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　水星交響楽団は、1984 年に一橋大学管弦楽団の出身者を中心に結成されたアマチュア・オーケストラである。
都内の主要ホール等で、定期演奏会を年 2 回行い、マーラー、バルトーク、ストラヴィンスキー、 プロコフィエフ、
ホルストなど大編成の曲に積極的に取り組んでいる。楽団の名前の由来は、一橋大学のシンボルである「マーキュ
リー」やセロ弾きのゴーシュの「金星音楽団」から来ている等いろいろ考えられる。

水星交響楽団

　1995 年に結成されたソニーグループ社員および OBOG、家族等により構成される合唱団。1999 年にハワイ
にてホノルル交響楽団と、2000 年にはベルリンにて、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とベートーヴェン
交響曲第 9 番をいずれも故大賀典雄の指揮により演奏し、高い評価を得ている。2010 年に横浜フィルハーモニー
管弦楽団とマーラー「復活」を、2013 年に新作オペラCasparo の合唱を演奏するなど、現在も意欲的な活動を行っ
ている。

ソニー・フィルハーモニック合唱団

本日はお忙しい中、私ども水星交響楽団（略称：水響）の演奏会にご来場
いただき、誠にありがとうございます。
　水響は今年創立 30 周年を迎え、そして、今回の演奏会は 50 回目の節目
の定期演奏会となりました。これも、日頃から様々な形でご支援くださる皆
さまのおかげです。改めて御礼を申し上げます。
　今回のプログラムは、水響にとって最も重要な作曲家の一人であるマー
ラーの交響曲第 2 番「復活」をメインに取り上げました。「復活」は、
1989 年 5 月（第 8 回定演）と 2000 年 12 月（第 27 回定演）の 2 回取
り上げられており、今回が 3 回目となるわけですが、水響にとって 3 回
目の演目となるのは、実はこの「復活」が初めてです。1 回目の 1989 年
はまだ設立から 5 年程度の段階で、経験も力量もない若いオーケストラ
が取り組むには、「復活」はあまりにも巨大な存在でしたが、ファーストヴァ
イオリンの表プルトが歴代一橋オケコンマス・コンミスでほぼ占められた
ほか、5 楽章の舞台裏バンダの指揮を齊藤先生の師匠である田中一嘉先生
に務めていただくなど、当時持ちうるだけの総力を結集し、その後の水響
発展の礎となった演奏会でした。また、2 回目は、20 世紀の終わりにあ
たり何かを残す意味で、団員全員一致で決めた「復活」で、まさしくこの
曲は、水響にとってはアニバーサリーイヤー及び 50 回目の演奏会に最も
適した作品と思います。また、今年生誕 150 年を迎えたリヒャルト・シュ
トラウスの「祝典前奏曲」は、1913 年にウィーンのコンツェルトハウス
の杮落としとして作曲され、オルガンのゴージャスな前奏からはじまる 5
管編成の豪壮な作品で、こちらもまさに記念演奏会に相応しい内容になっ
ております。
　しかしながら、30 年目・50 回はあくまで通過点。まだまだ取り組むべ
き目標はたくさんあります。これからも、楽しく明るく、良い音楽を創り
上げていきたいと考えておりますので、引き続きご支援のほど何とぞ宜し
くお願い致します。それでは、ごゆっくりとお聴きください。

水星交響楽団　運営委員長　植松隆治

ご挨拶
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リヒャルト・ シュトラウス
祝典前奏曲（約 12 分）

−  休憩（15 分）−

グスタフ・ マーラー
交響曲第 2 番《復活》（約 85 分）

本日のプログラム

指揮
齊藤　栄一

ソプラノ
山田　英津子

アルト
小川　明子

　京都大学にて音楽学を、国際基督教大学大学院にて美術史学を研究。この間、指揮法
を尾高忠明、田中一嘉、円光寺雅彦の各氏に師事。1981 年には京都大学交響楽団と 2
週間に渡り、ドイツ、オーストリアにて演奏旅行を行い、ザルツブルグ音楽祭などにて指揮。
82 年には関西二期会室内オペラ ･ シリーズ第 9 回公演、ブリテン作曲「ねじの回転」（関
西初演）の副指揮者を務める。
　84 年に水星交響楽団の常任指揮者に就任。水星交響楽団、オルフ祝祭合唱団との共
催で、佐多達枝振り付けのバレエ「カルミナ ･ ブラーナ」（95 年、東京文化会館）、「ダフ
ニスとクロエ」（99 年、新宿文化センター）を指揮した。その後、「カルミナ・ブラーナ」
のバレエ公演では、神奈川フィル、東京シティ・フィルも指揮している。2005 年には、同
曲を含むオルフの「トリオンフィ」3 部作（4 台のピアノと打楽器）を指揮している。
　明治学院大学文学部芸術学科教授。著書に「往還する視線　14 － 17 世紀ヨーロッパ
絵画における視線の現象学」（近代文芸社）、「振っても書いてもしょせん酔狂」（水響興
満新報社）がある。

　桐朋学園大学声楽専攻卒業。同大学研究科修了。第 13 回日本声楽コンクール第 1 位。
奥田良三賞、日本 R. シュトラウス協会賞をあわせて受賞。第 11 回奏楽堂日本歌曲コンクー
ル第 3 位入賞。「フィガロの結婚」「こうもり」等オペラの他、モーツァルト、ベートーヴェ
ン、R. シュトラウス、マーラー等、コンサートソリストとして数多く出演。
　CD リリースとして「アヴェ・マリア」「マドンナの宝石」「Grace　Voice」がある。

　東京芸術大学大学院修了、文化庁オペラ研修所第 10 期修了。1992 年第 61 回日本音
楽コンクール第 2 位。1993 年第 4 回奏楽堂日本歌曲コンクール第 1 位ならびに山田耕筰
賞受賞。1997 年度文化庁派遣芸術家在外研修員としてウィーンに留学。コンサート歌手
として各地で活躍している。CD「日本歌曲選」「啄木とみすゞを歌う」「からたちの花 山
田耕筰歌曲集」「荒城の月 国楽を離陸させた偉人たち」「さくら横ちょう 中田喜直 4 つの
歌曲集」をリリース。二期会会員。
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曲目紹介 1

 　リヒャルト・シュトラウスといえば、ロマン派の集
大成の時期に活躍した作曲家として語られます。だか
らこそ水響 50 回目の演奏会というある種の集大成に
おいてこの作曲家を選ぶのはふさわしい・・・ように
思われます。
　しかも、その人柄はまた面白いのです。彼の人とな
りを見てみると、その性質は確かに天才というべきも
のでありました。それゆえに、交響詩という在り方を
極限までに高めるほどの偉業を成し遂げたということ
もできます。しかし、彼の根本には「職人」としての
本質があったのです。

「職人」としてのリヒャルト・シュトラウス

　この「職人」とは緻密な作業をするものという意味
でもあるのですが、それよりも、「金勘定」ができる
仕事人としての「職人」の方に注目したく思います。
彼は実生活においては非常に実利的で、金にうるさい
人物であったと言います。自分の小遣いは楽団員との
カードゲームで稼ぐような人物であり、コンサートの
合間で近くのデパートでのピアノ演奏までして稼ごう

としていたと言います。
　これを聞くと、仕事の合間は全て作曲に費やしたと
されるマーラーとはある意味正反対の性質のようにも
感じられてしまいます。そういった意味で実は、マー
ラー自身はリヒャルト・シュトラウスに好意を抱いて
いたかというとそうでもなかったようです。そんな彼
の性質をよく表す笑い話として、リハーサルを終えて
帰宅したリヒャルトに息子が「いくら儲かったの？」
と聞いたことに対し、涙を流して喜んだという話もあ
ります。
　そんな、気質の彼だからこそ、「金に見合う曲を作る」
ということもあったようで、日本に委嘱された『日本
建国 2600 年祝典曲』が想像力の欠如とまで言われる
程度の出来だったのもある意味頷けます（彼は日本か
らは金ではなく鐘をもらったそうですが）。
　しかし、それでいて、彼には機会音楽の依頼も多く
寄せられました。むしろ、「金に見合っただけの曲」を
作れるからこそ、依頼が来ていたとも言えるのかもし
れません。

　今回の『祝典前奏曲』も委嘱による機会音楽で、
1913 年 10 月 19 日のウィーンコンツェルトハウスの
落成式のために作曲されました。
　これまでシュトラウスの「職人」としての側面ばかり
語っていましたから、この『祝典前奏曲』に不安を持
つかもしれません。しかし、ご安心ください。「職人で
あるからこそ」彼は「求められる音楽」を作れるのであり、
ロマン派の極致たる作曲家であるからこそ、ウィーン
コンツェルトハウスという場にふさわしい伝統の蓄積と
職人技とも言える曲を仕上げてきたのです。

　さて、以下ではこの曲自身について解説をしていき
ます。
　この祝典前奏曲の編成は、5 管編成で ピッコロ、フ
ルート 4、オーボエ 4、ヘッケルフォン、小クラリネッ
ト、クラリネット 4（C 管と A 管）、ファゴット 4、コ
ントラファゴット、ホルン 8、トランペット 4、トロ
ンボーン 4、バスチューバ、ティンパニ 2（2 人、8 台）、
シンバル、大太鼓、オルガン、弦 7 部（ヴァイオリン
2 部：20+20、ヴィオラ 2 部：12+12、チェロ 2 部：
10+10、コントラバス 12）バンダ（別働隊）の金管群：
トランペット 6（場合によっては 12）からなり、驚く
べきことに、弦楽器がそもそもヴァイオリン以外まで

