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左；フィオレンツァ・コッソット
右；呉恵珠

数々の伝説をその身にまとった、偉大なる名歌手の登場。
●７／２７（日）フィオレンツァ・コッソット
今年の 水戸芸術館コンサートホールＡＴＭは、
「歌の年」と形容してもいいかもしれません。４月
には『オペラの 花束をあなたへ』で佐藤美枝子、

メゾ・ソプラノ・リサイタル

その声を日本の聴衆の前に存分に披露している

と。マリブランは１９世紀初頭の名歌手マリーア・

からです。

マリブラン）の 魂を求めて模索した声でもあった

コッソットの声種はメゾ・ソプラノであり、かつて

が、コッソットは、結果的に、カラスですら成し得

井ノ上了吏、大島幾男という３人の名歌手が揃い

オペラにおいては、主役級の 役割を受け持つこ

なかったこの声を、現代的な知性と技術によって、

踏みを果たしました。ことに佐藤美枝子のドリーブ

とが多いソプラノやテノールの、脇にまわりがちな

ついに具現した。この低声の威力と、ソプラノと

〈ラクメ〉から 鐘の歌 の驚異的な名唱は満場の

立場でした。しかしコッソットは、２５歳年上の名歌

見紛うばかりに輝かしい高声、そして、それを見事

喝采を浴びました。５月にはアンネ・ソフィー・フォ

手ジュリエッタ・シミオナートと共に、オペラにおけ

に結ぶ充実した中声を武器に、コッソットは全身

ン・オッターが登場、現代における歌曲解釈の最

るメゾ・ソプラノの役柄（たとえば〈アイーダ〉にお

全霊を込めた激しい役作りの舞台を展開した」
（以

前衛を、鮮やかなステージ・パフォーマンスと共に

けるアムネリスなど）の存在感を、歌唱面におい

印象づけました（両公演の詳しいレポートは

ても演技面においても、かつてないほど高めるこ

ペ

ージをご覧ください）。そして、フィオレンツァ・コッ
ソット。この１４年、さまざまな名歌手がコンサート

とに成功したのです。
評論家の 國士潤一氏は、コッソットについて、

上、
『クラシック音楽の２０世紀⑤オペラの 時代
（音楽之友社）』からの引用）
マリア・カラス。この大歌手が引き合いに出さ
れているのは偶然ではありません。コッソットは１２

