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交響詩「禿山の一夜」

組曲「十字軍の兵士 シグール」

…

  憩―

交響曲 第4番 変ホ長調
「ロマンティック」

(第二稿 1878/80L=ノヴァークによる校訂版)

ラ ムプ

M.ムソルグスキー
(R〓 コルサ コフ編 )

指揮 渡 部 一 郎

E.グ リー グ

指揮 円光寺雅彦

A.ブルックナー

指揮 円光寺雅彦
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神戸大学経営学部教授  谷 武  幸

本 日はお忙 しいなか をご来場 いただ きあ りが とうございます。円光寺雅彦氏 を客,寅指揮者 に迎

えて、恒例 のサマー ・コンサー トを開 く運び とな りました。

本年 はムソル グスキーの交響詩「はげ山の一夜」、 グ リーグの「十字軍の兵士 シグール」、ブル ッ

クナーの交響曲第 4番 「ロマ ンテ ィック」の 3曲 に取 り組み ました。若 いエネル ギーで練習 を積 み

重ねて まい りましたが、何分 に も学生オーケス トラですので、神戸大学交響楽団の顧間 として、

皆様のなお一層の暖かいご支援 をお願 い致 します。

神戸大学響友会会長 f 葉  修  二

戦後の神大オーケス トラの歴史は、昭和25年に我 々音楽 を愛す る 4人 の同志 (石原、岡島、

円満字、千葉)に よって始 まりました。楽譜 も満足 に無 く、スコア まで手書 きの状態で したが、我

々の情熱 をはばむ ものは何 もあ りませんで した。公開演奏の初演曲 目は、 『玩具交響 曲』・………こ

の程度の曲で も、はた して満足 な音が出ていたか どうか、今 に して思 えば誠 に心 もとない出発で

した。なん とかベー トーベ ンを !と の願 いを達す ることす ら、月世界に行 くことと同 じぐらい、

夢の また夢で した。

それか ら38年たった今夜、ブル ックナーの大曲 を,寅奏す るまでに成長 したことが、信 じられな

い気持です。 『ロマ ンチ ック』は、今年は当た り年の ようで、海外か らのオーケス トラで既 に 3度

も演奏 されています。神大オケが どんな音楽 を聴 かせて くれ るか、大変楽 しみに してい ます。予

想で物 を言ってはいけない と思 いますが、テクニ ックは ともか くとして、恐 らく37年前 と変わ ら

ない情熱のほ とば しりを感 じさせ て くれ ることは間違 いない と期待 しています。 ご来場の皆様方

も共感 をもって、 この演奏 をお聴 き頂ければ、誠に幸い と思 います。

(日召和28年1日市り2単。オ旨揮者)

拶挨
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指揮者 円光寺 雅 彦

1954年東京生まれ。 3才 よリピアノを始め、小学校 6年 生の時、

桐朋学園子供の為の音楽教室ピアノ科に入室、13才の頃よリオ旨揮を

斉藤秀雄に師事。桐朋学園高校を経て、桐朋学園大学指揮科に進学、

在学中は指揮を斉藤秀雄、ピアノを井口愛子、作曲理論を戸田邦雄、

平吉毅州、コントラバスを堤俊作の各氏に師事。同大学を優秀な成

績で卒業 した後、ウィーン国立音楽大学に留学 し、オットマール ・

スイ トナー氏に師事。1981年、東京フィルハーモニー交響楽団のオ

ーディションに合格 し、同団副指揮者に就任。在任中はアルベル ト

・エレーデ、カルロ ・デッキなど世界の巨匠の副指揮を務める。同

年12月、同楽団を指揮 し、デビューを飾る。以後、東京フィルハー

モニー交響楽団をはじめ、大阪フィルハーモニー交響楽団、読売 日

本交響楽団、新 日本フィルハーモニー交響楽団、東京都交響楽団、新星 日本交響楽団、京都市交響楽団、

札幌交響楽団など、数多 くのオーケス トラを指揮。又、昨年 6月 には、モーツァル ト劇場公演 「劇場支配

人」でオペラオ旨揮者 としても、好評を博 した他、TV、 FM放 送への出演等、着実に活動範囲を広め、将

来を嘱望 されている新進気鋭の指揮者である。

現在、東京フィルハーモニー交響楽団専属指揮者、 日本指揮者協会会員、相愛大学講師。

学生指揮  測竃 書5 -中 良F

◎妖1蚤「ワタナベ」の巻

この妖怪は学生会館 (オケの練習場)に 住みついていて、「学館のヌシ」と呼ばれ恐れられている。「シキ

ボウ」 という魔法の棒を持ってお り、これによってオケの団員を意のままにあやつ り、曲を仕 Lげていく

という魔力を持っている。最近この妖怪が 「Tuttiで一人弾きさせるぞ～」という呪いの言葉を吐いて、1・

2回生の女の子たちにちょっかいを出しているらしいが軽 くあしらわれているということだ。さて、近頃

この妖怪はブル ックナーという妖怪 と敵対関係で、 しかもシグールが妖怪退治に遠征 してきたそうだ。そ

こで彼は、自分 自身の力を示すためにも強力な助っ人をロシアの 「はげ山」から呼んできた。「妖lX・界のホ

ーナー」 と呼ばれるこのはげ山の妖怪はとても凶悪で、練習中にしばしば暴れ回って団員を恐怖のどん底

につ き落 としたのである。今夜はこの 「はげ山の妖怪Jを 彼がその 「シキボウ」によってどのようにあや

つることができるかをぜひお聴 き下さい/

コンサートマスター  身ヒ リ|1  要F 子

柴川斉子さんの一人言――。
「ほんとにコンマスって大変なのよね―。みんな好 き勝手な音程で弾いて くれちゃって。そのたびに私は

その震源地の方に鋭い視線を送 らな くちゃならないのよ。 もう、ひんがら目になっちゃうワ。まったく、

このかわいい顔が台なしよ。おまけにみんな楽譜にこび りついてるからテンポもバラバラじゃないの /

せっか く私がコンマスとして 『優雅に、けだか く、美 しく』をモットーとしているのに、他のみんなが、

ガーガービービーとすべてをうちくず して くれるのよ。でもみんなわかってるわね。今宵こそは、みんな

私の忠実な奴隷になるのよ。そして私のようにモ リモ リと弾いてちょ―だい。さもないと、さもないとま

た弦セクで一人弾きをや らせ るわよ″」

と、いう3、うに苦労のたえない日々を送ってこられた斉子嬢に盛大な拍手を″

トレーナーの先生方   稲 庭   達 (大阪フィル ・コンサートマスター)

宮
'け

  I聡 (京都市交響楽団 ・首席 トランペ ンヽト奏者)

城 石 賢 明 (大阪フィル ・首席オーボエ奏者)

以上の先生方に御指導いただきました。この場をか りて御礼申し上げます。