© 木村駿介



5

水星交響楽団　第 50 回定期演奏会

2 パートに分かれています。
　言わば、ベートーベンやシューベルトの 2 倍。オー
ケストラが縮小傾向にあった当時の世情を全く無視
したと言ってもいいでしょう。ちなみに、1906 年に
シェーンベルクが書いた室内交響曲の必要人数が 16
人であることを思うと、一体何倍の人が必要なんで
しょう。ただ、この編成の大きさも、超巨大編成の『ア
ルプス交響曲』が 2 年後の 1915 年に発表されたこと
を考えると納得がいきます。

「権威」から「大衆」へ

　ここからは曲の中身について筆を進めてまいります
が、曲の進みに合わせてメロディに「権威」とか「賛歌」
とか名前を付けながら記述しているので、曲と対応さ
せて読んでいただけると幸いです。

　曲自体はオルガン協奏曲かと思わせるほどの壮大な
オルガンソロから始まります。まるで「権威」を見せ
つけるかのように。曲の途中には、きっちりとした終
止部分は存在せず、10 分間それこそ「鳴り続けます」。
この途切れない音楽はワーグナーの「無限旋律」的な
書法と言えるでしょう。また、全体としてのハ長調と
その和音（ドミソ）を基調としたメロディ構成はワー
グナーのマイスタージンガーの前奏曲を思わせます。
第 2 部に現れる「ソドーソドミードレミファソー」の
メロディは齊藤先生曰くブラームスへの敬意の表れと
言う事でした。これに加え、曲中にはウェーバーやマー
ラー的な旋律が登場しているそうです。そういった意
味で彼がこの機会音楽に、過去の伝統を巧みに織り込
んでいることがうかがえます。
　また、オーケストラの始まりの主題、第 2 部の主題
はいずれもその調の 5 音から 1 音への解決（ソ→ド）
から歌われていること、この小さな構築物の組み合わ
せが曲中に大きな役割をもっていることは、見逃して
はならないように感じます。
　さて、オルガンでテーマが示され、開会が伝えられ
た後、ようやく登場したオーケストラは徐々に「近づ
いて」きます。まるで何か「大きなもの」が入場する
かのように。ただ、低音は「息継ぎなしで鳴らし続けて」
地鳴りのごとく支え
ていきます。この行
進は突然フェードア
ウ ト し て 2 つ 目 の
テーマが現れます。
　2 つ目のテーマが
始まるとまるで霧の
中から広い新たな地
平が現れてくるよう
に奏でられます。一
瞬だけチェロとファ
ゴットが伴奏するよ
うに見せかけて、す

ぐにヴァイオリンへと「昇華」されてしまいます。こ
このヘミオラのメロディはパーツとしていたるところ
に登場します。どこまでも遠景で広がりを持っていた
はずなのに人が集まりそこに押し寄せた瞬間、突然オ
ルガンの「権威」がそれを阻みます。
　その「権威」がゆっくりと階段を下りてくるような
メロディが終わるか終らないかのうちに変ホ長調の

「5 → 1」ではじまる弦楽器が対抗を始めます。それに
合わせてオーケストラの民衆は集い、どこまでも続く
上昇音階と下降音階の広がりの中でついに「権威」を
勝ち取り、オーケストラによってそのメロディは歌わ
れます。その後で、オルガンがそれを歌おうにもなん
だか尻すぼみになってしまいます。
　再びオーケストラは新たな地平に足を踏み入れま
す。そして減衰しながら、唯一のフェルマータへと向
かっていきます。
　次に、弦から「賛歌」が始まります。歩みは 3 拍子
から 2 拍子へ、不完全小節を挟み、ゆっくりと動き出
します。このブラームスの交響曲第 1 番のような「賛歌」
もやはり「5 → 1」からはじまります。弦がひとしき
り歌うとそこにメンバーが加わっていきます。一瞬行
進曲のようになりながらも、「賛歌」は低音へ、そして、
トランペットと木管にと受け継がれていきます。ここ
から音楽はより動き出し、新たな地平へと駆け出して
いきます。
　ここで「新たな地平」が少し形を変えて現れます。
その下でチェロとコントラバスとファゴットだけが
6/4 拍子のスタッカートで刻みます。その様子には、
まるで「新たな地平」を散策する胸の高鳴りのような
ものを感じます。そこで見つけたこと、思ったことを、
それぞれが口ぐちに話しかけます。
　この後「新たな地平」から「賛歌」へともどってい
きます。今度はラッパの音ではなく、鳥のさえずりの
ような木管楽器がこれに合の手を入れていきます。そ
の「賛歌」が高まると、ホルンをはじめとして金管が「新
たな地平」を壮大に歌い上げます。そこで見える 1 つ
のクライマックスで現れるのは、まるで『ドン・ファン』
のようなファンファーレです。オーケストラという民
衆が一丸となって壮大なファンファーレと再び「新た
な地平」を歌い上げます。
　そこに思い出したかのようにオルガンが「権威」で
登場します。しかし、再び 3 拍子に戻ったここでは、「権
威」も急ぎ足で、踊ろうにも、追いつこうにも、「新た
な地平」とオーケストラに飲み込まれていく、そして、
オルガンさえもこの曲の「一員」となっていきます。
　改めて平静を取り戻した曲は胸を張って曲の終わり
に向けて歩みを進めていきます。金管で奏でられる
堂々とした「賛歌」と平穏が現れ、再び曲冒頭の行進
から最後に「権威」が奏でられます。しかし、もはや「権
威」は「全奏」されるべき全員のものとなったのです。

（木村駿介）ウィーン・コンツェルトハウス
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　第 50 回定期演奏会のメインを飾るのは、マーラー
の交響曲第 2 番「復活」です。
　この交響曲は第 5 楽章でフリードリヒ・クロプシュ
トックの詩をもとにした賛歌「復活」が声楽によっ
て歌われることから、一般的に「復活」の標題によっ
て親しまれています。
　マーラーは、ハンス・フォン・ビューローの葬儀
に参列した際、児童合唱によって歌われたこの詩に
霊感を得て、「生きるために死ぬ」というキーワード
を軸に第 4 ～第 5 楽章を完成させました。14 人の
兄弟のうち半分を幼時に亡くした彼にとって、死は
極めて身近なものでした。
　なぜ死ぬのか、なぜ生きるのか。
　30 歳を超え、生の喜びや美しさも、苦しみや屈辱
も深く味わったマーラーは、約 80 分にわたる曲の
中で、「自らの存在意義とは何か」という答えのない
問いに対し、1 つの回答を導き出しました。
　交響曲第 2 番「復活」は、その編成の大きさや合
唱や独唱を要することによる演奏の困難さにも関わ
らず、生と死というテーマの中で宗教を超えて感動
を呼ぶ普遍性によって、マーラーの交響曲の中でも
演奏機会の多い曲として、世界中で愛されています。

■第 1 楽章− Allegro maestoso　　　　　約 25 分

　交響曲の始まりを告げるのは、弦楽器による強烈
なトレモロの一撃と、低弦によって奏されるあまり
にも強圧的で厳しい表情の第 1 主題です。この楽章
は当初「葬礼」の副題が付された交響詩として制作
されており、交響曲第 1 番において彼自身が描いた

「英雄」の葬送をテーマにしているという説が一般的
です。しかし前作の終楽章において圧倒的に輝かし
い勝利を手にしたはずの英雄は、この曲の冒頭では
突然無残な姿となって現れ、抗いようのない「死」
に対する絶望を突きつけられるかのように、厳格な
葬送行進曲が続くのです。

　絶望と弔いの中から、音楽は彼の過ごした劇的な
生涯の回想へと向かいます。弦楽器による祈るよう
な第 2 主題に続いては、水のせせらぎや草原に響く
牧歌が浮かび、英雄の勝ち得た生涯を肯定しようと
するようです。しかし英雄が栄光を掴みかけたとき、
安らぎに身を任せようとしたとき、その度に突如不
安が浮かび、半ば暴力的な「死」によって思い出は

断ち切られてしまいます。
　風景画のように美しい木管楽器の語法や、戦いの
生々しさを表現するための特殊奏法の採用（管楽器
はベルアップで突き抜けるような音を出し、弦楽器
は弓で弦を叩く奏法を求められます！）は、マーラー
による管弦楽法の粋を集めたものです。
　幾度となく回想は遮られながらも、英雄はもはや脈
絡すらもない思い出への寄り道を続けますが、最後に
はもはや足取りに力も無くなり、半音階の下降音型に
より完膚無きまでに絶望させられてしまいます。

■第 2 楽章− Andante con moto　　　　約 10 分

　この楽章についてマーラーは「過去の回想 ... 英雄
の過ぎ去った生涯からの純粋で汚れの無い太陽の光
線」という解題を残しています。
　主要主題は弦楽器によって奏されるレントラー舞
曲風の旋律で、穏やかでくつろいだ雰囲気につつま
れているかのようですが、もはやそれは取り戻せな
くなってしまっていることを暗示するかのように、
どこかもの寂しい雰囲気も感じさせます。
　トリオにおいて展開される三連符を伴った不安定
な楽想も、甘い夢の中にも背後に迫る「死」の現実
を思い出させるようです。

■第 3 楽章− Scherzo 　　　　　　　　　  約 10 分

　第 2 楽章が静かに収束していくと、突如鳴り響く
ティンパニの音色によって第 3 楽章が始まります。
どこで切れるともわからないヴァイオリンの流れる
ような主題の中、失望と皮肉に満ちた音楽が繰り広
げられます。
　この楽章では、マーラーの歌曲集『子供の不思議
な角笛』の中の「魚に説教するパドヴァの聖アント
ニウス」からのメロディが使用されています。歌曲
の内容は「魚に素晴らしい説教を聞かせると、その
ときは誰もが感動しても、終わってしまえばみな元
の木阿弥。何も変わっていやしない。」というもの。
アントニウスが天国を説くたびに、大げさなほどの
感嘆の声を上げる魚たち。しかし、説教が終わって
みればただ空疎に泳ぎまわり、何も変わらない。
　マーラーの現実に対するシニカルな視点が、極め
て充実した音楽的要素に支えられて響き渡る、魅力
的な楽章です。

