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岐 阜 の 街 ウィー ン の 如 く 音 楽 し   作 :音楽総監督 平光 保

今年の定期演奏会ほど、色々な意味で難 しく頭

を悩ました演奏会はかつてありませんでした。そ

れは、初めて取り組む宗教曲という事で、暗譜で

最後までいくのは難 しいのではと思つたからです。

1月 からの練習でも皆さんの曲に対する姿勢が

すつきりせず、こんな状態が続けば大変なことに

なるのではと心配もいたしました。特に、メロデ

ィー部分の多いソプラノのパー トの取 り組みが真

剣味を帯びてきて4月 に入つてから徐々に皆さん

の取 り組み姿勢が一本にまとまってきて、コージ

ュ高鷲の合宿では合唱練習に専念できました。

また、松本牧師のお話をお聴きすることができ、

何とかなるのではないかと思えるようになりまし

た。最後の一ケ月の間に何回もの強化練習があり、

暗譜は勿論、曲の思いを声で伝えられるまでにな

った事は驚きでした。演奏会当日の声だしやゲネ

プロでの合唱団の声の響きは、ただものではない

崇高な感 じさえしました。

演奏会では、皆さんのレクイエムに取り組む真

尖1な思いが観客の皆さんの胸に伝わり、素晴らし

い拍手を頂きました。お客さまをお見送 りした時

の反応もいつもと違い “とても よかつた"。 と

いう大勢のご意見が聞かれました。また、帰宅 し

てからも、電話やメールでお褒めの言葉を沢山頂

戴しました。全て団員の皆さんの集中心のお陰で

あり、本当に素晴らしかつたです。

団員の皆さまには、チケットの販売でも頑張つ

ウィーン岐阜含唱圃 爾長 森農 鐵暮

ていただき、岐阜 。大垣合せて820枚 (最近 5

年間では最高の販売 )、 当日券 12枚、招待券 5

8枚で入場者 850名 近かつたと思われます。

団員の皆さま本当にありがとうございました。

また、東北大震災、熊本大震災に対する義援金募

集でも、団員の皆さんのお声と思いが観客の皆さ

んの胸に届き 101, 872円 もの義援金をいた

だきました。早速福島の 「蓮笑庵」くらしの学校

に送金させて頂きました。

これからは、いよいよ年末の “第九"に向けて

の練習です。仲間の方、ご家族の方等にお声をか

けて頂き、少 しでも多くの皆さまと登壇したいと

思いますので、よろしくお願い致します。

今年は、大変忙 しい年になりそうです。

12月 24日 の長良川国際会議場での 「第九」の

前に、9月 25日 には、ぎふ清流文化プラザでリ

トアニア合唱団との合同演奏会があり、夜はホテ

ルグランベールでウィーン岐阜合唱団主催の交流

会が企画されています。 10月 15日 ～ 16日 に

は紅葉ツアーで高山を訪れ、現地の合唱団 (50
名ほど)と 、楽 しい交流会を計画し、飛騨での

「第九」の演奏会の礎を築きたいと考えておりま

す。

12月 3日 ～ 4日 には大阪で 「一万人の第九」

があります、団員の皆さまもそれぞれの壇上で更

に深い達成感をあじわうことでしょう。今後とも

お互い力を合せ頑張りましょう。

ウィ蝉ン岐阜合唱団 b●L勤者 平成29年 1月 ～7月
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7月 30日 のコンサートでは2曲共お層1染みの曲

