眼した

（６月２５日）

のは MCOのおかげでした。宮本さんのオーボ

水戸室内管弦楽団の 50 回という記念すべき

7

8

(4)

楽のもつ可能性、さまざまな魅力に釘付けでし

エもやっぱりいいですよね。
（水戸市：E.H.さん）

定期演奏会。指揮は、MCO 音楽顧問の小澤征

●委嘱作品の〈彩雲〉は標題のとおり、色彩豊

爾。更なる飛躍の意志表示であるかのように、

かな響に魅了されました。特に木管と打楽器の

今回は実にユニークなプログラムが組まれた。

アンサンブルが印象的でした。オーボエ協奏曲

まず、フランスで大きな支持を集めている平義

は見ているだけでも楽しい ステージ （まるで

久の MCO 委嘱作品〈彩雲〉。リハーサル中、平

ショーのよう！）でした。小澤さんと宮本さんのか

1〜3. 水戸室内管弦楽団第 49 回定期演奏会
5〜8. 水戸室内管弦楽団第 50 回定期演奏会

4. 水戸室内管弦楽団第 50 回定期演奏会公開リハーサル風景

けあいが絶妙で、終楽章などは聴いている方も

たちの名人芸が交互に登場、劇場はシェイクス

踊りだしたくなりました。宮本さんは登場のしか

ピア時代のグローブ座に姿を変えてゆくのでし

たから本当にエンターテイナーなんだなと感じま

た。アンコールはルポ：
〈マスク・
ミュージック〉か

した。ハイドンははじめて聴いたが面白い曲だ

ら Move Now with Measur'd Sound 、 Time,

った。曲よし、指揮よし、演奏よしで三拍子そろ

That Leads the Fatal Round の 2 曲。終演後に

いです。
（水戸市：T.M.さん）

はピケット氏、ランさんによるサイン会を開催。

1

《矢沢》アンケートから●シェイクスピアの劇場
■パブロ・カルテット（７月６日）

オリエンタルな衣装に身を包み、パブロ・カル

にいるふんいきを味わえました。5 年生の娘も楽
しかったといっています（水戸市：K.N.さん）●

テットの 4 人は颯爽とステージへ 飛び出していっ

ACM 劇場でやったのは大正解だと思いました。

た。彼らが演奏したのは、ピアソラ、アリ−ザデ

そしてジョン・バランジャーのプレイは最高でし

ー、ゾーンといういずれも1980 年代後半から90

た。とことん笑わせ尽くした後のぴしっと締めた

年代に書かれた、まさに「同時代」の作品と、

あのセリフ。できるならばアンコールはなしにし

20 世紀の古典ともいえるラヴェルの弦楽四重奏

てほしかったほど（高萩市：無記名の方）●ジョ

曲。彼らが選んだのは、自分たちの視線で自由

アン・ランの歌声が素晴らしかった。シェイクス

に、真っ直ぐに選んだ、本当に彼らにとって共

ピア劇が観たくなった（仙台市：K.K.さん）

感できる作品ばかりだったのではないだろうか。
印象的だったのは、アリ−ザデー作品の演奏。

3

■加藤直子 ヴァイオリン・リサイタル（７月２１日）

電子音の使用や照明の演出なども加わり、異界

芸術館開館の 90 年と91 年の安永徹によるヴ

とも言える演劇的な空間が創出された。彼らの

ァイオリン・セミナーの受講生であった加藤直子

純粋で、瑞々しい感性が心に残る演奏会であっ

の、デビュー・リサイタルが開催された。芸術館

た。アンコールは J.S.バッハ：
〈G 線上のアリア〉、

では、世界中の優れた演奏家たちを紹介してい

ハーリン：
〈星に願いを〉。《中村》アンケートか

く一方で、水戸を中心に茨城県内の新しい才

ら●フレッシュな4人でした。プログラムも服装も

能が世に出る為の一助ともなりたいという願いと

斬新でした。特に面白かったのが 2 曲目の〈ム

ともに、活動を行ってきている。だから、今回の

ガーム・サヤヒ〉。様々なことを想起しながら聴け

演奏会は芸術館にとっても、ひとつの理想の実

る深い曲だと思いました。
（無記名の方）●現

現であったと言える。この日の加藤の演奏は、

代音楽のすばらしさに気付くことができたのは、

デビュー公演にふさわしい、力強く羽ばたいて

何よりの収穫です。
（日立市：A.T.さん）●現代

いくかのようなエネルギーに満ちていた。プログ

作家のコンサートは初めてで、1 曲目からドキ

ラムは、モーツァルト、ベートーヴェン、プロコーフ

リ！としました。なんだか、あのホールのバック

ィエフ、チャイコーフスキイ、バッジーニの 5 曲。

に大きな絵を描きたくなりました。心弾みました。

曲想もスタイルも異なるこれらの傑作群を、加藤

（水戸市：Y.K.さん）●若くて才能あふれる方た
ちの 演奏を聴くのはとても嬉しいことでした 。

2

4

5

は大いなる説得力をもって見事に弾き分けてい
った。アンコールは、ヤナーチェク：ピアノ曲集

6

〈草陰の小道にて〉より 散りゆく〈木の葉〉 の

（日立市：K.O.さん）

ヴァイオリン編曲版。《中村》アンケートから●
