
2019 10  13 宇部市渡辺翁記念会館

【主催】　　　　　　　　　　　　      【共催】（公財）渡辺翁記念文化協会、宇部好楽協会 
【協力】パイオニア株式会社  【後援】宇部市、宇部市教育委員会、（一財）宇部市文化創造財団、宇部日報社、
tysテレビ山口、 FMY エフエム山口、エフエムきらら 

第12回 
宇部興産グループ
チャリティーコンサート
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10月13日（日）
14：00～15：45

10月27日（日）
19：00～19：55

生中継 特別番組 このコンサートで使用する
電力のすべてを、
山口県産他の太陽光の
グリーン電力でまかなっています。

宇部興産機械㈱、宇部マテリアルズ㈱、㈱宇部情報システム、㈱UBEアセット＆インシュアランス、
宇部フィルム㈱、宇部物流サービス㈱、宇部MC過酸化水素㈱、明和化成㈱、㈱UBE科学分析
センター、宇部興産海運㈱、萩森興産㈱、㈱ティーユーエレクトロニクス、㈱宇部スチール、宇部
興産コンサルタント㈱、宇部興産開発㈱、宇部興産建材㈱、宇部興産セメントサービス㈱、宇部サンド工業㈱、サンヨー宇部
㈱、山機運輸㈱、やまよ商事㈱、㈱宇部興産総合サービス、ANAクラウンプラザホテル宇部

宇部興産グループ協賛企業

S
U
N 13：20開場／14：00開演／15：45終演予定

【  これまでのコンサート  】

2017年地域ふれあいコンサート㊤「ミニコンサート」
㊦「音楽クリニック」

2018年ふれあいコンサート（山口大学医学部附属病院）

2017年たんぽぽコンサート（宇部興産中央病院）

2018年本公演 2018年地域ふれあいコンサート
当日用のポスター

日本フィルの音楽につつまれる幸せ 入場無料
主催：（公財）渡辺翁記念文化協会

♪ 「吟遊詩人の歌」によるソナタ ／ 作曲者不詳
♪ トランペット吹きの子守唄 ／ ルロイ・アンダーソン
♪ リベルタンゴ ／ アストル・ピアソラ♪ ラッサストロンボーン ／ ヘンリー・フィルモア
♪ 草競馬 ／ スティーブン・フォスター

日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる金管五重奏

日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる金管五重奏

PART 1PART 1

PART 2PART 2

♪ 主よ、人の望みの喜びよ ／ ヨハン・セバスチャン・バッハ
♪ G線上のアリア ／ ヨハン・セバスチャン・バッハ

神原中学校、常盤中学校、上宇部中学校の生徒の皆さんと
日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる合同演奏

神原中学校、常盤中学校、上宇部中学校の生徒の皆さんと
日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる合同演奏

※ 「ミニコンサート」の様子は、ＵＢＥグループ等での広報を目的に撮影し、様々な広報媒体へ掲載させていただきます。

パーカッションエリック・パケラ

フルート
真鍋 恵子

サックス
松岡 裕雅 チューバ

田中 滉之佑

トランペット
橋本 洋 トランペット

服部 孝也
ホルン
丸山 勉

トロンボーン
伊波 睦

クラリネット
照沼 夢輝

地域ふれあい
コンサート
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シンボルマーク 【 コンセプト 】

笑顔がモチーフとなっています。演奏を聞いたお客様、そして演奏者の
方も笑顔になるようなコンサートをイメージしました。目は音符で表し、髪と
鼻で指揮棒を振っている様子を表現しています。柔らかな流線のシル
エットがクラシックの優雅な雰囲気を持たせ、にっこりと笑った顔で親しみ
を感じていただけるようなデザインとなっています。

　本日はご来場頂きまして誠にありがとうございます。また、平素より宇部興産グループ
にご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は、「音楽を通じて地域文化の振興に貢献すること」を目的に、2008年より日本
フィルハーモニー交響楽団を招聘し、チャリティーコンサートを開催しております。
　今年は、昨年ご来場された皆様からのアンケートで最も多くの支持を集め、来年
生誕250周年を迎えるベートーヴェンの作品の中から、ピアノ協奏曲第５番「皇帝」と
交響曲第６番「田園」をお届けします。指揮には、オーケストラからの信望が厚い梅田
敏明さん、ソリストには国内外で精力的に活躍されているピアニストの福間洸太朗
さんをお招きしました。
　本チャリティーコンサートは、日本フィルを始め関係各位のご協力のもと今年で12回目
の開催となりますが、招待イベントを開催したり、プログラムパンフレットを一新するなど、
つねに新しい試みを行っています。これからも回を重ねていく中、本チャリティーコン
サートをより良いかたちでお届けできるよう運営してまいりますので、市民の皆様に
毎年心待ちにしていただけるようなイベントになれれば幸いです。
　それでは、日本フィルが奏でる、渡辺翁記念会館ならではの温かく美しい調べを
心ゆくまでお楽しみください。