ホールＡＴＭに登場してきましたが、なんと意外な

シミオナートがメゾをプリマ・
ドンナ・ソプラノと互

歳年上のカラスと同時代を生き、２２歳のときの初

ことにイタリアの名歌手が出演するのは、これが

角の存在にしたならば、コッソットはロッシーニ以

共演であるベッリーニ：
〈夢遊病の 女〉をはじめ

初めてとなるのです。さっそく、この偉大なプリマ

来初めてメゾをプリマ・
ドンナとした歌手、と表現

数々の 舞台を共にしたのです。奇しくもカラスの

をご紹介しましょう。

した後、彼女の業績を次のように形容します。少

引退興行となった６５年パリ・オペラ座でのベッリ

し長くなりますが引用しましょう。

ーニ：
〈ノルマ〉
でも、コッソットは共演していました。

「コッソットの 玲瓏とした声の 冴え、ことにその 声

彼女はカラスから多くのものを吸収し、マントの翻

と言っても、１９７０年代からの年期の入ったオペ

のどの音域においてもまったく雑音を混入させぬ

し方といった舞台上の所作もつぶさに見て学んだ

ラ・ファンの方々は、筆者よりもはるかにコッソット

完璧な発声技術は、少なくとも今世紀（註：この文

ということです。

のことをよくご存知でしょう。１９３５年生まれのコッ

章が書かれたのは１９９３年）のメゾのなかでは随

しかしもちろん模倣だけで名歌手が誕生するは

ソットは、７０年代、ＮＨＫが招聘したイタリア・オペ

一の存在であった。深く鋭い低声は、カラスがマ

ずもありません。天性の能力と努力、そして次の

ラ団の一員として３回来日し、絶頂期を迎えていた

リブラン（註：カラスはもちろんマリア・カラスのこ

発言に聞かれるような強靭な意志こそが、彼女を

フィオレンツァ・コッソット、その肖像

スターダムへと押し上げたのでしょう。これは、彼

到達した音楽の精髄を、メッセージとして届けよう

目玉になるそうですよ！そして演奏会の夜１８
：
００か

女が決定的な成功を収めた６１年ミラノ・スカラ座

としているのです。事実、昨年行われた来日ツア

らは、南町のイタリア料理店「ドンピッポ」にて、

公演の思い出です。このとき、彼女は急病でキャ

ー（今回と同じく、呉 恵珠が彼女の 伴奏を務め

コッソットさんを囲むパーティが行われます（問い

ンセルとなったシミオナートの代役を急遽務めた

ています）は、単なる賞賛を超えた深い感動の声

合わせは同店 ＴＥＬ０２９−２２５−１４００まで）。演

のでした。

を集めていました。彼女のそのときのインタビュ

奏会の感動の後、夕暮れ時の水戸の街をゆっくり

ーをご紹介しましょう。

歩き、ピッツァやワインに舌鼓を打ちながらコッソ

「リハーサルでくたくたになって家に戻ったら、支
配人から『２０分で劇場に来い』と電話。劇場では

「仮に 今、老いて 声が 出なくなったカルーソー

ットさんに会う…。優雅な夏の休日を、ぜひこの

『シミオナートに代わってコッソットが出演します』

（註：
２０世紀初頭の大テノール歌手、エンリコ・カル

演奏会と共にお過ごしください！《矢澤》

というアナウンスで、観客の『オーッ』という失望

ーソー）が舞台の上にいるとしましょう。そこで彼

のため息でしょう。二十歳の小娘だった私は、負

が何も『表現』できないと思いますか。人間の 真

けるものかと思いましたよ」
（２００２年７月３０日、徳

実を伝えるのは表面的な声量ではない」
「年を重

島新聞に掲載されたインタビューから）

ねるとは、成熟するとはどういうことなのか。今の

コッソット絶頂期の歌唱を聴くには、以下の２枚

私の歌を通じ、若い世代に音楽する意味をじっく

のアルバムが入手し易いでしょう。まず６２年にミ

り考えてもらいたい」
（２００２年７月２７日、朝日新

ラノ・スカラ座で録音された、まだ２０代、 昇り竜

聞夕刊に掲載されたインタビュー）

のコッソットが聴けるヴェルディ：
〈トロヴァトーレ〉

【コッソットのアルバム】
●ヴェルディ：歌劇〈トロヴァトーレ〉
セラフィン指揮ミラノ・スカラ

モーツァルトやロッシーニに始まり、日本歌曲、

の録音。もうひとつは、７４年、まさに脂の乗りき

そして彼女が舞台上で数多くの名演を聴かせてき

った時期に録音されたヴェルディ：
〈アイーダ〉の

たチャイコーフスキイ、ドニゼッティ、マスカーニ、

録音（本稿末尾のＣＤ紹介の欄をご覧ください）。

そしてヴェルディの名アリアで構成されたコッソッ

これらには、今回のリサイタルでも歌われる曲が

トのリサイタル。それは、音楽のみならず、人生を、

含まれています。

人間そのものを聴く音楽会となることでしょう。

座管弦楽団、合唱団、ベルゴ
ンツィ（Ｔ）、ステッラ（Ｓ）ほか
［ドイツ・グラモフォンＰＯＣＧ−
３０１０３／４］

しかし、６０年代から９０年代まで第一線に立って

●ヴェルディ：歌劇〈アイーダ〉
水戸市南町連合商店会の協力を得て

きたとはいえ、もう６８歳、往年の声量を今回のリ

ムーティ指揮ニュー・フィルハ

サイタルでそのまま聴かせることは難しいのではな

今回のリサイタルは、水戸市南町連合商店会の

ーモニア 管弦楽団、コヴェン

いか？と思われるかもしれません。それはある意

後援をいただき開催されます。これは、南町二丁

ト・ガーデン王立歌劇場合唱

味で事実でしょう。しかし、マリア・カラスが引退

目がボローニャの商店街と友好関係にあることか

後、晩年に復活してディ・ステファノと行ったツアー

ら発案されたものです。夏になれば、コッソットの

が、声量の多寡を超えて多くの人々の心を打った

チラシやポスターが南町のお店を飾ることでしょ

ように、コッソットも今、表面的な華やかさを超え

う。リサイタルのチケットがサマーセールの景品の

団 、カバリエ（Ｓ）、ドミンゴ
（Ｔ）ほか ［ＥＭＩ ＴＯＣＥ−
９１３１／３２］

ルーマニアから、未知の超大型音楽台風襲来！
●８／２４
（日）タラフ・ドゥ・ハイドゥークス
緑の葉、すみれの花

ルーマニアはクレジャニ村を本拠とするバンド、タ

ているでしょうか？ヨーロッパの 各地に散在する

遠い昔、紀元８００年のこと、

ラフ・
ドゥ・ハイドゥークス。引用したのは、その最

「流浪の 民」というイメージこそ抱いていても、彼

何が起こったのかわかるかね？

長老メンバーであったニコラエ・ネアクシュ（昨年

らがどこからやってきたのか、どんな民族なのか、

ツィガーヌが何をしたのかね？

逝去）が歌うバラードの一節です。彼がこのバラ

あまり詳しくは知りません。ヨーロッパでもかつて

彼らはあちこちから旅立ち、

ードを歌う模様は、タラフ・
ドゥ・ハイドゥークスとそ

は同じような認識だったらしく、それは「ジプシー」

そしてクレジャニに着いたのさ

の活動を活写したＤＶＤ「タラフ・
ドゥ・ハイドゥーク

という呼び 名に象徴されています。ジプシーとは

ス」の中で見ることができます（訳詞はブックレッ

「小エジプト（現在のギリシャやキプロスあたり）の

クレーメルも葉加瀬太郎も蒼ざめるすさまじいヴ

ト記載のものを引用）。ここで歌われている「ツィ

民」といった意味で、彼らはこのあたりの出自とし

ァイオリンの早弾き。ピアソラが何人もいるかの

ガーヌ」とはいわゆる「ジプシー」の名で呼ばれて

て考えられていたのです（ちなみにこの名はロマ

ようなアコーディオン。打楽器と化しアンサンブル

いた民族、ロマ族のこと。ロマ族の誇り高き楽士

の人々にとっては蔑称であり―ツィガーヌ、ボヘミ

を煽り立てるツィンバロムとコントラバス。そして

たちであるタラフ・
ドゥ・ハイドゥークスが、彼ら民族

アン等も同じ―現在では積極的には用いられませ

振り絞るような歌声によって歌われる、喜びや愛、

の出自と歴史について歌うのが、このバラードな

ん）。タラフ・
ドゥ・ハイドゥークスについて語るに

そして怒り。９０年代に世界のミュージック・シーン

のです。

は―その音楽の、説明無用の迫力と楽しさはとも

に登場するや否や瞬く間に旋風を巻き起こした、
(2)