■グローブ座の音楽家たち（７月１２日）

雰囲気をつくろうとせず、一演奏家としての自然

「ここはグローブ座に似ているね！」ACM 劇

な姿に共感。
（無記名の方）●中学を卒業して

場に入るや否や開口一番、フィリップ・ピケット氏。

からクラシックが好きになって、美しい瞬間を寄

そりゃそうです、なんといってもあなたがたのホ

せ集めてそれが流れているような、キラキラした

ーム・グラウンドをモデルに設計されたのですか

音楽だなと思うようになった。そういう キラキラ

ら！そのせいかメンバーのノリが、今回の日本

が今日の直子ちゃんにもあって、すてきだなと思

公演の中でもひときわよかった…かどうかは不

いました。
（横浜市：N.K.さん）●入院中ですが、

明ですが、客席が沸きに沸いたのは事実。もち

特別に外出の許可をいただいて参りました。若

ろんその立役者は道化のバランジャー氏、開演

さあふれるコンサート、これから益々のご活躍を

前からお客様のチケットを奪って勝手に座席を

お祈りいたしております。素敵な音楽にふれ 、

指定したり怪しい日本語であいさつしたりやり

病気も治りそうです。
（ひたちなか市：S.S.さん）

7

たい放題。笑いに満ちたパフォーマンスと、ジ
ョアン・ランさんの涼やかな歌声そしてメンバー

1〜2. パブロ・カルテット

3〜5. グローブ座の音楽家たち

6〜7. 加藤直子 ヴァイオリン・リサイタル

(5)

水戸芸術館９月のスケジュール

information
■チケットに関するお問い合わせ
…水戸芸術館チケット予約センター／０２９−２３１−８０００
営業時間／９
：
３０〜１８
：
００(月曜休館)
■公演内容や企画に関するお問い合わせ
…水戸芸術館音楽部門／０２９−２２７−８１１８
■【ＡＴＭ便り】毎月１回茨城新聞に不定期登場。

コンサートホールＡＴＭ
■矢部昌子 ピアノ・リサイタル
９／８
（日）
１４
：
００開演 料金（全席自由）
：￥２，
０００
■畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー 第２期「山田耕筰Ｉ
Ｉ
Ｉ」
９／１４
（土）
１４
：
００開始 料金（全席自由）
：￥１，
５００／第２期通し券￥３，
６００
■小さな聴き手たちへ―お話しピアノ― ピーターとおおかみ
９／２８
（土）
１４
：
００開演 料金（全席自由）
：大人￥２，
５００ 小・中・高生￥１，
０００
■茨城の名手・名歌手たち 第１３回
９／２９
（日）
１７
：
００開演 料金（全席自由）
：￥１，
５００

■【アートタワー通信】第１・第３週に１度、新いばらき新聞に登場。

ＭＣＯ定演・ＮＨＫ放映
事後報告になってしまったことをまずお詫び申し上げます！去る8 月
16 日（金）朝 8 時 5 分より、NHK・BS2「ワンダフル・クラシックス」にて、
昨年 11 月 24 日に収録された水戸室内管弦楽団第 48 回定期演奏会
（指揮：
トレヴァー・ピノック）が放映されました。NHKからの放映日決定
の連絡が前号の vivo 発送後だったため、vivo 紙面であらかじめお知
らせすることができませんでした。ネット配信「ATM 速報」を定期購読
された方は速報としてご覧いただけたと思います。
「ATM 速報」の速
報性に vivo 編集部としてはちょっと嫉妬を覚えつつ、より速い情報が入
手できる同速報は便利ですよ！とお勧めしておきます。もちろん vivo 紙

エントランスホール
■パイプオルガン プロムナード・コンサート
９／１
（日）
１２
：
００／１３
：
３０ ９／２１
（土）
１３
：
３０／１５
：
００
〈宴や夜市（泉町商店会）関連企画〉
９／２７
（金）
１８
：
００
入場無料 ※演奏は各回２０分程度です。
ＡＣＭ劇場
■日本映画が好き２００２ ９／７
（土）
１０：００〜「稲妻」、
１２：００〜「晩春」
９／８
（日）
１０
：
００〜「華岡青洲の妻」
、
１２
：
００〜「サンダカン八番娼館 望郷」
料金（全席自由）
：前売￥４５０ 当日￥５００
（当日の出入り自由）
■第１７回水戸映画祭 ９／７
（土）
１４
：
２０〜「神様がくれた酒 セクシードリ
ンク大作戦」、
１６
：
３０〜「ＴＨＥ ＣＯＬＯＲ ＯＦ Ｌ
Ｉ
ＦＥ」、
１８
：
４０〜「殺し屋１」
９／８
（日）
１４
：
３０〜「ハッシュ！」
、
１７
：
００〜「とらばいゆ」
、
１９
：
２０〜「クロエ」
料金（全席自由）
：前売￥９００ 当日￥１，
０００
（各回入替制）／１日通し券￥２，
５
００
（１日限り３作品鑑賞）
■第６回水戸短編映像祭
□招待作品部門（３プログラム） ９／１４
（土）
、
９／１５
（日）各日１３
：
００〜
料金（全席自由）
：￥１，
０００
（各回入替制）／１日有効フリーパス￥２，
５００
□コンペティション部門 ９／１６
（月）
１２
：
００〜
料金（全席自由）
：
１日通し券￥１，
０００