2019年10月

ごあいさつ

【 Program 】

泉原 雅人

宇部興産株式会社  
代表取締役社長

ベートーヴェン
交響曲第６番ヘ長調 作品68「田園」

演奏時間 約45分

ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第５番変ホ長調 作品73「皇帝」 

演奏時間 約40分

20分 休憩

  宇部興産グループチャリティーコンサート
第12回

U B E  C H A R I T Y  C O N C E R T  1 2 T H

14：00開演

15：45終演（予定）
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梅田 俊明 【指揮】 
TOSHIAKI UMEDA

　1984年桐朋学園大学音楽学部卒業。
86年同研究科修了。指揮を小澤征爾、
秋山和慶、尾高忠明の各氏に師事。
83、84年にはジャン・フルネ氏にも学ぶ。
86年よりウィーン国立音楽大学指揮科
に留学、オトマール・スイトナー氏に師事
し研鑚を積んだ。帰国後日本センチュ
リー、仙台フィル、神奈川フィルの指揮者
を歴任。2000～06年まで仙台フィル常
任指揮者に就任しオーケストラの発展
に情熱を注いだ。N響、読響、都響、東
響、日本フィル、新日フィルを始め国内主
要オーケストラと長年にわたり共演を重
ねている。的確な棒さばきと音楽に対す
る誠実な姿勢でオーケストラからの信頼
も厚い。また桐朋学園大学、東京藝術
大学非常勤講師として後進の指導にも
あたっている。

プロフィール
福間 洸太朗 【ピアノ】 
KOTARO FUKUMA プロフィール

　パリ国立高等音楽院、ベルリン芸術
大学で学ぶ。20歳でクリーヴランド国際
コンクール優勝（日本人初）およびショパ
ン賞受賞。これまでにカーネギーホール、
リンカーンセンター、ウィグモアホール、サ
ントリーホールでリサイタル他、クリーヴラ
ンド管、イスラエル・フィル、NHK交響楽
団など国内外の著名オーケストラとの共
演も多数。2016年７月にはネルソン・フレ
イレの代役として急遽、トゥールーズ･キャ
ピトル国立管弦楽団定期演奏会におい
て、トゥガン・ソヒエフの指揮でブラームス
のピアノ協奏曲第2番を演奏し喝采を浴
びた。CDは「France Romance」（ナク
ソス）など、これまでに14枚をリリース。現
在ベルリン在住。オフィシャル・サイト：
http://www.kotarofukuma.com

©Keiichi Suto

U B E  C H A R I T Y C O N C E R T  1 2 T H

©三浦興一
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【  Program Note  】

ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 作品73「皇帝」 
【  Program Note  】