曲目紹介２
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■第 4 楽章− „Urlicht“ Sehr feierlich,aber schlicht.
 約 5 分

　アルト独唱により、現世での苦悩への嘆きと、天
国への憧れが歌われます。歌声は厳粛で慎ましく、
しかし決然とした意志を感じさせます。この曲も最
初は「子供の不思議な角笛」の中に収録された歌曲
だったこともあり、演奏時間としてはとても短い楽
章です。しかし、抗いようのない死（第 1 楽章）か
ら出発し、淡い夢のような回想（第 2 楽章）と現実
の醜さ（第 3 楽章）を描いてきたこの交響曲は、こ
の第 4 楽章によってその全容を明らかにします。す
なわち、「死を恐れて現世に苦しんだ人間は、やがて
その苦悩を超克して死への憧憬に至る」という構図
です。この構図は、第 5 楽章でよりはっきりと明ら
かにされていきます。

■第 5 楽章− Im Tempo des Scherzo’s.    約 35 分

　最終楽章は、時間にして全曲の 4 割を占める長大
な楽章で、マーラー流に拡大されたソナタ形式によっ
て展開されます。

　提示部は金管楽器群の咆哮による破滅的な響きで
音楽が始まりますが、やがて静寂の中、舞台外から
ホルンの「呼び声」のような音色が聞こえてきます。
空っぽな空間の中、一人きりで歩みを進めると、ふ
と復活を予感させる清らかな雰囲気を感じます。ま
だいつ終わるともしれぬ苦しみから逃れることはで
きませんが、やがて来たる復活の時を見据え、崇高
な感情が浮かびます。

　展開部では、地の底からの響くかのような打楽器の
長いロールのあと、壮麗な行進曲が始まります。最後
の日はついに訪れ、全ての死者が立ち上がり、審判へ
と向かう行進が始まったのです。悲劇的なほどに快活
な行進は、対位法を駆使してこれまでの主題を多彩に
展開し、世界の終わりを鮮やかに描き出します。
　行進曲が終わると、世界には恐ろしいほどの静寂
が訪れます。この世の最後のひととき、夜鶯を示すフ
ルートとピッコロが虚空に歌い、はるか遠くで啓示を
与えるように神秘的なトランペットが響くと、ついに
合唱が加わり、復活の主題を厳かに歌い出します。

　よみがえるだろう、わがちりよ、
　しばらくのいこいののちに、よみがえるだろう。
　お前を呼びたもうた主こそ、
　不滅の生命をお与えくださるのだ。

　最初囁くように始まる復活の主題は、オーケスト
ラが呼応し、アルトとソプラノの二重唱によって力
を強めていきます。

　おお、かたく信ぜよ、わが心よ！
　お前が何も失ってはいないことを！

　お前があこがれたもの、お前が愛したもの、
　お前が得ようとたたかったもの、
　それらはすべてお前のものなのだ。

　合唱も徐々にその語調を強め、音楽は死を克服し、
もはや疑いなく勝利を確信したものへと昇華します。

　生まれ出たものは滅びなければならぬ、
　おとろえ失せたものはつねにまたよみがえる！
　おののくことをやめよ！用意せよ！
　生きる用意をととのえるのだ！

　決意を携えた音楽は、もはや何の迷いもありませ
ん。オルガンや鐘も加えてオーケストラは高揚し、
圧倒的な歓喜をかみしめながら、力強く全曲が締め
くくられます。

　歌詞の最終局面で現れる「生きるために死ぬ」と
いう言葉は、ともすれば現世から逃げ、徒に安息を
求めようとするように聞こえなくもありません。し
かし、この確信に満ちた音楽は決してそうは語らず、

「死を克服した上で、命を迷いなく使い果たすのだ」
という決意にも似たメッセージとして響きます。

　第 50 回記念定期演奏会の曲紹介、僭越ながら社会
人 2 年目の若造が書かせていただきました。マーラー
の音楽の素晴らしいところは、彼の自分へのあまりの
正直さ故に、一義的な音楽的解釈が存在せず、聞く人
ひとりひとりの中に、それぞれの物語が響くことだと
思います。水響の演奏する「復活」が、本日のお客様
ひとりひとりの中に何かを喚起し、気持ちを新たに会
場を出ていただけることを願ってやみません。
　どうぞ最後まで、ごゆっくりお楽しみください。

（藤原誠明）

団内でベルアップ特訓用に作成された資料、「良いベル
アップと良くないベルアップの例」。マーラーのベルアッ
プに対する鉄の意思を実感した私たちは、「90 度を越え
なければベルアップではない」の合言葉のもと練習に励
んできた。

×  悪いベルアップ例 ◎  良いベルアップ例
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4 Satz

aus "DES KNABEN WUNDERHORN"

ALT SOLO

O Röschen roth!
Der Mensch liegt in größter Noth!
Der Mensch liegt in größter Pein!
Je lieber möcht' ich in Himmel sein!
Da kam ich auf einen breiten Weg:
Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.
Ach nein! Ich ließ mich nicht abweisen:
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben!
 

5 Satz

nach KLOPSTOCKS HYMNE "DIE 
AUFERSTEHUNG"

Chor und Sopran

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
Mein Staub, nach kurzer Ruh!
Unsterblich Leben
Wird der dich rief dir geben.

Wieder aufzublüh’n wirst du gesät!
Der Herr der Ernte geht
Und sammelt Garben
Uns ein, die starben.

Alt solo

O glaube, mein Herz, o glaube:
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, was du gesehnt!
Dein, was du geliebt, Was du gestritten!

Sopran solo

O glaube:
Du wardst nicht umsonst geboren!
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

第４楽章

 『子供の不思議な角笛』から

アルトソロ

おお、くれないの小さなバラよ !
人間は大きな苦難に閉ざされている !
人間は大きな苦悶に閉ざされている！
むしろ、私は天国にいたいと思う !
私はひとつの広い道にたどり着いた。
するとそこにひとりの天使がやって来て、私を先に
進ませまいとした。
いいえ、私はそうはさせなかった。
神様から生まれた私はまた神様のところへ行くのです！
神様はきっとひとつの光を私に下さって、
とこしえの喜びの生命 ( いのち ) にまで、私を照ら
して下さるに違いない !

第５楽章

クロプシュトックの賛歌『復活』に従いて

合唱とソプラノ

よみがえるだろう、わがちりよ、
しばらくのいこいののちに、よみがえるだろう。
お前を呼びたもうた主こそ、
不滅の生命をお与えくださるのだ。

ふたたび花咲くために、お前は種まかれたのだ！
とりいれの主が来給いて、
穀物の束なるわれら死者をとりいれ給う。

アルト独唱

おお、かたく信ぜよ、わが心よ！
お前が何も失ってはいないことを！
お前があこがれたもの、お前が愛したもの、
お前が得ようとたたかったもの、
それらはすべてお前のものなのだ。

ソプラノ独唱

おお、信ずるのだわが心よ、
お前はいたずらにこの世に生まれて、
無為に生き、苦しんだのではないということを。

歌 詞 対 訳
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Chor und Alt

Was entstanden ist, das muß vergehen!
Was vergangen, auferstehen!
Hör' auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

Sopran und Alt solo

O Schmerz! Du Alldurchdringer!
Dir bin ich entrungen!
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
In heißem Liebesstreben,
Werd'ich entschweben
Zum Licht, zu dem kein Aug' gedrungen!

Chor

Mit Flügeln, die ich mir errungen,
Werd' ich entschweben
Sterben werd' ich, um zu leben!
Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du, 
Mein Herz, in einem Nu!
Was du geschlagen,
Zu Gott wird es dich tragen!

合唱とアルト

生まれ出たものは滅びなければならぬ、
おとろえ失せたものはつねにまたよみがえる！
おののくことをやめよ！用意せよ！
生きる用意をととのえるのだ！

ソプラノとアルト独唱

おお苦しみよ、すべてにしみ通る苦悩よ！
おお死よ、わたしはお前からのがれでる！
すべての征服者であったお前から。
いまこそお前は征服されたのだ！
わたしはそのかちえた翼をひろげて、
燃ゆる愛の力をかりて舞いあがろう。
いかなる目もとどかぬ光のもとに！

合唱

そのかちえた翼をひろげて…
わたしは舞い上がろう。
よみがえるために、私は死ぬのだ。
よみがえるだろう、わが心よ、
ただちにお前はよみがえるだろう！
お前の心の鼓動は、
お前を運んで行くだろう！

（訳：渡辺護）

The Resurrection  Ricci, Sebastiano
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　水響と初共演するソプラノ歌手の山田英津子さんのお父様は指揮者の山田一雄さん（１９１２―９１）。マーラー
指揮の大家で交響曲第８番「千人の交響曲」を日本初演し、この「復活」の名演も今や伝説になっています。そこで、
英津子さんに「復活」を歌う時の心境、ヤマカズさんの思い出などを語ってもらいました。

「復活」　全体の中の一人としてのソロ
――「復活」を初めて聞いた時の印象は。
　死者を葬るシーンから音楽が始まることに衝撃を受けました。「交響曲第１番に登場する主人公の英雄を葬る」と
いう前作からのつながりがあるんですよね。最後まで聞いて、その意味を納得しました。

――１楽章の「葬礼」の後、２楽章で過去の回想に入り、５楽章で「最後の審判」が描かれるという流れになっています。
　５楽章に入って、２度目の強奏の後、突然静寂が流れて「最後の審判」を告げるホルンが響く。あの数分間はゾ
クゾクしますね。音楽が中断され、ファンファーレや鳥のさえずりのようなメロディーが鳴り響いて、舞台裏から
はバンダが聞こえてくる。本当に不思議で、演奏者全員、観客の皆さんと一緒に「最後の審判」を見守っている気
持ちになります。そこでは、歌うのを忘れそうになる。ふと、ミケランジェロの壁画の様な壮大な映像が思い浮か
ぶんですよ。