ロマ族（ジプシー）について、私たちは何を知っ

かく―この、ロマ族の知られざる歴史について簡

タラフ・
ドゥ・ハイドゥークス

単に振り返る必要があります。
現在では、ロマ族は北部インドをルーツとする
のが定説となっています。彼らがそこから移動しは

コントラバスやコブザを持って金持ちの家に行き、

わない彼らの音楽は、
その土地の人々をも魅了し、

演奏したのさ

彼らとの（たとえ束の 間であれ）心の 交流すら果

彼らは金持ちの奴隷だったのさ。

たしてゆくのです。ニコラエのバラードのしめくく
りは、こんな風に歌われます。

じめたきっかけは、紀元前４２０年頃、イランの王
によって１万人のロマ族が音楽家あるいは踊り手

さて、俗に言う「ジプシー音楽」とは何を指すの

として連れてこられたことだと言われています。そ

でしょう。ジプシー・ヴァイオリンとかジプシー・キン

それでも終いには、毎日曜日が来ると、

の 後ずっと時代が下って９世紀にはイランにその

グスとか、なんとなく漠然としたイメージはあるの

彼らツィガーヌは着飾って祝祭に行き、

多くが移り住み（ニコラエのバラッドに歌われてい

ですが、
「ジプシー音楽の定型とは何か」と問われ

音楽を歌い、演奏するようになったのさ。

る通りですね ）、１１世紀にはブルガリアあたりに

ても、明確な答えは思いつきません。同じ「ジプ

ツィガーヌもルーマニア人も一緒に、

登場、１５世紀にはヨーロッパ各国に姿を現すよう

シー起源」といっても、いわゆるハンガリーの「ジ

楽しむようになったのさ。
（以上、向風三郎氏の訳）

になりました。こうした移動には、当時勢力を誇っ

プシー音楽」と、スペインのフラメンコではずい分

ていたトルコが大きな役割を果たしています。つま

違います。その 問いに明確な答えを与えてくれる

さて、こうして話題はタラフ・
ドゥ・ハイドゥークス

り楽人としてトルコの人々に仕え、連れまわされた

のが、トニー・ガトリフ監督の映画『ラッチョ・
ドロ

本体にたどり着きました。ルーマニアの寒村クレ

彼らは、トルコのヨーロッパ侵入に伴って必然的

ーム』
（ロマニー語で「よい旅を」の意味）でしょう。

ジャニに定住し、活動していたロマの音楽家たち、

にヨーロッパの地に足を踏み入れることになった

この 映画は、インド、エジプト、トルコ、ルーマニ

タラフ・
ドゥ・ハイドゥークス（義賊たちの楽団）が

のです。そしてトルコを逃れてヨーロッパ諸国に入

ア（ここで登場するのはもちろんわれらがタラフ・

西側で有名になったのは１９９０年代、ベルギーの

ったロマの 人々にも、安息はありませんでした。

ドゥ・ハイドゥークス）、ハンガリー、スロヴァキア、

レコード会社が彼らの録音を紹介し、上述の『ラ

たとえばルーマニアでは１５世紀から１９世紀まで

フランス、スペインの８カ国に住むロマの人々の

ッチョ・
ドローム』によってその姿がフィルムに焼き

ロマの人々はほぼ奴隷状態にあり、トルコやロシ

音楽と踊りを半ドキュメンタリー的に紹介して行く

つけられてから。なぜ彼らがそれまで有名にならな

アと戦う際には前線に駆り出されたとのこと。こ

というもの。こうして各地のロマの音楽を並べて

かったかといえば 、それは独裁者チャウシェスク

のようなロマの辛い境遇は、ニコラエのバラード

聴いてみると、互いにまったく異なることがわかり

時代の閉じたルーマニアの社会体制のせいに他

の続きで、次のように歌われています。

ます。違う言い方をするなら、ロマの人々は、それ

なりません。党と社会主義のために無理矢理奉

ぞれが移り住んだ土地の音楽を巧みに吸収し、独

仕させられていた楽士だった彼らは、しかし「ハイ

マキエシの一族の中で一番悪賢い奴が

自のスタイルの音楽を作り上げてしまう、というこ

ドゥーク（ルーマニアの伝承にある、悪い金持ち

マノレの一家を連れ去り、

とになるのでしょう。しかし不思議なことに（それ

や役人から財宝を盗み、貧しい人々に分け与える

金持ちのところに行き、トウモロコシと麦と引き替え

はガトリフのみごとな演出と編集の 力でもあるの

義賊のこと）」の魂をしぶとく持ち続けていました。

に、このツィガーヌたちを

ですが）、距離的にもっとも離れているインドのラ

封印されてきたパワーは、チャウシェスク体制の

売り渡したのさ。

ジャスタンのロマと、スペインのロマたちの音楽

崩壊と共に解き放たれたのです。世界各地で演

おお、兄弟よ、聞いたかね！

ですら、どこかで共通しているように聞こえるので

奏し、その地で出会ったロックやジャズをどんどん

ただのトウモロコシと麦のために売られたのさ。

す。踊りと一体となった卓抜なリズム感とか、どこ

吸収し、アルバムごとにパワーと迫力を増す彼ら

か哀愁の影さす旋律とか、いろいろな要素がそう

の 音楽を、
「もはやクレジャニ村の 伝統音楽では

ロマ族の苦難はルーマニアに留まらず、どの国

感じさせるのですが、何より、音楽と踊りがその生

ない」とする見方も可能でしょう。しかし世界中の

でも似たようなものでした。彼らはよそ者として差

において単なる気晴らしを超えた「命の 糧」であ

音楽と難なく同化し、それをいつのまにか自分た

別され、酷使され、時に迫害の憂き目にあいまし

るところに、時空を超えて響きあうロマたちのスピ

ちのサウンドに変えてしまうロマ音楽のスピリット

た。たとえばナチス・
ドイツが第二次世界大戦中、

リットの 核がある、ということなのでしょう。話が

のことを思えば、タラフの音楽はまさしくリアル・ロ

ユダヤ人と共に、ロマの人々を何十万人と虐殺し

少しそれますが、このガトリフの映画は、撮影が実

マ・ミュージック、ハイパー・ロマ・ミュージックと呼

たことは、その悲惨な例のひとつでしょう。

に美しいことと、ナレーションをいっさい使わずに

ばれてしかるべきなのです。

しかし彼らには、音楽という大きな力の 源があ

歌と踊りだけでロマの歴史をおのずから物語らせ

自由に生き、語り、音楽することができる喜び

りました。それは彼らの楽しみであり心の慰めであ

るというみごとな語り口によって、忘れ難く感動的

を、ニコラエ翁はチャウシェスクを批判する名曲

り、また生活の 糧でもありました。ニコラエのバ

な映像詩となっています。今回のタラフ・
ドゥ・ハイ

ラードは続きます。

ドゥークスの 演奏会の 前、８月２日（土）にＡＣＭ

〈独裁者のバラード〉でこう歌い上げます。

劇場にてこの映画の上映会（水戸短編映像祭で

緑の葉よ、千の葉よ

さて兄弟よ、そのツィガーヌたちは

気を吐く「ＮＰＯ法人シネマパンチ」との共催企画）

この２２日という日に

何をしたと思うかね？

を行いますので、ご覧いただくと、本編の演奏会

時は戻ってきた

彼らは子供をたくさん作り、

もまた一段と感慨深いものになるのではないでし

俺たちもまた生きられる時代が

次の世代がやってきて、子孫たちは

ょうか。

兄弟よ、公明正大に

楽器を覚えたのさ。
兄弟よ、その子らはヴァイオリンや

本題に戻りましょう。各地の音楽のエッセンスを

自由に生きるがいい。
（栗田 洋氏の訳）

貪欲に消化吸収しつつ、ロマの独自性、誇りを失
(3)

①

昨年、パリ公演の折、当時７８歳だったニコラエ
は突然「わしはもうすぐ死ぬ」と言って周囲を驚か

②

③

④

⑤

世界にふたつとない音楽に会いに、ぜひおいで

風三郎氏の解説もすばらしく、本稿を書くにあたって

ください！《矢澤》

多いに参考とさせていただきました。

せたそうです。まだ元気なのに？と訝る周囲を尻
④ＣＤ『クロノス・キャラバン』

目に、ニコラエはもう最後だから、
〈独裁者のバラ
ード〉の滅多に歌わないロング・ヴァージョンを歌

タラフ・ドゥ・ハイドゥークスを知るための

わせてくれ、と言ったとのこと。超絶的な名唱で

ディスク＆書籍ガイド（上・写真参照）

（ワーナー ＷＰＣＳ−１０４９９）
＊現代音楽の 雄、クロノス・クァルテット（水戸にも
来ましたね）と〈トゥルケアスカ〉で共演。あの凄腕

聴衆を圧倒したのち、クレジャニ村に帰ったニコ
ラエは数日後眠るような大往生を遂げたのでし
た。まるで自然の懐に帰る時期を知っていたかの

集団クロノスが、はっきり言って押されてます！

①ＣＤ『タラフ・
ドゥ・ハイドゥークス』
（ワーナーＷＰＣＲ−１９０３３）

ようなニコラエの不思議なエピソードも、音楽と共

＊彼らの音楽のエッセンスを体験できるベスト盤。コ

⑤書籍『バルカン音楽ガイド』
（関口義人著・青弓社）

に、親から子へ、子から孫へと自らの生のバトンを

ンサート前の予習用として必携！
〈独裁者のバラード〉

＊タラフを含む、知られざるバルカン音楽の 全貌を

手渡していくクレジャニのロマの人々にとっては、

明らかにする好著。これも本稿を書くにあたって、多

〈トゥルケアスカ〉など定番収録。

いに勉強させていただきました。

ごく当たり前のことなのかもしれません。ニコラエ
（１ページ目の写真の最前列でクールにヴァイオリ
ンを構えているおじいさん）はもういませんが、ハ
イドゥークスたちの魂は、若きヴィルトゥオーゾ、カ
リウをはじめとする凄腕メンバーたちによって、よ
り強く、たくましく鍛えられ受け継がれているはず
です。８月２４日、水戸にやってくる彼らのライヴは、
きっと一生忘れられない興奮と感動を―タラフの