交響曲第６番ヘ長調 作品68「田園」

アレグロ　変ホ長調

アダージョ・ウン・ポコ・モッソ　ロ長調

ロンド　アレグロ　変ホ長調

第一楽章

第二楽章

第三楽章

　ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン（1770-1827）の最後の協奏曲となるこの作品は、
“傑作の森”と呼ばれる爆発的な創作期をしめくくる1808年暮れから1809年初めにか
けて着手されている。1809年といえば、ウィーンの町が再度ナポレオン軍に占領された
年である。５月から７月までの３ヵ月に及ぶフランス軍の駐留は、ウィーンの王侯貴族の多
くを疎開させることとなり、ベートーヴェンの最大のパトロンで作曲の弟子でもあったルド
ルフ大公も、占領が始まる早々にアーヘンへ疎開していった。しばしの別れに際し、ベー
トーヴェンがピアノソナタ「告別」を作曲したのもこの頃である。一方、ベートーヴェンも戦
禍を逃れるために、街の中心地から離れた所にある弟カールの家の地下室に住まいを
移していた。そしてフランス軍がベルヴェデーレ及びシェーンブルン宮殿を解放して撤退
する８月になると、ベートーヴェンは近郊のバーデンに移って創作を意欲的に進めるので
ある。1809年中に完成されたこの協奏曲も、「告別」同様にルドルフ大公に献呈されて
いる。初演は1811年11月28日に、ライプツィヒのゲヴァントハウスにおける演奏会でシュナ
イダーという当時の名ピアニストの独奏、シュルツの指揮で行われた。ウィーンでの初演
は1812年２月11日にベートーヴェンの弟子であるチェルニーの独奏で行われている。
　作曲家の最後のピアノ協奏曲となるこの作品は、それまでの４曲でさまざまな方法に
よって伝統的な協奏様式に革新的要素を加えてきたベートーヴェンの総決算とみること
ができよう。前作の第４協奏曲では、独奏ピアノが開始主題を呈示するという方法をとっ
たが、この曲ではさらに一歩進めて、独奏ピアノのカデンツァで曲を開始させた。またこ
の作品では、演奏者の即興に任されていたカデンツァ部分を取り除き、そのかわりにカ
デンツァ風の楽段を作曲し、作品にいっそうの統一感をもたらしている。また第２・第３楽
章を切れ目なく連結させる手法は、作品総体の構成にドラマ性を与えており、新たなロ
マン主義の時代を予見している。

「田舎に到着した時の愉快な気分」アレグロ・マ・ノン・トロッポ  ヘ長調  4分の2拍子  ソナタ形式 

「小川のほとりの情景」アンダンテ・モルト・モッソ  変ロ長調  8分の12拍子  ソナタ形式 

「田園の人々の楽しい集い」アレグロ  ヘ長調  4分の3拍子  スケルツォ

「雷鳴と嵐」アレグロ　ヘ短調  4分の4拍子

「牧歌／嵐の後の歓びと感謝」アレグレット  ヘ長調  8分の6拍子  ロンド・ソナタ形式

第一楽章

第二楽章

第三楽章

第四楽章

第五楽章

　ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン（1770-1827）のこの交響曲は、俗に「運命」と呼ば
れる第5交響曲とほぼ同時期に並行して創作が進められている。この時期はロマン・ロ
ランによって“傑作の森”と位置づけられた、ベートーヴェン中期の最も創作力の旺盛で
あった時代で、特に交響曲や協奏曲など管弦楽曲の分野に従来にない充実ぶりを見
せている。また様式の面でも数々の斬新なアイディアが盛り込まれるなどの改革が試み
られている。音楽的性格の違いが強調されることの多い「運命」とこの「田園」である
が、いずれもそうした伝統に対する革新性が打ち出されているという点では、この時期
に生み出された作品として姉妹関係にあるといってよいだろう。
　伝統的な4楽章構成にさらに1楽章を加えた全5楽章構成をとっている。また第3楽章
から終楽章まで中断なしに演奏される点は、「運命」で試みられた手法の延長上といえ
る。各楽章には田園の雰囲気を暗示する標題がつけられているが、ベートーヴェン自身
は「自然描写ではなく、田園生活が心に喚起する感情を表現した」と語っている。
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　ケルン選帝候宮廷歌手ヨハンの子としてボンに
生まれる。父から音楽教育を受ける。16歳の時
ウィーンへ、憧れであったモーツァルトを訪ねる。し
かし母の病状悪化の報を受け、ボンへ戻る。22歳
の時、ハイドンにその才能を認められ弟子入り、
ウィーンへ移住。ピアノの名手として名声を博す。
20代後半から難聴が徐 に々悪化。聴覚を失うとい
う絶望から、32歳の時「ハイリゲンシュタットの遺
書」を記し自殺も考えたが、この難局を強靭な精
神力で乗り越える。34歳の時交響曲第3番《英
雄》を発表したのを皮切りに、その後10年＜傑作
の森（ロマンロランによる表現）＞と呼ばれる時期
を迎える。交響曲は第5番《運命》、第6番《田園》、
第7番、第8番。ピアノ協奏曲は第5番《皇帝》、唯一のオペラ《フィデリオ》の初版《レオノ
―レ》やヴァイオリン・ソナタ《クロイツェル》、ピアノソナタ《ヴァルトシュタイン》など、ベー
トーヴェンおなじみの代表作品が生み出された。40歳の頃全聾となる。晩年持病の悪

化や家族の問題など様々な苦悩を
抱える中、交響曲第9番や《ミサ・ソレ
ムニス》といった大作を世に送り出し
た。交響曲第10番に着手していた
が、1827年3月26日に56年の生涯を
終える。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
Ludwig van Beethoven, 【1770 -1827】