――歌い始める時の心境は　
　合唱と共に静かに歌い始める時、ピーンと空気が張りつめた中に一筋の光が差し込み、）温かさが広がる。そして、
糸を引かれるようにソプラノ・ソロの旋律が浮き上がる。その時の緊張感が心地いい。魂が解き放たれるような気
がします。合唱の役割が聖者と天使たちだとすると、私の役割はガブリエルやミカエルのような大天使。私１人で
何かのメッセージを発するのではなく、あくまでも全体の中の 1 人だと思っています。

父とマーラーの似ているところ
――お父様とマーラーにまつわる思い出を教えて下さい。
　父はすごくマーラーを尊敬しており、自分とリンクさせていました。マーラーが亡くなった翌年に父が生まれた
ことも運命的に感じていたのかもしれません。また、若かった頃の父の写真を見るとマーラーとよく似ているんで
すよ。めがねをかけて細面で。書斎にはマーラーの本がたくさんありました。妻のアルマとの手紙や伝記、作品論
とか。父は本に線を引く人でした。今、読んでみると、「こんなところを重要に思っていたんだ」などと興味深い発
見が多いです。

――マーラーを指揮される姿は伝説ですよね。楽譜を読みこんで完全に消化した上で、全身全霊を込めてオーケス
　　トラにぶつかっていく印象でした。
　もちろん、私もマーラーを振っている姿は見ています。父って、指揮をする時、うなり声を出すでしょ。熱が入っ
て思わず出てしまうんだとか――。私は何となく恥ずかしいので「やめて」と言っていました。でも、いざ自分が
舞台に立つようになると、その良さがハッキリわかりました。歌ってくれているんですよ。父の棒は分りにくいと
言われますが、音楽を一緒に歌っているので、身体の動きを見て感じることが出来れば決して分かりにくい棒では
ない。むしろ音楽の感性がひしひしと伝わってくるんだそうです。

――どんなことを学びましたか。
　特に言葉で何かを言われたことはないんです。ただ、学生時代、夕ご飯の後に「ちょっと歌ってみない？！」と
いう感じで、私が練習していた曲をピアノで伴奏してくれました。ところが、父は元々ピアニストなのに絶対に譜
面通りには弾かない。私は若かったので「楽譜通りにちゃんと弾いて」と文句を言いましたが、今、思い返すと実
はとっても歌いやすかった（笑）。知らず知らずのうちにそういうところから音楽を学んでいたのかもしれませんね。

齋藤栄一さん　自由に歌わせて下さいました
――話は変わりますが、２００５年のＯ．Ｆ．Ｃの公演で齋藤栄一さんの指揮を経験されていますよね。その時は
　　オルフ作曲の「カトゥーリ・カルミナ」と「アフロディーテの勝利」で合唱とバレエ、ピアノと打楽器による
　　演奏に出演されています。
　心地よく自由に歌わせていただいて、本当に有り難く思いました。指揮者は踊りのタイミングと音楽性の板挟み
になることが少なくありません。でも、そうした部分を一つ一つ納得出来る形でクリアされていました。総合芸術
としての素晴らしい舞台をご一緒させて頂けたことは今でも忘れられない良い思い出です。

――最後に、美しい声を保つ秘訣は
　うがい。手洗い。加湿。よく寝て、おいしいもの食べる。歌手は体が楽器。お天気や体調によって声の調子は毎
日違いますが、私たちはコンスタントに歌わないといけない。そこが一番難しいので、普段の生活から健康でないと。
あとストレスをためないことも大事です。心身ともに良い状態ですと、不思議と良いが歌えるんです！

（聞き手・祐成秀樹）

   父・山田一雄はマーラーと
　　　　　　　一緒に歌っていました
　　　　　　　   ソプラノ　山田英津子さんインタビュー
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　30 年の歴史は
感動の積み重ね。
きょうの演奏会に
たどり着くまで、
数え切れないほど
の出来事と出会
い、感動がありま
した。そこで、関
わったメンバーた
ちに思いをつづっ
てもらいました。
まずは 1984 年、
水響が産声を上
げた東京・国立市
の「赤川寿司」で
の熱い思い出をマ
ンガで紹介します
（作・西村伸吾）。
私たちの間では
「赤川寿司の誓い」
と言い伝えられて
いますが。

1984年　水星交響楽団誕生初代委員長の思い

　水響 50 回記念定期演奏会誠におめでとうございます。

　初代委員長として、本日を迎えることは誠に感慨深い

ものがあります。

　水響設立のきっかけについては他に譲りますが、改めて

当時を思い出しますと、水響誕生は、とにかくいろんな偶

然が重なった必然ではないか、とさえ感じます。

　まず、齊藤さんが初めて一橋のオケにトレーナーとして

お見えになられたのが、私の代が入学した年の夏合宿だっ

たこと。それ以来お世話になり続け、齊藤さんが社会人に

なられたのもまた、私たちの代の卒業と同じ年であったこ

と、よって水響誕生の誓いの場に齊藤さんが同席されてお

られ、創立メンバーのお一人であられた、ということです。

　また、私自身は思いもかけず会社の独身寮が国分寺に

なったため、社会人一年生にもかかわらず、国立に対す

る機動力が非常に高かったこともある意味偶然でした。

　4 年生の年末に、当時は珍しかった一発オケとして、マラ

9 演奏会（これが第一回です）を開催していたことも、結

果的には水響立ち上げへの大きな布石となっていました。

　練習場所として部室を使用させていただけたこと、創

設当時の本番場所として兼松講堂を利用できたことなど

も大きな支援材料でした。

　E メールはおろか、携帯電話すらない時代でしたので、

連絡などには大変苦労しましたが、良き同期、先輩、後

輩に恵まれ、そして何よりも齊藤さんの忍耐力と情熱に

助けていただき水響の基礎が出来上がりました。

　もちろん、水響の今があるのは、水響「中興の祖」と

もいえる現委員長の植松君のご尽力によるもので、深く

感謝申し上げますが、あわせて、いずれも短期間でしたが、

私の後を継ぎ水響を育ててくれた第二代委員長の茂本君、

第三代委員長の柿田君にもこの場をお借りしてお礼申し

上げたいと思います。

　水響がさらなる発展を遂げることを祈念します。

（本田洋二）

第 1 回定期演奏会　1985 年 3 月 2 日　一橋大学兼松講堂

シューベルト　歌劇「ロザムンデ」序曲

ラヴェル　「マ・メール・ロワ」組曲

ブラームス　交響曲第 2 番

☆　ラヴェル　亡き王女のためのパヴァーヌ

第 2 回定期演奏会　1986 年 2 月 8 日　一橋大学兼松講堂

ベートーヴェン　序曲「レオノーレ」第 3 番

ブラームス　悲劇的序曲

ブラームス　交響曲第 4 番

第 3 回定期演奏会　1986 年 9 月14 日　一橋大学兼松講堂

モーツァルト　歌劇「魔笛」序曲

チャイコフスキー　バレエ組曲　「くるみ割人形」

ベートーヴェン　交響曲第 5 番

第 4 回定期演奏会 　1987 年 5 月 4 日 立川市市民会館

モーツァルト　歌劇「劇場支配人」序曲

ベートーヴェン　交響曲第 9 番　

（ソプラノ：川藤勢津子　アルト：加藤裕子

テノール：真野郁夫　バス：黒田彰　合唱：三多摩合唱団）

第 5 回定期演奏会　1987 年 9 月 27 日　一橋大学兼松講堂

エルガー　「コケイン」序曲

マーラー　交響曲第 4 番 （ソプラノ： 川藤 勢津子 ）

水響 出会いと感動の 30 年

演奏会一覧
〜指揮は第 18 回を除き、全て常任指揮者　齊藤栄一氏〜

☆＝アンコール　　★＝ソリストアンコール
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第 6 回定期演奏会　1988 年 5 月 3 日　一橋大学兼松講堂