②ＣＤ『バンド・オブ・ジプシーズ』
＊『ラッチョ・
ドローム』のＤＶＤも出ていますが（ブ

（ワーナー／イーストウェストＡＭＣＹ−１９０３３）
＊ブカレストでのライヴ盤。ジミ・ヘンドリックスのバ

ロードウェイ ＢＷＤ−１１３９）、できたらまずＡＣＭ劇

ンドにひっかけ、あえて自分たちを「ジプシー」と呼

場の大スクリーンで堪能されてからお求めになられ

ぶ、この余裕。これを聴くとわかるのですが、コンサ

るのがよいかと。ちなみにタラフに惚れ込んだ俳優

ートは思い切り盛り上がって大丈夫です（踊ってもＯ

ジョニー・デップは自らが主演した映画『耳に残るは

Ｋ）。マケドニアのコチャニー・オルケスターという破

君の歌声』のサウンドトラックにタラフを起用してい

天荒なブラスバンドも共演しています。

ます。

音楽を聴いていると、こんな言葉を平気で使えて
しまうのです―私たちに与えてくれるに違いありま
せん。噂では、コンサートが終わった後ロビーに

③ＤＶＤ『タラフ・
ドゥ・ハイドゥークス』
（バップ ＶＰＢＵ−１１０３０）

出てきて聴衆にどんどんサインしまくったり、興が

＊１９９６年にフランスのテレビ局が作ったドキュメン

乗ればその 場で弾いちゃったりもする人たちらし

タリー。タラフ一行のクレジャニ村での日常やツア

いとのこと。そんな人間くさい義賊たちと、彼らの、

ーの模様を活写。クレジャニに行きたくなります。向

和やかに、熱心に日本歌曲を学ぶ。
〈日本のうた〉セミナー、３年目がスタート。
●８／３
（日）畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー第３期

日本歌曲の 愛好家の 皆様お 待たせしました。
「畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー」の第３期が

第１回「平井康三郎Ｉ
Ｉ」

く残されているのです。今期の 第１回（８月３日）
では、そうした平井の珠玉の名品を取り上げます。

けることでしょう。
まだ一度もセミナーにお越しになっていない方

８月３日（日）、いよいよスタートします。毎回ひと

第２回以降、時代は戦後に入ります。第２回（１

もご心配なく。今期第１回ではこれまでの復習の

りの作曲家にテーマをしぼり、講師・畑中良輔が

０月１９日）で取り上げる別宮貞雄の歌曲集〈淡彩

意味をこめて、歌唱の基本となる呼吸法・発声法

その 作品の 真髄に迫るレクチャーを展開します。

抄〉
（１９４８年）、第３回（２００４年１月１８日）中田喜

の練習をいつもより時間をかけてレクチャーする

これまで当セミナーでは山田耕筰、信時潔、弘田

直の歌曲集〈六つの子供の歌〉
（１９４７年）は、２

予定です。もちろん客席全員参加。そして、毎回

龍太郎、橋本国彦、平井康三郎の作品を研究して

人の作曲家としての出発点となった曲。同時に、

レッスン後に開くミニ・コンサートのゲストには、こ

きました。

戦後日本歌曲史の始まりを告げる曲のひとつでも

れまでも水戸芸術館で幾度となく名唱を聴かせて

第３期では、平井康三郎、別宮貞雄、中田喜直

あります。講師の畑中良輔も、別宮、中田ととも

くれた中澤桂（ソプラノ）が登場します。

の３人を取り上げます。平井作品については、昨

に、戦争によって荒廃した音楽界の復興に努力を

年度の 最終回で、彼の 代表作である歌曲集〈日

尽くしたひとりでした。同時代を生きた畑中が当

西洋音楽である「歌曲」と日本の伝統文化との融

本の笛〉
を研究しました。しかし、平井康三郎には、

時を振り返りながらどのようなレッスンを展開させ

合を探究してきた軌跡であるといえるしょう。私た

このセミナーで取り上げたい歌曲がまだたくさん

るのか、大変興味深いところです。第２回、第３回

ちは彼らの探究を追体験するように１曲ごと、じっ

あります。
〈平城山〉
〈九十九里浜〉
〈ゆりかご〉な

はこの２つの歌曲集を中心に展開する予定です。

くりと研究していきます。第３期もどうぞご期待下

ど、
〈日本の 笛〉に至る以前の１９３０年代の 平井

第３期を通してお越しいただければ、
「戦前から戦

さい。《松田》

作品にも、純粋な旋律美に溢れる優れた曲が多

後へ」という時代の日本歌曲の流れをつかんで頂

な ら や ま

(4)