　1956年創立。創立指揮者渡邉曉雄。
　「オーケストラ・コンサート」、「リージョナル・アクティビティ」、「エデュケーション・プログ
ラム」という三つの柱で活動を行っている。首席指揮者ピエタリ・インキネン、桂冠指揮
者兼芸術顧問アレクサンドル・ラザレフ、桂冠名誉指揮者小林研一郎、正指揮者山田
和樹、ミュージック・パートナー西本智実という充実した指揮者陣を中心に演奏会を行
い、“音楽を通して文化を発信”している。
　2011年4月より、ボランティア活動「被災地に音楽を」を開始。2019年3月末までに263
公演を数え、現在も継続中。40年を超えて続く親子コンサート（夏休みコンサート）、九州
全県をめぐる九州公演など、「人に寄り添う」「温かさ」の土壌を大切にしながら、あらゆる
人々へ、世代へ、地域へ、音楽の持つ様 な々力を社会に活かしていくことを目指している。
オフィシャル・ウェブサイト　http://www.japanphil.or.jp

日本フィルハーモニー交響楽団
Japan Philharmonic Orchestra

©堀田力丸

「ベートーヴェンの散歩道」の入口 「田園」第2楽章の小川
　Schreiberbach

いずれも2019.4月 Wienにて撮影
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　「宇部興産グループチャリティーコンサート」は、宇部市民の方々に良
質なクラシック音楽に接する機会を提供し、地域の音楽文化の向上と
次世代の育成に貢献することを目的に、２００８年から開催しています。
フルオーケストラ公演の招聘に合わせ、多くの方々がいろいろな角度か
ら音楽に触れていただけるよう趣向を凝らした、２日間に亘るオリジナル・
手づくりの総合プログラムです。宇部興産グループと日本フィルハーモ
ニー交響楽団（日本フィル）、そして宇部市教育委員会などのスタッフが
共同で、プログラムづくりから運営までを行っています。

宇部興産グループ
チャリティーコンサートとは？
オリジナル・手づくりの総合プログラム

宇部市民との交流プログラム

寄附実績 ※

演奏曲目

コンセプト
共演者
指揮者
冠名

開催年月日
回数

　ご来場の皆様から預かりました入場料
収入は、宇部市教育委員会（中学校への
楽器寄贈）、（一財）宇部市文化創造財団、
宇部好学協会、宇部市民オーケストラへ、
その全額を寄付させていただいています。
宇部興産グループでは、企画運営から日本
フィルの招致費用（演奏・宿泊・楽器運搬費
・交通・諸経費）および当日の会場利用料な
どの全てを担い、本コンサートや「ふれあい
コンサート」などを開催しております。

Q q u e s t i o n
どのような点が「チャリティー」

なのでしょうか？

東岐波中（トロンボーン）、
西岐波中（ユーフォニュウム）、神原中（トロンボーン）、
厚南中（サクソフォン）、川上中（サクソフォン）

バレエ組曲「くるみ割り人形」
交響曲第4番

作曲家シリーズ ～ チャイコフスキー

―

飯森 範親

宇部市制施行90周年記念プレイベント

2010年10月10日（日）

第3回

西岐波中（ホルン）、常盤中（フルート）、
神原中（ユーフォニュウム）、桃山中（ホルン）、

川上中（ユーフォニュウム）

「エグモント」序曲
交響曲第6番「田園」 第1楽章

交響曲第7番

作曲家シリーズ ～ ベートーヴェン

―

大友 直人

―

2009年10月4日（日）

第2回

西岐波中（トロンボーン）、上宇部中（クラリネット）、
厚南中（サクソフォン）、川上中（ホルン）

黒石中（サクソフォン）

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

ブラームス ハンガリー舞曲 第1番、第6番、第5番
スメタナ 交響詩「わが祖国」よりモルダウ

ファミリーコンサート

江原 陽子 (司会、歌)

渡邊 一正

―

2008年8月10日（日）

第1回

東岐波中（クラリネット）、上宇部中（アルトサクソフォン）、
桃山中（フルート）、藤山中（アルトサクソフォン）、

厚南中（バスクラリネット）

【ベートーヴェン】
交響曲第5番 ハ短調「運命」 作品67
【チャイコフスキー】 交響曲第5番

ダブル・シンフォニー（ベートーヴェン＆チャイコフスキー）

―

小林 研一郎

宇部市制施行90周年記念“VIVA！ クラシック”