ブラームス　ハイドンの主題による変奏曲

チャイコフスキー　交響曲第 4 番

第 7 回定期演奏会　1988 年 10 月 16 日　
くにたち市民芸術小ホール

ドビュッシー　牧神の午後への前奏曲

プロコフィエフ　ヴァイオリン協奏曲第 1 番
　　　　　　　　　　　　 （ヴァイオリン独奏： 矢野晴子）

ブラームス　交響曲第 3 番

第 8 回定期演奏会　1989 年 5 月3日　武蔵野市民文化会館

マーラー　交響曲第 2 番「復活」

（ソプラノ：蜂谷幸枝　アルト：渡部せつ子
　　　　　  合唱：東京ライエンコーア／武蔵野合唱団）

第 9 回定期演奏会　1989 年 10 月1日　一橋大学兼松講堂

R．シュトラウス　交響詩「ドン・ファン」

プロコフィエフ　 「キージェ中尉」組曲

ベートーヴェン　交響曲第 8 番

第 10 回定期演奏会　1990 年 5 月3日　武蔵野市民文化会館

ヴァーグナー　歌劇「トリスタンとイゾルデ」より
「前奏曲と愛の死」

マーラー　交響曲第 5 番

☆　ディーリアス　「フロリダ組曲」より「ラ・カリンダ」

第 11 回定期演奏会　1990 年 9 月 23 日
くにたち市民芸術小ホール

ディーリアス　ブリッグの定期市

ヒンデミット　ウェーバーの主題による交響的変容

ベートーヴェン　交響曲第 3 番「英雄」

第 12 回定期演奏会　1991 年 5 月 3 日　武蔵野市民文化会館

バーンスタイン　「キャンディード」序曲

ガーシュイン　交響的絵画「ポーギーとベス」

バーバー　弦楽のためのアダージョ

J．ウィリアムズ　「スター・ウォーズ」組曲

☆　バーンスタイン　「ウエスト・サイドストーリー」より

　　プエルトリコ／アメリカ

第 13 回定期演奏会　1991 年 9 月 22 日　杉並公会堂

プーランク　組曲「牝鹿」

フォーレ　組曲「ペレアスとメリザンド」

チャイコフスキー　交響曲第 6 番「悲愴」

☆　チャイコフスキー　バレエ音楽「白鳥の湖」よりワルツ

第 14 回定期演奏会　1992 年 5 月 3 日
府中の森芸術劇場 どりーむホール

エルガー　チェロ協奏曲（チェロ独奏： 金谷 昌治）

ホルスト　大管弦楽のための組曲「惑星」

☆　エルガー　威風堂々第 1 番

第 15 回定期演奏会　1992 年 10 月 3 日　立川市市民会館

ベートーヴェン　交響曲第 6 番「田園」

ラヴェル　スペイン狂詩曲

ラヴェル　舞踊詩「ラ・ヴァルス」

ラヴェル　ボレロ

第 16 回定期演奏会　1993 年 5 月 9 日
府中の森芸術劇場　どりーむホール

マーラー　交響曲第 3 番　（アルト：渡部せつ子 
合唱：水星交響楽団合唱団　児童合唱：晃華学園聖歌隊）

第 17 回定期演奏会　1994 年 2 月 6 日　サントリーホール
シューマン　交響曲第 3 番「ライン」

ドビュッシー　夜想曲

ストラヴィンスキー　バレエ音楽「春の祭典」

☆　サティ（ドビュッシー編）　ジムノペディ第 1 番

☆　プロコフィエフ　バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より
　　　　　　　　　　　　　　　　　 「タイボルトの死」

1994 年　サントリーホール進出！
　　　　　　　メジャーホール路線の定着へ

　ホールの予約をしたり、事前打合せや当日の運営などで

ホール側との窓口となる担当を「会場係」と呼んでおり、

植松政権の成立以降、私が仰せつかっています。初期の定

演はごくつつましく、多摩地区の公営ホールを会場として、

事前打合せもごく大まかに流れを確認する程度。当日いく

らでも融通がきく。会場係の仕事は楽勝でした。

　ところが 1994 年、第 17 回という何の区切りでも節

目でもない演奏会で、一部の団員が暴走してなんとサン

トリーホールを押さえてしまった。曲も、変拍子と不協

和音の嵐、かつ極大編成で、プロでも身構えるあの『春

の祭典』をやってしまえと大見得を切った。

　慌てたのは私です。サントリーでハルサイとは一大事、

失礼や不行き届きがあってはいけないと、舞台配置や当日

のスケジュールを念入りに作り込んで打合せに臨みました。

緊張して入っていったサントリーの楽屋口。民間ホールらし

く愛想よく迎えられ、「やっぱり公営とは違うよなぁ」とほっ

としたのも束の間、強面のステージマネージャーが入って

きました。ハルサイの編成も熟知し、てきぱきと配置など

を決めていく取り運びはさすがと思わせるものでした。

　しかし当日のリハーサルで、きっちりと寸分の狂いも許

さぬ仕切りに慣れない私たちは、いつもの調子で思い思い

の場所に座って音出しを始めてしまい、ステマネ氏にもの

すごい勢いで怒鳴られて、震え上がってしまいました。

　ステマネ氏にお詫びし、そそくさと座り直し、気も取

り直し、いざ本番。公営ホールでは期待すべくもない極

上の響きに包まれて、怒鳴られたことはすでに忘却の彼

方。至福の2時間があっという間に過ぎました。やっぱり、

いいホールはいいなぁ…。

　それからというもの、公営ホールには目もくれず、ひ
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たすらメジャーホールをターゲットに 1 年半前の予約を

確保し、当日に向けて綿密な準備を重ね、当日は会場の

すべてを仕切って円滑に運営するという重いミッション

が、会場係に課せられることとなりました。　

　かくして水響のメジャーホール経験値は、すみだトリ

フォニー 11 回、東京芸術劇場 6 回、ミューザ川崎 4 回、

サントリー 2 回、東京オペラシティ 2 回、東京文化会館

2 回等々。団員各位の協力もいただき、何とかミッショ

ンを遂行できているかなと思います。

　ただ、私のような古株団員は、時折、古き良き時代の、

ゆる～い、でもどこか温もりのある定演を懐かしく想ったり

もします。当日券売場がちゃんと決まってなかったり、舞台

上で自分の座る席がないと慌てる人がいたり、開演時刻を

勘違いして行方不明の人がいたりしても、打ち上げのネタ

になってみんなで笑い飛ばして済んでしまうような…。

　委員長、これから、何回かに 1 回は、そんな感じでや

りませんか？　　　　　　　　　　　　　   （横地 篤志）

第 18 回定期演奏会　1994 年 10 月 1 日
所沢市民文化センター　ミューズ　指揮 森口真司

ドヴォルザーク　序曲「謝肉祭」

チャイコフスキー　バレエ音楽「白鳥の湖」より抜粋

バルトーク　管弦楽のための協奏曲

☆　ドヴォルザーク 　スラブ舞曲第 10 番

第 19 回定期演奏会　1995 年 5 月 28 日
中野 ZERO ホール

イベール　寄港地

ホルスト　バレエ音楽「パーフェクト・フール」

ブラームス　交響曲第 1 番
☆　ディーリアス　春初めてのカッコウを聞いて

カルミナ・ブラーナ実行委員会記念公演　1995 年 12 月 24 日
東京文化会館

オルフ　カルミナ・ブラーナ

（ソプラノ：秋元智子　テノール：川瀬幹比虎　バリトン：高

井治　バレエ：オルフ生誕 100 周年記念バレエ団　合唱：オ

ルフ祝祭合唱団　児童合唱：新宿区少年少女合唱団）

1995年「カルミナ・ブラーナ」初演
　　　　　　　水響の思いがけない功績

　1995 年 12 月 24 日、水響は

カール・オルフ生誕 100 周年特

別企画「カルミナ・ブラーナ」

公演に出演しました。これは作

曲者が理想とした通り、管弦楽

と合唱と舞踊が融合した「完全

版」の上演で、水

響 に 取 って 大 変、

意義深い公演とな

りました。

　演出と振り付け

は日本の創作バレ

エの第一人者の佐

多達枝さん。出演は坂本登喜彦さん、高部尚子さんら一

流ダンサー。公演は東京文化会館で行われ、入場料 S 席

5000 円。すなわち、プロのバレエ公演の演奏を任せられた

のです。

　この公演は、日本のバレエ上演史上のエポックともな

りました。当時の「カルミナ」は合唱曲としては有名で

したが、バレエ作品としての認知度は今一つ。ただ、こ

の佐多版は好評で何度も再演されました。その後、コン

テンポラリーダンスの奇才・大島早紀子さんが振り付け

たり、デヴィッド・ビントレーさんの振り付け版を新国

立劇場バレエ団が上演したりと相次いで取り上げられる

ようになり、今や「カルミナ」はバレエ公演の定番の一

つになったのです。そう私たちの公演が、日本にバレエ「カ

ルミナ」を定着させる第一歩を記したのです。

　同時に佐多さんの新たな世界を開きました。以前の佐

多さんはカフカ作品など文学作品の振り付けが多かった

印象ですが、「カルミナ」以後はベートーヴェンの「第九」

やバッハの「ヨハネ受難曲」もバレエ化。「音楽舞踊劇」

というジャンルを打ち立てました。

　この文章のために、当時の資料を見直した時、意外な

名前を見つけました。バリトンは高井治さん。劇団四季

の「オペラ座の怪人」の主役を 2000 回以上も演じてい

るミュージカル界の大スターです。長年、続けていると

思いがけない出会いがあるものです。　　　 （祐成秀樹）

特別演奏会　1996 年 1 月 18 日　立川市市民会館
モーツァルト　交響曲第 38 番「プラハ」

R．シュトラウス
歌劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り

オルフ　カルミナ・ブラーナ

（ソプラノ：秋元智子　テノール：川瀬幹比虎　バリトン：福島明也
合唱：オルフ祝祭合唱団　児童合唱：新宿区少年少女合唱団）

第 20 回定期演奏会　1996 年 8 月 24 日
オーチャードホール

バーンスタイン　 管弦楽のためのディヴェルティメント

マーラー　交響曲第 6 番「悲劇的」

水星交響楽団　第 50 回定期演奏会



第 21回定期演奏会　1997 年 5 月18 日　立川市市民会館
ベートーヴェン　交響曲第 4 番

プーランク　グローリア
（ソプラノ：北条聖子　合唱：オルフ祝祭合唱団）

レスピーギ　交響詩「ローマの祭り」

第 22 回定期演奏会　1997 年 9 月 21 日
武蔵野市民文化会館

ボロディン　歌劇「イーゴリ公」より
　　　　　　　　 だったん人の踊り（合唱：オルフ祝祭合唱団）

バーンスタイン　「ウエストサイド・ストーリー」より
シンフォニック・ダンス

ブラームス　交響曲第 3 番

☆　シャブリエ　狂詩曲「スペイン」

チェンバーシリーズ　第 1 回演奏会　1997 年 12 月 27 日
三鷹市芸術文化センター 風のホール

ヒンデミット　金管と弦のための演奏会用音楽

ミヨー　バレエ音楽　「世界の創造」

モーツァルト　交響曲第 35 番「ハフナー」

 