上でも再放映の機会があったら必ずお知らせします！

チケット・インフォメーション〈９月７日（土）発売分〉
◎水戸室内管弦楽団第 51 回定期演奏会
11/9（土）18：30 開演、11/10（日）14：00 開演
料金（全席指定）
：S席￥6,000 A 席￥5,000 B席￥3,500
◎水戸室内管弦楽団第 52 回定期演奏会
11/23（土）18：30開演、11/24（日）14：00開演
料金（全席指定）
：S席￥10,000 A 席￥8,000 B席￥6,000
第 51回と第 52回のセット券（限定200セット）
：
S 席￥14,000 A席￥11,000
※水戸室内管弦楽団定期演奏会には、9 月 4 日（水）より友の会の先
行電話予約があります。

現代美術センター
■カフェ・イン・水戸ＣＡＦＥｉ
ｎＭｉ
ｔｏ
（Ｃｏｍｍｕｎ
ｉ
ｃａｂ
ｌ
ｅＡｃｔ
ｉ
ｏｎＦｏｒＥｖｅｒｙｂｏｄｙ）
８／１０
（土）〜９／２３
（月）
９
：
３０〜１８
：
００
（入場は１７
：
３０まで）休館日：月曜日
ただし９／１６・２３
（月）は開館、
９／３・１７
（火）は休館
入場料：一般￥８００ 前売・団体（２０名以上）
￥６００ 中学生以下、
６５歳以上、
心身障害者の方は無料

これからの演奏会・残席情報
〇…残席あり（２０席以上） △…残席わずか（２０席未満） ×…残席なし
ブロック 左右・裏…左右ブロックおよびステージ裏 補助…補助席

中央…中央

◎矢部昌子 ピアノ・リサイタル 9/8（日）
…自由席○
◎畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー 第 2 期
9/14（土）…自由席○
12/7（土）…自由席○
2003 年3/15（土）…自由席○
◎小さな聴き手たちへ―お話しピアノ― ピーターとおおかみ
9/28（土）
…自由席○
◎茨城の名手・名歌手たち 第 13 回 9/29（日）
…自由席○
◎宮本文昭 オーボエ・リサイタル 10/5（土） …中央×、左右・裏○
◎バーバラ・ボニー ソプラノ・リサイタル
10/14（月）
…中央×、左右△、裏△
◎ミト・デラルコ 第 5 回演奏会 10/12（土）
…中央×、左右・裏○
◎野村 誠＆箏衛門 コンサート 10/20（日）
…自由席○
◎マリー−クレール・アラン オルガン・リサイタル
10/28（月）
…1F △、2F×
※ 8/15（木）現在の状況です。
※公演当日に残券がある場合、開演 1 時間前より水戸芸術館チケット
カウンターでお得な 学生券を発売いたします。ご購入の際には学生証
（記名章）をお持ちください。公開セミ ナ−など、学生券のない公演も
ございますので、予めお問い合わせ下さい。
※固定席が売り切れ次第、補助席を販売いたします。

ネッタマは今月、夏休みをいただきます！

茨城の主な９月の演奏会
◆佐川文庫 ＴＥＬ／０２９
（３０９）
５０２０■佐川文庫サロン・コンサート 永島
義男 コントラバス・コンサート ９／２８
（土）
１８
：
００開演
◆ひたちなか市文化会館 ＴＥＬ／０２９
（２７５）
１１２２■錦織 健 テノールリ
サイタル ９／１６
（月）
１５
：
００開演
◆日立シビックセンター ＴＥＬ／０２９４
（２４）
７７１１■千住真理子 ヴァイ
オリン・リサイタル ９／２０
（金）
１８
：
３０開演■〜日立出身の音楽家と子ども
たちの交流〜田沢 烈と日本フィルの仲間たち ９／２３
（月）
１４
：
００開演
◆日立市民会館 ＴＥＬ／０２９４
（２２）
６４８１■ファード・アブダラ レバノン
芸術団 ９／７
（土）
１８
：
３０開演（問）ＭＩＮ−ＯＮ日立 ＴＥＬ／０２９４
（２１）
６６２４
◆常陸太田市民交流文化センター・パルティホール ＴＥＬ／０２９４
（７３）
１２
３４■ＮＨＫ交響楽団トップメンバーによる金管五重奏団コンサート ９／２１
（土）
１４
：
００開演
◆ノバホール ＴＥＬ／０２９８（５２）５８８１■岡田博美 ピアノ・リサイタル
９／１５
（日）
１５
：
００開演■レイフ・オヴェ・アンスネス ピアノリサイタル ９／
２３
（月）
１５
：
００開演（問）つくばコンサート実行委員会 ＴＥＬ／０２９８
（５２）
６
４７０
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