日本歌曲の歴史。それは日本の作曲家たちが、

写真左から；畑中良輔
あひる会合唱団

Portrait

あひる会合唱団、５３年間の確かな歩みの結実です。
●７／６（日）あひる会合唱団演奏会

初夏を思わせる明るい陽射しと暖かい風の吹

もとに、それは必死に辞書引いて調べましたよ。

Portrait

慈しみの 泉なる母よ 、ボロディーンの 歌劇

く五月下旬、あひる会合唱団の 常任指揮者で

でも、今だって同じです。外国語の 曲をやると

〈イーゴリ公〉から 韃靼人の踊り の３曲を演奏

ある鈴木良朝さんに水戸芸術館にお越しいた

きは必ず私は逐語訳表を作って団員の皆さんに

する。鈴木さんはこのステージに込めた願いを

だいた。鈴木さんは５３年にわたるあひる会の

配るんですよ」そうした努力が 現在のあひる会

語ってくれた。
「これらの 曲はとてもいい 歌で、

歴史のうち、実に４８年間同団を指導されてきた。

の土台となっているに違いない。

昔はよく歌ったものなんですが、最近はあまり聴

今回は、７月６日に水戸芸術館コンサートホール

第２ステージの千原英喜の〈おらしょ〉は、そ

かれなくなりました。これでは寂しいと今回取り

うしたルネサンス期の宗教曲に取り組んできた

上げたのです。こういう名曲はあひる会だけで

あひる会のレパートリーの 主軸となっている

過程の延長上にあるという。
「カクレキリシタン

なく、もっと色々な合唱団の人たちが集まって、

のは、ルネサンスやバロック期の宗教曲を中心

に 伝わる 歌を 題 材にした 曲です。ここでは

一緒に歌えるようになればいいですね。合唱を

としたポリフォニー音楽。今回も第１ステージを

ｋｙ
ｒ
ｉ
ｅｅ
ｌ
ｅ
ｉ
ｓｏｎ
（主よあわれみたまえ） などの

している人なら誰もが歌えるという曲が増えれ

アルカデルト、ビクトリア、シュッツの 作品で構

典礼文が『きりあ れず』と読み替えられたりす

ば 、合唱の 輪はもっと広がっていくと思うので

成する。
「今から三、四十年前になりますか。

るわけですが、あひる会でこれまでやってきたラ

す」。満面の 笑みを浮かべて語られる鈴木さん

テン語の知識を生かしたい」

からは、あひる会とともに茨城の合唱界の発展

ＡＴＭで行う演奏会のお話を伺った。

『合唱の基本はア・カペラだ！ア・カペラをやる
ならルネサンス音楽だ！ 』と団員に声をかけた

後半のステージは、今年３月の「合唱セミナ

を願う想いがひしひしと伝わってきた。最後に

のです」最近でこそ、こうしたポリフォニー音楽

ー２００３」で講師を務めた松下耕による編曲でさ

演奏会に向けての抱負を伺った。
「私たちはア

を取り上げる合唱団は珍しくないが、当時として

だまさしのフォーク・ソング集。
「このステージは

マチュアなので、決してパーフェクトな演奏はで

はあひる会合唱団は 稀有な 存在だったろう。

菅波ひろみさんが指揮します。歌謡曲なので楽

きないけれども、私たちの『意気込み』だけは

「何しろ今と違って輸入楽譜がなかなか手に入

しんで聴いてもらえればいいのですが、松下さ

伝えたい、そんな想いです。
」
《松田》

らない。昔はよく銀座のヤマハに行って、輸入

んの編曲が独特でなかなか難しいんですよ」と

楽譜棚の前で延々５時間、めぼしい楽譜を探し

鈴木さん。

ていたものです」それに当時の楽譜には歌詩の

そして、最後のステージは「世界合唱名曲」

英訳さえ載っていなかった。
「『意味が判らない』

と銘打ち、ハイドン〈四季〉から 来よ、のどけ

では歌えない。大学で習ったラテン語の知識を

き春 、ドヴォジャーク〈スタバト・マテル〉から

お馴染のプロムナード・コンサートで新シリーズが始まります。
●８／３０
（土）パイプオルガン・プロムナード・コンサート

夏休みスペシャル・プログラム
「オルガン名曲ライブラリー」――第１回〈Ｊ．
Ｓ．
バッハ①〉

週末の午後にお楽しみいただいている「パイ

らテーマを設けて実施しますので、このシリーズ

ン・コンクール共に優勝の実績をもつ高橋博子。

プオルガン・プロムナード・コンサート」。その枠

に足を運ばれれば、とても効率よく、古今東西

プロムナード・コンサートにもたびたび出演して

内でゴールデン・ウィークやクリスマスなどの特

のオルガン音楽の全貌をつかんでいただくこと

いる彼女は、これまでにＪ．
Ｓ．バッハが弾いた

別プログラムや 様々な器楽や 声楽が登場する

ができます。

というハンブルクの聖ヤコビ教会やリューベッ

〈ヴァリエーションズ〉公演といったスペシャル演

記念すべき第１回のテーマは、やはりこの作

クの聖ヤコビ教会での演奏などヨーロッパ各地

奏会を開催してきています。そして今回、そうし

曲家！「Ｊ．
Ｓ．バッハ」
！しかも、誰もがご存知の

でも演奏活動を行っています。高橋のバッハ演

たプロムナードの『スペシャル』布陣に、また新

あの〈トッカータとフーガ ニ短調ＢＷＶ５６５〉で

奏にどうぞご期待ください。なお、
〈オルガン名

たなシリーズが加わります。その名は〈オルガン

幕を開けたいと思っています。続くプログラムは、

曲ライブラリー〉のＪ．
Ｓ．バッハ特集は第２回目

名曲ライブラリー〉
！これだけは是非お聴きいた
だきたい！というオルガンの名曲を厳選し、お届

〈トリオ・ソナタ

第５番ＢＷＶ５２９〉、
〈ファンタジ

も計画中です！《中村》

ア ト長調ＢＷＶ５７２〉、コラール〈我が魂は主

けするシリーズです。しかも、各回は作曲家や

をほめまつる ＢＷＶ７３３〉。出演は、１９９９年ツ

地域（ドイツ、フランスなど）、作曲された時期

ェレ・ニーダーザクセン国際オルガニスト・コンク

（バロック期、古典期、近代など）などの観点か

ール、２０００年北ドイツ放送局音楽賞国際オルガ
(5)