2011年9月19日（月・祝）

第4回

東岐波中（ソプラノサクソフォン）、
西岐波中（フルート）、上宇部中（トロンボーン）、
藤山中（フルート）、厚南中（コントラバス）

作曲家シリーズ ～ モーツァルト

オペラ「フィガロの結婚」序曲
ピアノ協奏曲 第27番

交響曲 第41番「ジュピター」

小山 実稚恵 (ピアノ)

三ツ橋 敬子

渡辺翁記念会館 開館75周年記念“VIVA！ クラシック”

2012年10月7日（日）

第5回

常盤中（クラリネット）、藤山中（どら、どらスタンド）、
厚南中（グロッケン）、黒石中（アルトサクソフォン）、

厚東中（テナーサクソフォン）

ヴァイオリン協奏曲
交響曲第3番 「英雄」

作曲家シリーズ ～ ベートーヴェン

尾池 亜美（ヴァイオリン）

飯森 範親

第26回UBEビエンナーレ×まちじゅうアートフェスタ2015

2015年10月10日（土）

第8回

東岐波中（アルトサクソフォン）、西岐波中（トロンボーン）、
上宇部中（フルート）、桃山中（クラリネット）、

川上中（バスクラリネット）

チェロ協奏曲
交響曲第9番「新世界より」

作曲家シリーズ ～ ドヴォルザーク

長谷川 陽子（チェロ）

梅田 俊明

“VIVA！クラシック”

2014年10月12日（日）

第7回

常盤中（テナーサクソフォン）、
神原中（テナーサクソフォン）、藤山中（トロンボーン）、
黒石中（クラリネット）、厚東中（ピッコロ）

ヴァイオリン協奏曲
交響曲第1番

作曲家シリーズ ～ ブラームス

渡辺 玲子（ヴァイオリン）

藤岡 幸夫

“VIVA！ クラシック”

2013年10月13日（日）

第6回

東岐波中（ユーフォニュウム、シンバル一式）、
神原中（バスクラリネット、ボンゴ、ボンゴ・スタンド）、

桃山中（フルート）

序曲「フィンガルの洞窟」
ヴァイオリン協奏曲

交響曲第4番 「イタリア」

作曲家シリーズ ～ メンデルスゾーン

南　紫音（ヴァイオリン）

大友 直人

―

2016年10月16日（日）

第９回

西岐波中（コンサートシロホン）、上宇部中
（ドラムセット、ハーモニー・デレクター、アゴゴ）、
厚南中（チューバ）、川上中（ティンパニ 23インチ、

クラッシュシンバル1式）

常盤中（スネアドラム、テナーバス、トロンボーン、
タンバリン、マウスピース）、黒石中（トランペット、
ドラムセット）、厚東川中（クラリネット、フルート、

ボンゴ、ボンゴスタンド）

【ラフマニノフ】
ピアノ協奏曲 第二番 ハ短調 作品18

【チャイコフスキー】
交響曲 第五番 ホ短調 作品64

上原 彩子（ピアノ）

藤岡 幸夫

―

2017年10月8日（日）

第10回

―
【チャイコフスキー】

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 OP．35
【ブラームス】

交響曲第四番 ホ短調 OP．98

木嶋 真優 （ヴァイオリン）

ピエタリ・インキネン

―

2018年10月7日（日）

第11回

―

宇部興産グループチャリティーコンサートの歩み 　２００８年にファミリーコンサートとして始めた「宇部興産グループチャリティーコンサート」。
これまでお届けしました楽曲、お招きしました指揮者やソリストの方々をご紹介します。