特別演奏会 1998 年 5 月 30 日　立川市市民会館
ブラームス　ヴァイオリン協奏曲（ヴァイオリン独奏 : 瀬崎明日香）

ベートーヴェン　交響曲第 7 番

第 23 回定期演奏会　1998 年 8 月 21 日
　　　　東京オペラシティ　タケミツメモリアルホール

コープランド　エル・サロン・メヒコ

ラヴェル　左手のためのピアノ協奏曲（ピアノ独奏：若林顕）

★　ドビュッシー　ベルガマスク組曲より「月の光」

R．シュトラウス　アルプス交響曲

第 24 回定期演奏会　1999 年 3 月 14 日　サントリーホール
デュカス 　交響詩「魔法使いの弟子」

チャイコフスキー 　幻想序曲「ロメオとジュリエット」

ラヴェル　 舞踊交響曲「ダフニスとクロエ」全曲
（合唱：オルフ祝祭合唱団）

☆　ファリヤ　「三角帽子」より終曲

第 25 回定期演奏会　1999 年 10 月31日　東京芸術劇場
ガーシュウィン　パリのアメリカ人

マーラー　交響曲第 7 番「夜の歌」

第 26 回定期演奏会　2000 年 4 月 23 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

ヴィラ＝ロボス　ブラジル風バッハ第 4 番

ガーシュウィン　ピアノ協奏曲ヘ調（ピアノ独奏：白石准）

チャイコフスキー　交響曲第 5 番

☆　チャイコフスキー　バレエ音楽「眠りの森の美女」よりワルツ

野外音楽会　2000 年 8 月 19 日
くにたち郷土文化館歴史庭園

スッペ　「軽騎兵」序曲

ヴォーン・ウィリアムズ
グリーンスリーブスの主題による幻想曲

シャブリエ　狂詩曲「エスパナ」

ラヴェル　バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より
　　　　　　　　　　　　　　美女と野獣の対話／妖精の園

ガーシュウィン　キューバ序曲

本間勇輔（齊藤栄一編）　「古畑任三郎」のテーマ

バーンスタイン　政治的序曲「スラヴァ！」

コープランド　バレエ音楽「ロデオ」より
　　　　　　　　　　　　　土曜の夜のワルツ／ホウダウン

アンダーソン　タイプライター／舞踏会の美女

ハチャトゥリャン　バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞

小山清茂　管弦楽のための「木挽歌」より盆踊り／フィナーレ

レスピーギ　交響詩「ローマの松」よりアッピア街道の松

☆　萩原哲晶（齊藤栄一編）　管弦楽のためのスーダラ節

☆　ヒナステラ　「エスタンシア」よりマランボ

☆　ヨハン・シュトラウス　ラデツキー行進曲 

第 27 回定期演奏会　2000 年 12 月 16 日　
　　　　　　　　　　　　　　　東京芸術劇場

マーラー 交響曲第 2 番 「復活」
（ソプラノ：大沼美恵子　メゾ・ソプラノ：西川裕子

合唱：オルフ祝祭合唱団）

第 28 回定期演奏会　2001 年 6 月10 日　文京シビックホール
ブリテン　歌劇「ピーターグライムズ」より 4 つの海の間奏曲

ドビュッシー　海～ 3 つの交響的素描

ベートーヴェン　交響曲第 3 番「英雄」

☆　 ウォルトン　宝玉と王の杖

長野演奏旅行　2001 年 11 月 4 日
長野県県民文化会館

バーンスタイン　ウエストサイド・ストーリー・メドレー

バルトーク　ヴィオラ協奏曲（ヴィオラ独奏：坂口翼）

マーラー　交響曲第 5 番

14

森羅万象を音で表現し、世相を鋭く切り取るヒンデミット交響楽団は世界
でも他に例を見ないユニークな存在として主に演奏会後の打上げの余興を
一手に引き受けてきたが、2000 年 12 月に『ふつうのおじさんに戻ります』
の言葉と共にミレニアム解散。その後、十余年の時を経て、2013 年に若手
団員による新ヒンデミット交響楽団が華々しくデビューし復活を遂げた。
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2001年　水響初の演奏旅行は長野へ

　20 世紀最後の定期演奏会（2000 年 12 月：第 27 回）

で「ミレニアム記念」として、マーラー「復活」の再演

を行ったあと、21 世紀に入ると、今度は「演奏旅行なる

ものをぜひやってみたい」とう声が強くなってきました。

従来から、何かコトがあると「お疲れさん旅行」と称して、

バスをチャーターして九十九里方面に地曳網に行くなど

旅行が好きな団体だったので、いずれはとは考えていま

したが、演奏旅行ともなると、当然ながらただ行けばい

いのではなく、楽器を運んだり、現地でホール・練習場

を確保したりする他にも集客をどうするのかなど課題は

山積でした。

　それでも、とにかく「演奏会 + 旅行 + 地方のうまいも

のとお酒（できれば温泉）」という、水響団員の大好物が

集約されたともいえる演奏旅行実現にかける団の意欲は

並大抵のものではなく、2001 年 11 月には長野での演奏

会（長野県民文化会館）を実現させてしまいました。長

野出身のヴィオラ奏者坂口翼さん（現在スイスロマンド

管弦楽団ヴィオラ奏者）をソリストに迎えたバルトーク

のヴィオラ協奏曲に加え、得意のマーラーから交響曲第

5 番をメインにしたプログラムでした。事前の調査では、

長野市内ではマーラーは 1 番以外の交響曲は演奏された

ことがないということで、意気揚々として長野入りした

我々でしたが、なんと演奏会前日に同じ会場でチェコフィ

ルの来日公演が開かれ、マーラーの 7 番がアシュケナー

ジ指揮のもと演奏されたばかりという多少落胆させられ

た事実はありましたが、演奏会自体はなかなか盛り上がっ

たものとなり、帰りのバスでの大宴会が懐かしく思い出

されます（当初は国立解散の予定でしたが、関越道の大

渋滞によって、到着時間が大幅に遅れ、終電のなくなり

そうな団員を何人か途中で降ろしたこともよく覚えてま

す）。

　このあと、2008 年には、40 回記念定期演奏会を祝し

て名古屋演奏旅行も実現することができましたが（水響

名古屋支部の重鎮、高橋広君に大変お世話になった演奏

会でした）、旅行好きの血がうずうずしてきた昨今、い

よいよ海外に！という声もちらほら出てきているところ

です。

（植松隆治）

第 29 回定期演奏会　2002 年 1 月 20 日
　　　　　　　　　　　　　　東京芸術劇場

バーンスタイン　政治的序曲「スラヴァ！」

バルトーク　ヴィオラ協奏曲（ヴィオラ独奏：坂口翼）

マーラー　交響曲第 5 番

第 30 回定期演奏会　2002 年 8 月 25 日
　　　　　東京オペラシティ タケミツメモリアルホール
　　　　〜常任指揮者　齊藤栄一セレクションプログラム〜

ラヴェル　「道化師の朝の歌」

モーツァルト　交響曲第 41 番「ジュピター」

ショスタコーヴィチ　交響曲第 7 番「レニングラード」

チェンバーシリーズ　第 2 回演奏会　2003 年 1 月 26 日
第一生命ホール

ミヨー　プロヴァンス組曲

イベール　ディベルティメント

リード　金管と打楽器のための交響曲

ハイドン　交響曲第 104 番「ロンドン」

☆　モーツァルト　歌劇「フィガロの結婚」序曲

第 31 回定期演奏会　2003 年 8 月 31 日　東京芸術劇場
ウォルトン　ヨハネスバーグ祝祭序曲

シベリウス　交響曲第 5 番

バーンスタイン　交響曲第 2 番「不安の時代」
（ピアノ独奏：鈴木深喜）

★　シベリウス　ロマンス

☆　バーンスタイン（齊藤栄一編）トゥナイト・アンサンブル

第 32 回定期演奏会　2004 年 2 月 14 日
　　　　　　　　　　　　文京シビックホール

ベートヴェン　「エグモント」序曲

ウォルトン　ヴィオラ協奏曲（ヴィオラ独奏：坂口翼）

★　ヒンデミット　無伴奏ヴィオラソナタ第 1 番より第 4 楽章

マーラー　交響曲第 1 番

☆　マーラー　花の章

第 33 回定期演奏会　2004 年 9 月 12 日
めぐろパーシモンホール

ストラヴィンスキー　バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947 年版）

ブルックナー　交響曲第 9 番

第 34 回定期演奏会　2005 年 2 月 20 日
　　　　　　　　　　　　　　東京芸術劇場

ショスタコーヴィチ　祝典序曲

ハチャトゥリアン　バレエ音楽「ガイーヌ」より抜粋

プロコフィエフ　交響曲第 5 番

☆　プロコフィエフ　行進曲

第 35 回定期演奏会　2005 年 9 月 25 日
　　　　　　　　　　ミューザ川崎シンフォニーホール

ショスタコーヴィチ　交響曲第 9 番

ラヴェル　舞踏詩「ラ・ヴァルス」

ベートーヴェン　交響曲第 5 番

☆　ワーグナー　歌劇 ｢ローエングリン｣ 第 2 幕より
　　｢エルザの大聖堂への行列｣

水星交響楽団　第 50 回定期演奏会
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第 36 回定期演奏会　2006 年 3 月 11 日
　　　　　　　　　　　　　　東京芸術劇場

ガーシュウィン　キューバ序曲

バーバー　ヴァイオリン協奏曲
（ヴァイオリン独奏：田野倉雅秋）

★　イザイ　無伴奏ヴァイオリンソナタ第 2 番より第 1 楽章

コープランド　交響曲第 3 番

☆　ガーシュウィン　キューバ序曲

第 37 回定期演奏会　2007 年 1 月 21 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

バルトーク　パントマイム音楽「中国の不思議な役人」全曲 
　　　　　　（2000 年新版）（ 合唱：オルフ祝祭合唱団／
　　　　　　　　　　　　　　　　　コロス・プネウマ）