■オペラの花束をあなたへＸＶ

最近の 公演か ら

華麗なるアリアの宴＆〈椿姫〉ハイライト

APRIL
MAY

（４月１９日）

1

2

実を歌うという見事なプログラムでした。オッターの
歌の素晴らしさについては、館長・吉田秀和が５月
２２日付朝日新聞夕刊「音楽展望」で触れていま

オペラの魅力を畑中良輔のご案内でご紹介す

すのでご一読を。アンコールは、ヴァイル：
〈マイ・シ

る「オペラの花束をあなたへ」シリーズの第１５弾。

ップ〉、ビゼー：
〈カルメン〉よりセギディーリャ、ベニ

今回は、これまでの実績を踏まえて、イタリアとフ

ー・アンダーソン：
〈ライト・アズ・サマー・バタフライ〉

ランスのオペラから特に人気の高いアリアでプロ

の３曲（最後の曲は、スウェーデンが生んだ人気

グラムを構成した。第１部の「オペラ・アリア・アル

グループ、アバの曲とのことです）
。《関根》

バム」。水戸芸術館初登場となるテノール井ノ上了

アンコールから●〈ばらの騎士〉のオクタヴィアンを

吏の力強い第一声から、否応なく今宵への期待

見て感動したわけですが、このホールでのリサイタ

がふくらむ。続くバリトン大島幾雄は重厚な歌声と

ルでは彼女の円熟ぶりを感じて、さらに感激しまし

円熟した心理描写で聴衆を圧倒。そして、７年ぶ

た。
（土浦市：Ｈ．
Ｙ．さん）●日頃の雑事に追われ

りの登場となったソプラノ佐藤美枝子のしなやか

る中、素晴らしいひとときを過ごせました。特に後

なコロラトゥーラの妙技！第１部はそれぞれのキャ

半は素晴らしかった。音楽の力の偉大さを痛感し

ラクターが存分に発揮されたステージとなった。第

ました。
（水戸市：Ｔ．Ｍ．
さん）●以前はケルビーノ

２部は「〈椿姫〉ハイライト」。
〈乾杯の歌〉、
〈ああそ

のようなボーイッシュな感じで、声質も鋭角的な感

は彼の人か〉、
〈プロヴァンスの陸と海〉
・
・
・
３人の歌

じがしましたが、今回久しぶりに聴いて、その変

い手による名唱・名演技の連続に、終幕に向って

化に驚きました。まず貴婦人のような雰囲気。そ

ステージのヴォルテージが高まる。ヴィオレッタが最

れと声に丸みが出てきて、成熟感がある。またリ

期を迎えるラストシーン、谷池重紬子の弾くピアノ

ートに不可欠の「語り」がうまいということです。言

が止むと間髪なく、彼らの歌声に応える、大きく素

葉が１００％分からなくても、歌を聴いていると大意

晴らしい拍手が鳴り響いた。《松田》

が伝わってくるような印象を受けました。
（水戸市：

アンケートから●先日、ヨーロッパを外遊してまし

Ｓ．Ｅ．さん）

た。ウィーン、パリ、リヨン、バルセロナで気軽にオ
3

ペラやバレエを鑑賞できて、うらやましく思いなが
ら帰国しましたが、水戸もなかなか 負けていませ

4

5

■「茨城の名手・名歌手たち 第１４回」
出演者オーディション（５月１１日）

んね。高水準のガラ・コンサートを楽しむことがで

前回から部門ごとに隔年開催となった本オーデ

きました。
（水戸市：Ｓ．Ｅ．さん）●ソプラノの佐藤

ィション。今回は、
「管楽器・打楽器・声楽・器楽ア

さんの声が良かったです。テノール、バリトンの方

ンサンブル」が対象でしたが、隔年開催により注目

の声も良かったです。オペラは初めて聞きました

度がアップし応募が殺到、例年の２倍にあたる８８

がとても良く、今度も、ぜひ、聴きたいと思っていま

件の申込をいただきました。当日は朝９時半から

す。
（水戸市：Ｓ．
Ｉ．
さん、中学生の方です）●とて

夜８時近くまでみっちり審査が行われ、参加者たち

もすばらしかったです。前半のアリア、
〈ラクメ〉を

は日頃の練習の成果を存分に発揮していました。

聴いて大感激。３点Ｆ、Ｅ（女声の高いミとファの音

厳正な審査の末、選ばれた以下の１０名と１組が、

のより１オクターブ上の音）がどうしてあんなにすて

９月１３日の演奏会に出演します。茨城が生んだ

きに出せるのか・
・
・。ｐからｆまでの表現力、言葉

「名手・名歌手たち」をどうぞ暖かく見守ってくださ

ではあらわせないくらいすてきな美枝子さんでし
た。後半は３人とも力量発揮で抜粋とはいえとても
充実したオペラでした。また、ぜひ次回もきたいし
ています。
（結城郡：Ｋ．Ｗ．さん）

い。《関根》
「茨城の名手・名歌手たち 第１４回」演奏会
２００３年９月１３日［土］
１８
：
００開演
司会：畑中良輔
出演（敬称略・受験番号順）
：

■アンネ・ソフィー・フォン・オッター
6

森田泰明（トロンボーン）、村上加奈（ユーフォニア

スウェーデンが生んだ世界的歌姫の３度目の来

ム）、清水知子、会沢明美、和泉純子、見角悠代、

日にして初のリサイタルということで大変に注目が

坪内友紀子
（以上、
ソプラノ）
、小橋琢水
（バリトン）
、

集まった今回の公演、いかがでしたか？プログラ

アーク・
トリオ（ピアノ：清水美和、ヴァイオリン：関口

ムの前半は北欧歌曲で、ラーション、アルヴェーン

桂代、チェロ：宇野哲之）

などオッターの母国の作品数曲のあと、シベリウス
7

飯塚公美（クラリネット）、矢口幸一（トランペット）、

メゾ・ソプラノ・リサイタル（５月２日）

のピアノ小品を２つはさみグリーグの歌曲集〈山の

●応募総数 ８８
（管楽器 ３５／声楽 ４６／器楽アンサンブル ７）

娘〉で前半のクライマックスを築くという流れ。後

●審査委員（敬称略・五十音順）

半は一転ドイツものとなり、シューベルト、マーラー

青山恵子、岩井宏之、梶原征剛、杉木峯夫、

で張り裂けんばかりの緊張感を持続させ、高めた

畑中良輔（審査委員長）
、南みつ子、三善清達

後、ヴァイルでふと肩の力を抜きながら、しかし真

8
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1〜3. オペラの花束をあなたへ XV 4〜6. アンネ・ソフィー・フォン・オッター メゾ・ソプラノ・リサイタル
7〜8.「茨城の名手・名歌手たち 第 14 回」出演者オーディション