病院内で患者さんや、近隣住民の
方を対象にしたミニコンサートを行っ
ています。

ふれあいコンサート
主催 宇部興産グループ

中学校の教室や体育館で吹奏楽部の生
徒への楽器指導（音楽クリニック）や日本
フィル講師陣による「ミニコンサート」と中学
生との「合同演奏会」を実施しています。

地域ふれあいコンサート
主催 公益財団法人 渡辺翁記念文化協会

※宇部市教育委員会からの依頼に基づき、各中学校へ楽器を寄贈しました。

会場にて準備中

開演前のミーティング
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【  写真で見る  】

第11回 宇部興産グループ
チャリティーコンサート

2018年10月6日 10：00
ふれあいコンサート
山口大学医学部附属病院

2018年10月6日 12：00
ふれあいコンサート終了後。日本フィルの楽団員が見学

2018年10月7日  10：20
ボディソニックを準備中
宇部市渡辺翁記念会館

2018年10月7日  14：00
本公演
宇部市渡辺翁記念会館 宇部市総合福祉会館

2018年12月26日  10：00
入場料収入からの寄付贈呈式

（宇部興産総合案内施設／予約制）

※昨年は、台風の影響により、ふれあいコンサート（＠宇部興産中央病院）と
　地域ふれあいコンサート（＠神原中学校）は公演を中止いたしました。

2018年10月7日  11：00
ゲネプロ中
宇部市渡辺翁記念会館

2018年10月7日 9：00
本公演開演前
宇部市渡辺翁記念会館

2018年10月7日 10：50
ゲネプロ前の主催者挨拶
宇部市渡辺翁記念会館
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　宇部興産グループチャリティーコンサートでは、パイオニア株式会社様のご協力により、
振動で音楽を体感できる「ボディソニック*」の機材を一部の座席に設置し、（有）リベルタ
ス興産が宇部市内の聴覚障がい者の方をご招待しています。パイオニア株式会社様は
１９９２年より、本システムを使った定期コンサート「身体で聴こう音楽会」を社員のボラン
ティアにより運営されています。その一環として、本チャリティーコンサートにもご協力、機材
の搬入搬出やセッティング、当日のオペレーションなどを行っていただいています。

*ボディソニック：ロケット工学で有名な、糸
川英夫博士（故人）が、「音楽は耳と骨
で聴いている」と提言。この考えから開発
されたのが体感音響システムです。 
振動装置が組み込まれたポーチとザブト
ンクッションで構成され、振動を身体に伝
えます。これにより、ヘッドフォンや磁気ルー
プからの音と一緒に全身で音楽を楽しむ
事ができます。

音楽を体で感じる
「ボディソニック」の席をご用意

マナー講座
音楽をお楽しみいただくために ～小さな音のお話～

　2013年第6回チャリティコンサートから「ボディソニック」を５台設置
することが出来ました。ゲネプロ（リハーサル）には聴覚障がい生徒を、
本公演には大人の聴覚障がい者に楽しんでいただいています。このシ
ステムは写真のように、クッションとポーチとヘッドホンで音を感じます。バ
イオリンのように高い音は聞き取れない人もいますが、体に感じる音（振
動）とオーケストラの動きを見て他の観客と同じステージを楽しむことが
できます。中途失聴の女性に体験して頂いた時に「あきらめていた音が
取り戻せた」と大変喜んでいただきました。こんな言葉に励まされて今年
もご招待を続けています。体で楽しむ音楽がここにあります。

ボディソニックについての思い。

リベルタス興産 
管理グループ
障がい者雇用
コンサルタント

梅田 晶子

　クラシック音楽の演奏会では、「音」に関係するマナーがあります。演奏中の静かな
ホールでは、客席からの音が思いのほか響いてしまいます。携帯電話の呼び出し音、
バイブレーターの振動、アラームの音、キーホルダー等の鈴、紙をめくる音、カバンの中を
探る音、飴の包み紙、咳、くしゃみ…。 『音を出さないでください』という、お客様へのご
協力を促すお願いは沢山ありますね。何故でしょう？ 
　オーケストラの演奏のイメージとして、迫力のある圧倒的な音楽を聴くことができると
いう印象がありますが、クラシック音楽の作品では小さな小さな音もとても大切です。楽
譜には作曲家の思いが込められていて、音、長さ、リズム（拍子）の他に、演奏者への指
示が記号として記されています。　 「ピアノ」は音を弱く演奏する…という意味の記号
ですが、作品には、　 －ピアニッシモや　　－ピアニッシシモ… もっともっと弱い小さな
音で演奏するようにという指示があることもあります。音量としての指示だけではなく、そ
のフレーズには優しさが表現されていたり、悲しみ、切なさを伝えるための手段であった
り、その弱い小さな音も実に作品を更により深くしているのです。また、弱い音を美しく演
奏することは難しく、高い技術が要求されるものでもあります。
　その大切な音を身体で感じていただけるのが、生演奏の醍醐味です。
生演奏では耳からだけではなく、目から、皮膚から、沢山の感覚を使って、その音楽が
身体に取り込まれていきます。
　ぜひ、そんな音を感じて演奏・作品を味わってください。

P
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（運営事務局 R.S.より）