マーラー　交響曲「大地の歌」
（アルト：小川明子　テノール：川瀬幹比虎）

2007年「大地の歌」、2010年交響曲第3番
　　　水星交響楽団とマーラー　歌姫の思い

　水星交響楽団創立 30

年、第 50 回記念定期演

奏会開催おめでとうご

ざいます。

　私は第 37 回の「大地

の歌」、第 43 回「交響

曲第 3 番」と 2 つのマー

ラーの作品でご一緒さ

せていただきました。

どちらもアルトにとっ

ては憧れの曲！毎回の

練習では本当に貴重な勉強をさせていただき、今でも忘

れることができません。

　「大地の歌」のお話は共演したテノールの川瀬幹比虎さ

んからお誘いいただきました。バッハなどの宗教曲でよ

くご一緒していた川瀬さんからマーラー…と不思議な感

じがしましたが、喜んでお引き受けしました。練習初回、

まずは狭い練習場にぎっしりと並んだメンバーに圧倒さ

れました。齊藤先生の指揮を邪魔しないよう気を使いな

がら入口ドアに張り付いての歌唱は、自分もメンバーに

なったような気がして楽しかったです。掛け合いになる

フルートとは分奏（唱？）練習。水響の皆さんとじっく

り曲と向き合えたことは私の大きな財産になりました。

また「交響曲第 3 番」では練習回数は少なかったですが、

東京文化会館大ホールでの本番は心に残る集中力の高い

素晴らしい演奏でした。

　水星交響楽団のますますのご発展をお祈りするととも

に、3 度目の共演を心より楽しみにしております。

（小川明子）

第 38 回定期演奏会　2007 年 8 月 18 日
　　　　　　　　　　ミューザ川崎シンフォニーホール

モーツァルト　歌劇「魔笛」序曲

コダーイ　組曲 ｢ハーリ・ヤーノシュ｣

ブラームス　交響曲第 4 番

☆　ホルスト　「吹奏楽のための第 1 組曲」より マーチ

第 39 回定期演奏会　2008 年 4 月 26 日
　　　　　　　　　　ミューザ川崎シンフォニーホール

ラヴェル　高雅で感傷的なワルツ

イベール　交響組曲 ｢寄港地｣

ベルリオーズ　幻想交響曲 ｢ある芸術家の生涯の挿話｣ 

☆　イベール　バッカナール

第 40 回記念定期演奏会　名古屋公演　2008 年 10 月12 日
　　　　　　　　　愛知県芸術劇場　コンサートホール

ドヴォルザーク　交響曲第 9 番 ｢新世界より｣

ストラヴィンスキー　バレエ音楽 ｢春の祭典｣

☆　ストラヴィンスキー　サーカス・ポルカ

☆　ドヴォルザーク　スラブ舞曲第 1 番

第 40 回記念定期演奏会　東京公演　2008 年 11 月 24 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

ドヴォルザーク　交響曲第 9 番 ｢新世界より｣

ストラヴィンスキー　バレエ音楽 ｢春の祭典｣

☆　ストラヴィンスキー　サーカス・ポルカ

☆　ドヴォルザーク　スラブ舞曲第 1 番

第 41 回記念定期演奏会
水響 25 周年記念シリーズⅠ　2009 年 5 月 9 日

すみだトリフォニーホール
　　　　〜常任指揮者 齊藤栄一セレクションプログラム〜

モーツァルト　交響曲第 26 番

シューマン　交響曲第 2 番

R. シュトラウス　家庭交響曲

☆　ボッケリーニ（ベリオ編）マドリッドの夜の帰営ラッパ

第 42 回定期演奏会
水響 25 周年記念シリーズⅡ　2009 年 10 月 12 日

　　　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

ファリャ　バレエ音楽「恋は魔術師」　（ソプラノ：寺島夕紗子）

ドビュッシー　バレエ音楽「遊戯」

矢代秋雄　交響曲

☆　伊福部昭　SF 交響ファンタジー第 1 番

第 43 回定期演奏会　2010 年 5 月 1 日　東京文化会館
マーラー　交響曲第 3 番　（アルト：小川明子

合唱：オルフ祝祭合唱団　児童合唱：すみだ少年少女合唱団）
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第 44 回定期演奏会　2010 年 9 月 20 日
すみだトリフォニーホール

　　　　〜オール・プロコフィエフ・プログラム〜

交響曲第 7 番

ヴァイオリン協奏曲第 1 番 （ヴァイオリン独奏：田野倉雅秋）

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より抜粋
（語り：光枝明彦）

2010年　水響が変わった。
みなみさんコンミス復帰！

　現在の水響のコンサートミストレス（略してコンミス）

は中里咲子さん。団員の間では親しみを込めて旧姓のみな

み（南）さんと呼ばれていますので、ここでもそう呼ばせ

て頂きます。

　みなみさんは、直近では第 44 回定期演奏会からコン

ミスを務められています。実はみなみさんが最初に水響

でコンミスを担当されたのは第 25 回定期演奏会。それ

から第 27 回定期演奏会までコンミスを務められました。

第 27 回のメインは本日演奏する曲と同じ、マーラーの

「復活」。私は当時学生で水響に乗っていました。

　みなみさんがコンミスに復帰された第 44 回以前から、

私はしばらく 2nd バイオリンのトップを担当していまし

た。思い返せばコンミス復帰前後でオケが変わったなぁ

と思うことがあります。それは「もっとアンサンブルを

楽しもう」というみなみさんの姿勢がオケ全体に強く伝

わっていることです。時に厳しく、オケのどのパートに

対しても的確に指示を出される姿は、団内からも厚い信

頼を得ています。前回の第 49 回定期演奏会では、リヒャ

ルト・シュトラウスの「英雄の生涯」のソロを華麗に弾

きこなし、私は練習中に聞き惚れて落ちてしまったこと

も。私の憧れの先輩であることは言うまでもありません。

　水響の得意科目とでもいうべきマーラー。単に曲が好

きというだけでなく、団員全員が同じベクトルを共有で

きているのも、みなみさんのおかげかもしれません。

（土屋和隆）

第 45 回定期演奏会　2011 年 9 月 19 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

ガーシュウィン　「オー・ケイ！」序曲

J．ウィリアムス　「ハリー・ポッターと賢者の石」組曲

ホルスト　大管弦楽のための組曲「惑星」

（合唱：オルフ祝祭合唱団）

☆　J．ウィリアムス　｢スター・ウォーズ｣ より
アナキンのテーマ／インペリアル・マーチ

第 46 回定期演奏会　2012 年 4 月 8 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

レスピーギ　交響詩「ローマの噴水」

レスピーギ　交響詩「ローマの松」

ブラームス　交響曲第 2 番

☆　ブラームス　ハンガリー舞曲第 6 番

第 47 回定期演奏会　2012 年 10 月 21 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

ラヴェル　スペイン狂詩曲

マーラー　交響曲第 6 番「悲劇的」

第 48 回定期演奏会　2013 年 5 月 3 日
　　　　　　　　　　ミューザ川崎シンフォニーホール

シベリウス　交響曲第 7 番

ブリテン　チェロと管弦楽のための交響曲（チェロ独奏：丸
山泰雄）（※日本のアマチュアオーケストラとして日本初演）

★　ピアソラ
（ホセ・ブラガード編曲）　アディオス・ノニーノ

ニールセン　交響曲第 4 番「滅ぼし得ざるもの」

第 49 回定期演奏会　2013 年 9 月 16 日
　　　　　　　　すみだトリフォニーホール

バーンスタイン　プレリュードとフーガとリフ

ラヴェル　バレエ音楽「マ・メール・ロワ」

R．シュトラウス　交響詩「英雄の生涯」

☆　R．シュトラウス
歌劇《カプリッチョ》より「月の光の音楽」

2013年　第49回定期演奏会を台風が直撃

　コンサートミストレスのみなみです。前回定期（49 回）

では一橋大学管弦楽団に入団した年から 25 年憧れていた

リヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」を演奏しました。

曲が決まってからほぼ 2 年間、自分のソロで曲を止めてし

まうかも知れない責任重大な曲です。

　全力で準備しました。たくさんの演奏（CD や生演奏）

を聴き、久々に個人レッスンを数回受け、楽譜に忠実に弾

ける技術を磨き、その上で自分なりの解釈で表現すること

に力を注ぎました。本番までに12回の合奏がありましたが、

8 回目くらいまでは毎回違うタイプの「英雄の伴侶」を演じ、

自分がぴったりと思えるソロに仕上げていきました。

　ところがです。あとは本番に思うように弾けるかどうか

が一番の課題、と本番に向けて気持ちが高まっていた数

日前の 9/13 早朝に台風 18 号（MAN-YI）が小笠原近海

で発生。どんどん勢力を増して日本列島を縦断、9/16 午

前 5 時すぎ関西で

大雨特別警報が発

表されたあともそ

のままの勢力で関

東直撃。テレビの

ニュースでは外出

を控えるようにと

水星交響楽団　第 50 回定期演奏会
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ソニー・フィルハーモニック合唱団

合唱指導
　江端　員好

【ソプラノ】
　相川　牧子
　石関　加代子
　石塚　幸子
　市村　洋子
　稲岡　周子
　稲葉　カスミ
　岩本　邦子
　牛山　美春
　榎本　雅子
　大竹　美文
　大橋　和
　岡　邦子
　川崎　仁美
　北村　順子
　沓掛　史枝
　車　伸恵
　小石　美恵子
　河野　裕子
　小林　一子
　澤　由美
　城村　聡子
　鈴木　京子
　鈴木　美江

　瀬沼　紀子
　仙波　祐子
　高砂　幸子
　多胡　洋子
　千葉　祥子
　長倉　祥子
　林　智恵子
　原　和恵
◎春山　奈津子
　樋口　順子
　平本　伸子
　藤木　富子
　藤田　栄子
　正本　惠美子
　水野　美沙
　宮口　恵美子
　宮原　美紀
　山下　喜美子
　由岡　宏子