＊nettama=ネットワークする猫、タマ。

行して影響を受けたのか大のハンガリー／ジ

芸術館のコンサートをサカナに

プシー音楽好き、その成果は有名な〈ハンガ

いろんなところへnettamaします。

リー舞曲集〉に結実。今年のウィーン・フィルの
ニュー・イヤー・コンサートでアーノンクールが

けれど、代表的なところではやっぱりハイドン。

ワルツやポルカに〈ハンガリー舞曲〉を混ぜた

おいおい、まいったなあ、担当Ｙ君よ。タラ

ハイドンが務めていたハンガリーのエステル

のは、なかなか暗示的だ。あとはピアノ四重奏

フ・
ドゥ・ハイドゥークスの紹介でえらく力んで

ハージの宮廷では「ジプシー楽士」たちもし

曲第１番の終楽章も有名。
ドヴォジャークにも

お勉強の成果を書いているのはいいんだけれ

ばしば演奏していたようで、ハイドンの音楽に

〈ジプシーの歌〉がある。この世紀、小品もい

ど、じゃあ僕らがこれまで思い描いていた「ジ

はそれからインスピレーションを受けたと思

ろいろあるが有名なのはドップラーの〈ハンガ

プシー音楽」って幻想？ そこまで言わないま

しき〈ツィンガレーゼ〉という曲や「アルンガレ

リー田園幻想曲〉とサラサーテの〈ツィゴイネ

でもある一面にすぎないってこと？ 今回はさ、

ーゼ（ハンガリー風）」の表記が見られる。こ

ルワイゼン
（ジプシーの曲､の意味）〉だろう。

クラシック音楽における「ジプシー的なるも

こで重要なのは「ハンガリー風」と「ジプシー

で、こうした「ハンガリー音楽イコールジプ

の」
、をちょっと探ってみようと思ったんだけれ

風」の意味が重なっていることで、
２０世紀に至

シー音楽」という誤解の構図を粉々に打ち砕

ど、そうなるとずっと意味が限定されてくるわ

るまでクラシックの作曲家が陥る「ハンガリー

き、両者は別であることを証明したのが２０世

けだね。
１８世紀や１９世紀のクラシックの作曲

の音楽＝ジプシーの音楽」という図式がすで

紀のバルトークとコダーイによるフィールド・ワ

家が「ジプシー音楽」って思い込んでいたの

に登場しているということだ。
〈ピアノ三重奏

ークだった。この経緯およびその研究の意味

は、つまりハンガリーのジプシー音楽にほぼ限

曲 ト長調〉や〈ピアノ協奏曲 ニ長調〉の終楽

については、吉田秀和賞を受賞した伊東信宏

定されちゃうわけだ。そうすると、今回のこの

章が代表的。モーツァルトやベートーヴェンで

氏の著書『バルトーク』に詳しい。ちなみにラ

コーナー、カッコつきのレポートになるなあ。

はあまり思いつかないけれど（これはハンガ

ヴェルはバルトークの研究を知っていたらし

「ツィンガレーゼ」

つまり「クラシック音楽家が考えた、 ジプシー

リー／ジプシー風と言えるかどうかわからな

いが、にもかかわらず「ハンガリー音楽イコー

風音楽 ご紹介！」ってわけだ。歯切れ悪いな

いけれど、ベートーヴェンの〈弦楽四重奏曲第

ルジプシー音楽」という前世紀の構図にあえ

あ。でもさ、ロマの人たちは移住した先々の

１５番〉の第２楽章中間部はハーディガーディ

て乗っかるような〈ツィガーヌ〉を書いたのは

土地の音楽をどんどん吸収して自分たちの

の音が聞こえる民族音楽風だ）
、エステルハー

なぜか。この本ではそのあたりに関する鋭い

音楽にしちゃったわけでしょう？ ならばクラシ

ジ伯の館に滞在したシューベルトには〈ハン

推理が展開されている。ほかにもヨハン・シュ

ック音楽がいろんな民族音楽を吸収して豊か

ガリー風メロディー〉というピアノ曲があるし、

トラウス〈こうもり〉における輻輳したレトリッ

になっていった歴史も、それがしばしば誤解

有名な弦楽四重奏曲第１３番〈ロザムンデ〉や

クの話とか、
上質のミステリーのように面白い。

に基づく「収奪」であったとしても、あながち

〈アルペッジョーネ・ソナタ〉にもハンガリー／

前世紀の遺物として否定されなくてもいいん

ジプシー音楽の影響があるとはよく言われ

じゃないかと。ことにここで言う「ジプシー音

る。ウェーバーにも〈ハンガリー風ロンド〉があ

楽」はクラシック音楽にずいぶんたくさんの

るが、
１９世紀のハンガリー／ジプシー好きとい

インスピレーションを与えてきたわけだし。で、

えばリストとブラームスという正反対の立場に

ロマの人には悪いけれどここではその誤解と

立つ作曲家２人にとどめをさすというのが面

差別の歴史も「込み」で ジプシー の呼称を
多用します。あらかじめご容赦を。

ご一読をお勧めしますよ。

白い。ハンガリー生まれ のリストはご存 知
〈ハンガリー狂詩曲〉ほかがあるわけだが、
「ハ

ではさっそく、大作曲家のジプシー風（ツィ

ンガリー音楽イコールジプシー音楽」と断じ

ンガレーゼ）なるものを列挙してみよう。
１７〜

きった元凶でもある。ブラームスは若い頃ハ

１８世紀にかけてもいろいろ例はあるようだ

ンガリーのヴァイオリニスト、
レメニーと演奏旅

伊東信宏・著『バルトーク』
（中公新書）

おおかみ〉です。原曲は管弦楽曲ですが、この回のために室住さ
水戸芸術館友の会企画のお知らせ①
ん自身がオルガン編曲し、オリジナル台本を準備するという凝
第１２回ＬＤ鑑賞会「ペレアスとメリザンド」
速 達
りよう。昨年の間宮芳生企画「ピーターとおおかみ」との聴き
極上の音響・映像システムと選りすぐられた世界の名演、そして
比べも楽しみですね。かつて「ぞうのババール」という名物企
音楽部門・関根哲也の名調子でオペラの魅力をたっぷり楽し
情報
画を誕生させた室住さんならではの仕掛けに期待が高まりま
んでいただく人気企画「ＬＤ鑑賞会」。今回は第８回の〈ヴォツ
す。ご家族でお楽しみください。
ェック〉以来となる２０世紀オペラ、ドビュッシーの〈ペレアスと
出演：室住素子（オルガン）、光瀬名瑠子（台本構成・語り）
メリザンド〉です。ドビュッシー唯一の 完成されたオペラである
日時：８月２５日（月）１３：３０開演 料金：友の 会会員無料／一般
〈ペレアスとメリザンド〉、その音楽史上での意義の大きさについて
１，
０００円／小・中学生５００円（当日受付） 会場：エントランスホール
は頻繁に語られるものの 実際に聴く機会はめったにありません。ピエー
お問い合わせは水戸芸術館友の会事務局ＴＥＬ０２９−２２７−８１１１まで。
ル・ブーレーズ指揮、ペーター・シュタインの演出による名舞台で、この夢
幻的な傑作にたっぷり浸るまたとないチャンスです！
専属楽団メンバー水戸および近郊に登場
ご案内：関根哲也（音楽部門学芸員） 日時：
７月５日（土）１３
：
３０〜１６
：
３０
●６月２７日（金）、ひたちなか市文化会館にＭＣＯメンバー宮本文昭登場。
（受付は１３
：
００から） 対象：友の会会員＆同伴者１名（入場無料）
２００１年夏にラルフ・タウナーとの共演で芸術館に登場したギタリスト渡辺
会場：水戸芸術館会議場
香津美とのジョイント・リサイタルです。お問い合わせは同会館ＴＥＬ０２９−２
７５−１１２２まで。
水戸芸術館友の会企画のお知らせ②
●７月１２日（土）にはＭＣＯメンバーの店村眞積が佐川文庫にてリサイタル
オルガンレクチャー・シリーズ１０
「オルガンで聴くピーターとおおかみ」
を行います。プログラムはシューマン：
〈おとぎの絵本〉、シューベルト〈ア
かつて音楽部門のスタッフだったオルガニスト・室住素子さんによる、オル
ルペッジョーネ・ソナタ〉、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第１番を予定。お問
ガン・レクチャー・コンサート。毎回凝った趣向でオルガンの魅力を楽しく伝
い合わせは佐川文庫ＴＥＬ０２９−３０９−５０２０まで。
えてくれるこのシリーズの１０回目、お題はプロコーフィエフの〈ピーターと

Petite
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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。
■ NHK-FM 水戸【FM 水戸アップデート】木曜日 18：15 頃〜 15 分ほど（不定期
登場）
。水戸周辺 83.2MHz、日立周辺 84.2MHz。

チケット・インフォメーション
〈６月２８日（土）発売分〉
◎畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー

第３期

８／３
（日）、１０／１９
（日）、１／１８
（日） 各日１４
：
００開始
料金（全席自由）
：
１回券：￥１，
５００ 第３期通し券：￥３，
６００
◎早島万紀子 オルガン・リサイタル
９／２９
（月）
１８
：
３０開演 料金（全席指定）
：Ａ席￥３，
０００ Ｂ席￥２，
０００
◎〈ヴェルサイユの舞踏会〉バロック・ダンス・プロジェクト
１０／２５
（土）
１８
：
３０開演 料金（全席指定）
：
Ｓ席￥７，
０００ Ａ席￥５，
０００
Ｂ席￥３，
５００
ペア・シート（Ｓ席５０組限定）￥１２，
０００※水戸芸術館のみの発売です
〈７月５日（土）発売分〉
◎高山三智子 ピアノ・リサイタル
９／５
（土）
１８
：
３０開演 料金（全席自由）
：￥３，
５００
◎茨城の名手・名歌手たち 第１４回
◎班目加奈 トランペット・リサイタル
１０／４
（土）
１６
：
００開演 料金（全席自由）
：￥２，
５００
◎佐藤 篤 ピアノ・リサイタル
１０／１８
（土）
１６
：
００開演 料金（全席自由）
：￥３，
５００