だが、正に 「はまつて」 しまった。四季では単なる

歳時記描写に終らず純和風の精神の奥底にまで迫

つてくるような説得性があり、また、演出の妙もあり耳

も日も楽しめた。平光真爾氏のヴァイオリンは限りな

い才能を秘めた演奏。 益々今後が楽しみだ。

フォーレ。これ又好演。20回を飾るエポックメーキ

ングになるだろう。ちなみにフランスは世界のトップク

ラスの魅力を持つた国。世界中からフランスに押し寄

せる観光客は年間7500万人。フランスの人口600

0万人より多い。2位のスペインは5100万人。日本

は 33位。愛地球博でやっと600万人を超えた。

フランスの何が魅力なのだろうか。フォーレを知れ

ば知るほど、おぼろげながらフランスの小噺、エスプ

リと言われるウイット、ユーモア、美意識を持つ洗練

されたフランス人気質が感じられる。勿論、フランス

料理、ワイン、チーズ、パンやデザインのセンス等あ

げればきりがない。日本との関係も深い。例えば、印

象派の絵に与えた影響は大きい。又、印象派の音

楽を好む人も多い。ドイツ音楽の持つ論理性、構築

性は、ややもすれば、まじめだが重苦しさも合わせ

持つ。一方でフォーレは湖面を愛したとも言われる。

頷ける挿話だ。

田丸 且行 先生 からの寄稿です

フォーレ音楽の真髄が見えてくるようだ。三大レクイ

エムの中で自分の葬式にはフォーレを希望する日

本の音楽ファンが多いのではないかと思う。

先般亡くなった日野原重明氏はフォーレで見送ら

れた。ショパンはモーツァルトを所望した。ヴェルディ

を聴くともう一度起き上がりたくなるのではないかとの

懸念さえある。勿論、僕はフォーレである。清澄、透

明純粋無垢、慎ましさ、天上的な美意識、悟りの境

地等は僕の生まれた四国の一期一会の出会い、空

海の自然観、無常観、無や死を想う気持ちと同根の

ものを感じてしまうからである。ともあれフランス的明

るさ、軽妙洒脱で、はにかみながら訴えてくる、生き

る喜びや希望に満ちた音楽は胸に迫ってきた。それ

にしても今年のコンサートをフランス人が聴いたら、

どのような感想を漏らすだろう。日本人の持つ限りな

い受容力、咀唱力、表現力に驚嘆するに違いない。

平光氏はドイツ的情念を実務としてこなしながらも深

いところでウィーンの持つ洗練、日本の粋に通ずる

世界を希求しておられるようだ。それはフォーレの世

界にも相通じる。

今後は岐阜をウィーンの如くと言う音楽普及の世

界にフランス音楽が加わり、より色彩豊かなプログラ

ムが期待されよう。

初めての演奏会に登壇して

大垣支部 バリトン 岡 田 富雄

舞台裏で待機するときの高鳴る鼓動。登壇して見渡す向側に、こちらを見つめる多くのお客様の眼。

平光先生の振り上げた指揮棒に全神経を集中させて歌い出す。

あつという間の時間が過ぎ去り、お客様からの拍手。…・

私が合唱で味わう人生初めての達成感、感動でした。しかし、練習で出来ないことが本番でできるわ

けがなく、tremensが 見事に出遅れてしまいました。次回こそは 1 合唱経験のない私にとつて音符は

読めない、音も取れない、音楽用語もチンプンカンプン、声の出し方すら知らない状態で、この 1月 に

入団しました。しかし、私なりに物事にこれほど一所懸命に取り組んだ経験は最近にないことで、充実

感にあふれるこの半年でした。素敵なウィーン岐阜合唱団と素敵な仲間に出会えたことに感謝です。

平光先生の 「早い、音が違う」という心に刺さる刃に耐えながら、伴先生の優しい笑顔に癒されなが

ら、また、あの達成感と感動を味わうために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

田丸且行プロフイール
1941年 愛媛県で生まれる。愛媛大学、東京芸術大学を経て、財団法人ヤマハ音楽振興会に奉職。その間テキス トの開

発、製作、指導実務に携わる。現在各務原西デザインセンターにて音楽講座実施中。
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素晴らしいステージと満席のお客様をお迎えし