【アルト】
＊朝倉　美和
　甘利　久美子
　甘利　裕子
　岩崎　敏子
　大柄　千恵美
　小川　啓子

　尾島　夕里
　尾田　雅代
　紙野　洋子
　小島　美樹
　小股　美絵
　斎藤　洋子
　佐藤　美帆
　鈴木　豊子
◎鈴木　尚美
　田中　奈加子
　坪井　かず子
　外山　恭子
　長谷川　美穂
　浜野　裕子
　早川　弥生
　林田　素子
　久崎　慶子
　伏見　順子
　藤田　栄
　箕輪　尚子
　吉武　朋子
　吉野　香織

【テノール】
　安芸　祐一
　荒川　将臣
　石山　弘之

　上中　康弘
◎江端　員好
　遠藤　光則
　小川　清
　小川　秀樹
　勝俣　賢
　杉山　潤太
　髙山　穣治
　廣瀬　泰文
＊松本　浩昭
　水谷　晴彦
　山口　晶行
　ローランド・アラファト

【バス】
　安藤　志津夫
　市村　公延
　井手　孝治
　井之上　隆太
＊岡田　英樹
　紙野　伸樹
　清木　達
＊車　真佐夫
　小池　慎一
　小林　威之
◎小山　紀男
　佐野　仁也

　杉浦　徳三
　鈴木　仁
　高砂　顕
　高野瀬　一晃
　舘野　真一
　田村　隆昭
　寺尾　昇影
　沼岡　千里
　早川　克己
　松岡　逸郎
　宮寺　昇
　山崎　弘光
＊山本　道夫
＊山本　泰史

【練習ピアニスト】
　栗島　和子

◎＝パートリーダー
＊＝事務局

台風特番が放送され、交通機関にも影響が。

　本当に演奏会が開催できるの？と心配になりながらも 9

時にほぼ全員がホール入り。すみだトリフォニーホールは

外の様子がまったく感じられないほど台風でもビクともせ

ず、予定通りリハーサル開始。そのころも台風の方は容赦

なく近づいてきて錦糸町への JR が止まってしまいました。

　13 時 30 分開演。この悪天候の中、約 500 人のお客

様が私たちの演奏を聴くために来場してくださり、舞台

から客席をみたとき、その時間、その空間を一緒にすご

してくださることへの感謝の気持ちでいっぱいになりま

した。中プロ終わって休憩に入ったとき、いよいよ本番

ということで手が震えてきて、呼吸困難に陥りそうにな

りましたが、いらしてくださったお客様の時間を無駄に

してはいけないと 25 年間の想いをこめて精一杯の演奏

を。舞台上でとても幸せな時間をすごすことが出来まし

た。ありがとうございました。

　コンサートが終わってみたら外は風もおだやか雨も

降ってなくて台風はすっかり通り過ぎていました。本当

に本番直撃（^_^;）　　　　　　　　　　　　 （中里咲子）

〜これからの30年へ〜
　この 30 年、振り返ると世の中では色んな事が起きてい

た。今でもゾッとする思い出だが、1995 年のオウム真理

教による地下鉄サリン事件の直前、私たちは山梨県の上

九一色村にあった教団本部の近くで合宿をしていた。また、

97 年頃、バブル崩壊後の平成不況のまっただ中、たまた

ま練習に向かう時に乗ったタクシーの運転手さんは、勤め

先の倒産で転職した人だった。「皆さんみたいに、好きな

ことに打ち込める人は幸せですよ」としみじみとおっしゃっ

た言葉が心に響いた。

　2011 年 3 月 11日の東日本大震災の時は、5 月 1日に予

定していた第 45 回定期を延期せざるを得なくなった。余

震や計画停電の不安が広がっていた 20 日に緊急運営委員

会を開いて決断を下したのだが、その場に集まった団員の

顔を見た時の安心感、その時、不思議なほど青かった国立

の空が忘れられない。

　この世に何が起きようと、この 30 年間、水響があった。

そして、これからも、いつでも戻れる場所であって欲しい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （祐成秀樹）
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水星交響楽団

◇運営委員長
　植松　隆治

◇コンサートミストレス
　中里　咲子

◇弦インスペクター
　刈田　淳司
　川俣　英男

◇木管インスペクター
　横地　篤志

◇金管インスペクター
　佐藤　幸宏

◇打楽器インスペクター
　山本　勲

◇総務
　伊東　陽子

◇ステージ・マネージャー
　櫻井　統
　中澤　高師
　山本　勲

◇会計
　金子　恭江
　黒川　夏実

◇楽譜
　伊集院　正宗
　野口　秀樹
　宮川　雅裕

◇運搬
　刈田　淳司
　椿　康太郎

◇会場
　横地　篤志

◇広報・受付
　伊東　陽子
　岡本　真哉
　川原　ひかり
　祐成　秀樹
　鈴木　牧
　土屋　和隆
　野村　国康
　藤原　誠明
　横田　慎吾

◇レセプション
　川原　ひかり
　首藤　ひかり

◇飲酒ペクター
　足立　啓輔
　椿　康太郎
　永井　翠

水星交響楽団運営委員会

長田　雅人 内藤　佳有 西江　辰郎 林　憲秀 三橋　敦 山田　裕治

今回お世話になったトレーナーの皆様

◇指揮者
　齊藤　栄一

◇コンサートミストレス
　中里　咲子

◇ファーストヴァイオリン
　伊東　陽子
　岡　千里
　岡田　紳太郎
　亀井　亮子
　川野　圓
　川原　ひかり
　佐塚　有美子
　篠原　麻友
　高原　苑
◎中里　咲子
　西沢　洋
　西端　雄一
　野村　国康
　宮川　妙子
　宮川　雅裕
　米嶋　龍昌

◇セカンドヴァイオリン
　安谷屋　靖
　石川　直美
　岡田　聖夏
　織井　奈津乃
　黒川　夏実
　小林　美佳
　小山　吉智

　志賀　優子
　鈴木　真由子
　高橋　広
　土屋　和隆
　徳地　伸保
　永井　翠
　福島　彩華
◎二島　詩帆
　前田　啓

◇ヴィオラ
　網中　愉香
　有井　晶
　大木　多朗
　大平　淳一
　小澤　未来
◎川俣　英男
　木村　敦良
　木村　納
　蔵満　里奈子
　祐成　秀樹
　鈴木　尚志
　鈴木　陽太
　藤田　啓也

◇チェロ
　足立　啓輔
　石黒　万里生
　北岡　正英
　小牧　愛
◎首藤　ひかり
　菅田　克彦

　鈴木　皇太郎
　橘　温子
　中山　佐知子
　中山　憲一
　能岡　雅人

◇コントラバス
　阿部　洋介
　石垣　夏穂
　石附　鈴之介
　大西　功
◎刈田　淳司
　田中　文彬
　長屋　裕大
　松岡　和男
　丸　陽子

◇フルート
　芥川　詩門
　工藤　美季
　佐藤　龍平
　本田　洋二
◎横田　慎吾

◇オーボエ
◎齋藤　暁彦
　白土　遼
　瀧澤　紘
　野口　秀樹
　長谷川　実里

◇クラリネット
　西村　伸吾
　馬場園　真吾
◎藤原　誠明
　二見　政子
　横地　篤志

◇ファゴット
　小田中　優介
　金谷　蔵人
　木村　駿介
◎冨井　一夫
　村田　志穂

◇ホルン
　伊集院　正宗
　岡本　真哉
　島　啓
◎杉本　裕宣
　床井　あゆ実
　長坂　英里奈
　真崎　護
　山形　尚世
　山崎　智哉
　山城　晴香

◇トランペット
　淺田　健二
　家田　恭介　
◎岩瀬　世彦
　金子　恭江
　河田　真紀

　桜井　新
　桜井　詩織
　十川　雅彦
　大聖寺　将史
　細川　紗耶香

◇トロンボーン
　櫻井　統
　佐々木　英王
◎佐藤　幸宏
　福澤　親

◇テューバ
　植松　隆治

◇パーカッション
　岸　敦子
　芹澤　美津穂
　鈴木　海里
　高橋　淳
◎椿　康太郎
　中下　悦実
　原島　のぞみ

◇ハープ
　東森　真紀子
　矢澤　みさ子

◇オルガン
　大木　麻理

◎＝パートリーダー



※開演時間は変更になる可能性がございます。楽団HPをご確認の上お越し下さい。

水星交響楽団ホームページ　http://suikyo.jp
お問い合わせ　email： info@suikyo.jp

一橋大学管弦楽団ホームページ　 http://jfn.josuikai.net/circles/orchestra/
お問い合わせ　email : info.hit.concert@gmail.com
　　　　　　　080-4870-2235（広報：三浦）

創立 30 周年記念特別演奏会
2014年 8月 16日（土）
たましんRISURUホール（立川市市民会館）
13：00開場　13：30開演（予定）

マーラー　交響曲第 9 番
伊福部昭　オーケストラとマリンバのための「ラウダ・コンチェルタータ」
指　　揮　齊藤　栄一　　　マリンバ独奏　山本　勲

第 51 回定期演奏会
2015年 2月 22日（日）
すみだトリフォニーホール
13：00開場　13：30開演（予定）

〜オール・バルトーク・プログラム〜
管弦楽のための協奏曲
ヴァイオリン協奏曲第 2 番
舞踏組曲
指　　揮　齊藤　栄一　　　ヴァイオリン独奏　西江　辰郎

サマーコンサート 2014 
2014年 7月 12日（土）19：00開演（予定）
すみだトリフォニーホール

フランク　交響曲ニ短調
ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第二番ハ短調
ボロディン　歌劇「イーゴリ公」より韃靼人の踊り
指　　揮　木村　康人　　　ピアノ独奏　三浦　友理枝