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

◎あひる会合唱団演奏会
…自由席○

◎フィオレンツァ・コッソット メゾ・ソプラノ リサイタル
７／２７
（日）

…中央×、左右△、裏△

◎タラフ・
ドゥ・ハイドゥークス 東欧義賊楽団
８／２４
（日）

ＡＣＭ劇場
■水戸市芸術祭 バレエフェスティバル ７／２１
（月）
１４
：
００開演
料金（全席自由）
￥５００
（日）
１４
：
００開演 入場無料
■水戸市民舞踊学校企画『ひとりでダンス』 ７／２７
■映画「ラッチョ・ドローム」上映会 ８／２
（土）
１６
：
００開映
■水戸市芸術祭 市民演劇祭
□脱高校演劇集団「くさぶえ」 ８／８
（金）
１９
：
００開演
□劇団遊女舞台（ゆめぶたい） ８／９
（土）
１４
：
００開演
□演劇事務所 ９９ ８／９
（土）
１９
：
００開演
□演劇集団「風ノ街」 ８／１０
（日）
１８
：
３０開演
□茨城大学演劇研究会 ８／１５
（金）
１９
：
００開演
□劇団ＯＨ−ＮＥＮＳ ８／１６
（土）
１２
：
３０開演
□オフィス・トゥー・ハッタリー ８／１６
（土）
１９
：
００開演
□舞踊劇団「創」
（生まれる） ８／１７
（日）
１７
：
００開演
※料金等詳細につきましてはお問い合わせ下さい。ＴＥＬ／０２９
（２２７）
８１１１（代）
■パルコ開館３０周年 特別プロデュース作品
『ＷＥＥ ＴＨＯＭＡＳ／ウィー・トーマス』
８／３０
（土）
１９
：
００開演 ７／１９
（土）チケット発売
現代美術センター
■美術展覧会 第１期：日本画・洋画・彫刻・工芸美術
６／２９
（日）〜７／１１
（金）
９
：
３０〜１８
：
００
（入場は１７
：
３０まで） 入場無料
■美術展覧会 第２期：書・写真・デザイン・インスタレーション
７／１６
（水）〜７／２７
（日）
９
：
３０〜１８
：
００
（入場は１７
：
３０まで） 入場無料
■こもれび展 ８／９
（土）〜１０／５
（日）
９
：
３０〜１８
：
００
（入場は１７
：
３０まで）
入場料：一般￥８００ 前売・団体（２０名以上）￥６００ 中学生以下、
６５歳以上、各
種障害者手帳をお持ちの方は無料
休館日：月曜日

９／１３
（土）
１８
：
００開演 料金（全席自由）
：￥１，
５００

７／６
（日）

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
７／５
（土）
１３
：
３０／１５
：
００ ７／１２
（土）
１２
：
００／１３
：
３０
８／２
（土）
１３
：
３０／１５
：
００ ８／１０
（日）
１２
：
００／１３
：
３０
８／２３
（土）
１３
：
３０／１５
：
００
□〈夏休みスペシャル・プログラム〉 ８／３０
（土）
１３
：
３０／１５
：
００ 高橋博子
オルガン名曲ライブラリー① 〈Ｊ．
Ｓ．
バッハ（１）〉
オルガンの名曲を作曲家ごとに紹介する新シリーズ
入場無料 ※演奏は各回２０分程度です。

…中央△、左右・裏○

※６／８
（日）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。

水戸芸術館の主な７・８月のスケジュール
コンサートホールＡＴＭ
■あひる会合唱団演奏会 ７／６
（日）
１４
：
００開演 料金（全席自由）
：￥１，
５００
■水戸市芸術祭 市民音楽会
７／１２
（土）
１８
：
００開演、
７／１３
（日）
１３
：
００開演 入場無料
（日）
１３
：
００開演 入場無料
■新荘小学校１００周年記念式典＆コンサート ７／２０
■水戸市芸術祭 少年少女合唱祭 ７／２１
（月）
１４
：
００開演 入場無料
■水戸市芸術祭 交響楽演奏会 （茨城交響楽団）
７／２６
（土）
１８
：
３０開演 料金（全席指定）
：Ｓ席￥２，
０００ Ａ席￥１，
５００
（日）
１４
：
００開演
■フィオレンツァ・コッソット メゾ・ソプラノ・リサイタル ７／２７
料金（全席指定）
：Ａ席￥５，
０００ Ｂ席￥４，
０００ Ｐ席￥３，
０００
■畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー 第３期 第１回「平井康三郎Ⅱ」
８／３
（日）
１４
：
００開始 料金（全席自由）
：￥１，
５００
■水戸市芸術祭 ジュニアオーケストラ演奏会
８／１７
（日）
１４
：
００開演 料金（全席自由）
：￥６００ ６／２９
（日）チケット発売
■タラフ・ドゥ・ハイドゥークス 東欧義賊楽団
８／２４
（日）
１６
：
００開演 料金（全席指定）
：Ａ席￥４，
０００ Ｂ席￥３，
０００

茨城の主な７・８月の演奏会
◆佐川文庫 ＴＥＬ／０２９
（３０９）
５０２０
■佐川文庫ヴィオラ・コンサート 店村眞積 ７／１２
（土）
１８
：
００開演
◆水戸市民会館 ＴＥＬ／０２９
（２２４）
７５２１
■エレクトーンフェスティバル２００３ アンサンブルの部 茨城地区大会
７／２１
（月）
１４
：
００開演
◆日立シビックセンター ＴＥＬ／０２９４
（２４）
７７１１
■第１回 ひたちオペラ合唱団 ＯＰＥＲＡ ＮＯＳＴＲＡ公演
７／５
（土）
１６
：
００開演
◆大宮町文化センター・ロゼホール ＴＥＬ／０２９５
（５３）
７２００
■東京室内管弦楽団＆神崎 愛（フルート）＆姜 建華（二胡） ７／５
（土）
１７
：
３０開演
◆東海文化センター ＴＥＬ／０２９
（２８２）
８５１１
■幸田聡子ヴァイオリン・リサイタル ７／１２
（土）
１８
：
３０開演
◆ギター文化館 ＴＥＬ／０２９９
（４６）
２４５７
■日本の詩そして響き 三人の会 ７／６
（日）
１５
：
００開演
■ボリス・ガケール コンサート ７／２０
（日）
１５
：
００開演
■「ギターを愛する会」コンサート ８／１７
（日）
１３
：
００開演
◆ノバホール ＴＥＬ／０２９
（８５２）
５８８１
■塩田美奈子コンサート２００３ ７／５
（土）
１９
：
００開演
◆龍ヶ崎市文化会館 ＴＥＬ／０２９７
（６４）
１４１１
■グランディーババレエ団 Ｃｅ
ｌ
ｅｂｒａｔｅ ａｎｄ Ｅｘｐｅｒ
ｉ
ｅｎｃｅ Ｊａｐａｎ Ｔｏｕｒ２００３
７／２１
（月）
１８
：
００開演
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