ての演奏会に出させていただき、誠にありがとうご

ざいました。二 日が過ぎましたが、まだ余韻が覚

めやらず皆様の顔が去来しています。

合宿から参加させて頂き、一月から練習なさっ

ていた皆様の中へ臆面もなく入れていただいたこ

と、唯々お礼を申し上げる外ありません。しかも、

レクイエムの全曲を暗譜で歌う、私はキリエ、アニ

ュス・デイ等を何回か歌いましたが、暗譜ではあり

ませんでした。一緒に歌つていて皆様の言い知れ

ないご努力の結果を見た思いで感服致しました。

“やれば できる"このことでしょうか。(私 は、大

変失礼な事をしたと、反省しきりであります)そし

て、大規模合唱団ながら良くハーモニーが取れて

いてその美しさがお客様の心に響いた事と思いま

す。これは、練習毎に平光先生から指示されたこ

とを心に込めて歌い上げられたことの成果だと言

えます。10年前に比べて格段に洗練された合唱

南越前町 葛九
"代

表 澤 崎 倍 雄

団だと、歌いながら噛みしめております。

また、柔らかなピアノ伴奏 (菅原先生)の響き、練

習のたびに心を奪わられておりました、良き指導

者に恵まれているウィーン岐阜合唱団の将来は

更に高まって行くものと確信しました。

私事になりますが、今回レクイエムを松本牧師

さんと一緒に並んで歌わせてもらつたこと、これは

私の一生の宝物となりました。普通なら対面でし

か歌えないことですが、偶然とは言えない私への

啓示と受け止めたいと思っています。

20回 目の定演と平光先生の古稀記念コンサー

トに参加させて頂き、心からお礼と皆様の益々の

ご発展を祈念申し上げます。

平成29年 8月 1日

ぞ日のホールに零く レクイエム

みをル杏わせ 今 日も生きつ

岐阜本部 アル ト 田 口  宏 美

10年前 合唱団に入団した時、私には是非とも歌ってみたい歌がありました。

それは、
〃

第九
〃

と
″

ノヽ レルヤコーラス
〃

そしてレクイエムです。第九とノヽレルヤコーラスは程

なく歌う事が実現しましたが、正直なところレクイエムはこの合唱団で歌う機会はないのではと

思つておりました。ですから、夏の演奏会でレクイエムを歌う事が決まつた時は、本当にわくわ

くするような気持ちでした。ところが、喜んだのも、つかの間。楽譜を見ると喜んでばかりはい

られなくなりました。あちら、こちらにある「pp」 ・「ppp」 の記号、ラテン語の暗譜、そし

て、アル トにとって恐1布のⅡ番 (OFFERTORIUM)が待つていました。冒頭部分は音が下がりま

くり、天上どころか地獄行きのような状態 !それでも平光先生、伴先生、菅原先生の熱い指導を

受けながら、少しずつですが音程のキープが出きるようになり、何とか演奏会までこぎつけまし

た。今回のレクイエムほど、歌う事に体の支えの必要性を感じたことはなく、とても勉強になり

ました。本番では、篠部先生、真由子先生の素晴らしいソロに癒され、他のパー トの歌もうつと

りと聴きながら、平光先生の素晴らしい指揮で気持ちよく歌う事ができました。幸か不幸か、初

登壇がレクイエムと言う難由になってしまつた新人さん達も、とても頑張つて下さいました。ま

た、ベテランさんも「途申であきらめかけたけど、続けて良かつた」と言われました。打ち上げ

の時に篠部先生が「レクイエムを暗譜で歌った合唱団は初めてです」と、言われたのは本当に驚

きでした。ウィーン岐阜合唱団の皆さんの底力は、本当に凄いですね。平光先生、私の願いを叶

えて下さり、ありがとうございました。欲張つて言つてしまいますが、今度はモツレク (モーツ

アル トのレクイエム)を歌わせてください。
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練習時間は 18:45～20:45で す。(18:30に は集合 しましょう 11)

:              会を終えτ
岐阜刷 駆 ?ξ鰻卜 曲 囲 秀 な
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「レクイエム」を歌い終 り、最後の響きが空間に余韻
を残 して消えていき、そして、数秒の素晴らしい静寂
が訪れた時でした。

今年の 1月 から練習を始めて、毎週の練習光景、合
宿の時の光景が走馬灯のように頭の中をめぐってい

きました。平光先生がお客様に向かっておじぎをされ
ると、大きな拍手が会場いつぱいに響いてきました。
なんともいえない達成感 と幸福感。

「アーよかった、お客様に喜んでいただけた」。・・・

決 して楽ではなかった、この「レクイェム」。
アル トが思いっきり声を出して歌える 2番 目のDo
mineは 、果たして本番までにお客様の前で歌える
のか、正直自信ありませんでした。でも、入団して以
来、参力日した定期演奏会やイベン ト、海外での演奏会
は平光先生や伴先生について行けば、必ず成功し、参
加するたびに幸せな気持ちになれるという体験ばか
りさせていただいてきました。だから、きっとこの曲
もご指導いただけたとお りに練習すれば、必ず歌える
ようになると信 じて練習 してきたことが思い出され
て静寂さのなかでlinに熱いものがこみ上げてきまし
た。

演奏会が終ってしまうと、寂しいものですね。皆さん
と何度も何度も練習してきた歌を、パタッと歌わなく
なってしまう。また、さらに練習して美 しい歌声で合
唱してみたい、そんな曲 「レクイエム」に出会えた

月  日 岐  阜 月  日 大  垣

9月  7日 (本 ) 長森コミュニティーセンター 9月 8日 (金 ) 大垣市南地区センター

9月 14日 (木 ) 長森コミュニティーセンター 9月 15日 (金 ) 大垣市南地区センター

9月 21日 (本 ) 長森コミュニティーセンター 9月 22日 G金 ) 大垣市南地区センター

属゙炒5圃 (周 ) めいア昼ア含唱圃この疲養伶 ぎふ清流文f鰹プラザ AM:電 ③:③O～
9月 28日 (木 ) 長森コミュニティーセンター 9月 29日 (金 ) 大垣市南地区センター

|○ 月 5日 (本 ) 長森コミュニティーセンター 10月 6日 (金) 大垣市南地区センター

|○ 月 12日 (木 ) 長森コミュニティーセンター 10月 13日 (金 ) 大垣市南地区センター

10月 19日 (本 ) 長森コミュニティーセンター 10月 20日 (金 ) 大垣市南地区センター

10月 26日 (木 ) 長森コミュニティーセンター 10月 27日 (金 ) 大垣市南地区センター

1月 2日 (木 ) 長森コミュニティーセンター 11月  3日 (祭 ) 大垣市南地区センター

11月  9日 (本 ) 北部コミュニティーセンター 11月 10日 (金 ) 大垣市南地区センター

1月 16日 (本 ) 北部コミュニティーセンター 11月 17日 (金 ) 大垣市南地区センター

11月 23日 (祭 ) 長森コミュニティーセンター 11月 24日 (金) 大垣市南地区センター

11月 30日 (本 ) 長森コミュニティーセンター 12月  1日 (金 ) 大垣市南地区センター
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