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音楽青葉会 ・静岡児童合唱団

戸 崎 裕 子

静岡県主催の「日韓親善ニューイヤー コンサート」が1月

13日グランシップで開催されました。韓国の伝統文化にら、

れる良い機会と、小学1年生から参加しました。当日の総合

プロデューサーは「NHK紅 白歌合戦」の初代企画者の矢

島氏。山口百恵全盛期頃を含めて、20年間プロデュースさ

れたそうです。稽古、ステージリハ、照明リハ、通し稽古で、
2日間小1 2年 生には大変かなと懸念しておりましたが、

良き時代の専門家の手による進め方に、皆よくついて行

き、立派に演奏しました。ステージ裏を歩くのも、“ヌキアシ,
サシアシ"でとても静かでした。世の中、色々な事が簡略化

され、便利さのあまリー番大切な原点が見失われる傾向に

ありますが、大人が高い目標をかかげ、それに向けて丁寧

に行動していく姿を示せば、子供達は快感として、自然にそ
の方向に進んでいくのだと改めて確信した一場面でした。

皆様のご支援のもと、音楽青葉会 静岡児童合唱団は、

明年平成15年 、創立60周年を迎えます。この60年、日本

の合唱芸術の発展と共に歩んでまいりました。世の移り変

わりと共に、団のありかた、人のありかたを模索してまいり

ましたが、『真に価値ある大勢の大人に出会いなさい』をモ

ットーに、また大人がその努力をもって子供達に対するベ

きだと強く考えております。

真の意味での国際交流も深く考えてまいりました。国

人種を乗り越えて、世界のなかで響く『人の声』の深さを求

めて、ブルガリアの子供達と姉妹提携し、ヨーロッパ演奏旅

行を続けてまいりましたが、各民族の持つ音の説得力は、

自国の民俗を見つめる良いチヤンスとなり、『日本人の声』

について多くを学ぶ事が出来ました。

1967年初来日のソフィア少年少女合唱団の歌声に魅

了され、その若者らしい姿に感動し、静児との交流が始まり

ました。1970年姉妹提携し、フリストネデァルコフ氏を静児

の名誉指揮者に迎え、更に深い交流を続けてまいりまし

た。特に、ネデァルコフ氏による過去5回の「公開合唱講

座」は、全国の学校教育 合唱関係者に大きな刺激と示唆

を与えたのです。日本中の合唱団がその指導から多くを学

び、力をつけたと言つても過言ではありません。また、氏は

作曲家でもあり、今では日本の小学校音楽教科書にも数

曲取り上げられ、子供達の愛唱歌となつております。

創立60周年を迎えるにあたり、名誉指揮者フリストネ

デァルコフ氏を招1号し、氏の指揮により記念演奏会を開催

します。幼児部からスペリオルまで全員で先生の指揮でブ

ルガリアの歌を歌いましょう.

MARCH 2002

秋には、団員念願のヘンデル作曲『メサイア』全曲をビリ

オド楽器によるオーケストラと演奏します。1990年、当時の
メンバーの強い希望により、お年二で楽譜を買い、大勢の

方々のご支援により大成功を収めた想い出の作品です。

倉1立60周年を迎える演奏クラスのメンバーは、これまた

お年玉で外国から楽譜を買い求めました。スコアは、ロッカ
ーで練習開始を待つています。

一昨年来静したバロック ヴァイオリンのキャサリン マッ

キントッシュ女史がコンサートマスターとして、子供達と会

える日を楽しみにしています。
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3月20日(木)ネデァルコフ氏御夫妻 子息ステファン氏来静

22日(■)/23日 (日)練 習 静岡音楽館 A01講 堂

25日(火)/26日 (水)練 習

28日(金)ゲ ネプロ

29日(土)'a“ :Ⅲ記念演奏会 静岡音楽館A01

30日(日)記 念祝賀会
4月 1日(火)ネ デァルコフ氏―行 帰国

同時未定 静岡音楽館 A01

Part lE ^ン デル作曲
'メ

サィァJピリオ ド楽器による

8月22日(金)イ ギリスより指導者来静

1    合同練習 オーケス トラリハーサル

9月 5日(金)ゲ ネプロ

6日(■)静 岡公演 静岡音楽館A01

7日(日)東 京公演

ポール ロビンソン(テナー),ジュリアン クラークソン(バス)

他、イギリスより演奏家を招聘。

尚、男声パートを全国より公募。2002年9月オーディション

H月 より練習開始の予定。

記念事業は、卒団生の中川隆氏、鈴木恒裕氏が戸崎先生

の片腕として、力を貸して下さいます。

*記念行事を楽しみに、日々の勉学に励んで下さい。時間

を大切に、有意義な毎日が送れるよう、自分の将来の夢に

向かって歩んで下さい。



演奏クラスと練習生は、「私の素敵な一週間」の4行 日記

を毎日書いています。「お母様から先生へ」のコーナーで、

間宮先生との出会いのお話がありました。人の出会いは、

不思議を一杯持つています。

間宮先生の思い出

●曽根和子さん   (可 奈子 ネ谷子姉妹のお母様)

今年のお正月、長女の可奈子が間宮先生の著作「野の

うた水の音楽」を読んでいるのが目に留まりました。珍しい

本を読んでいると思つたら、戸崎先生が薦めてくださつたと

いうことでした。間宮先生は合唱団を通して存じ上げている

のですが、実はもう25年も前になる私の学生時代の思い出

深いお名前です。懐かしい思いがこみ上げてきて、早速、

私も読んでみました。

学生時代、私は大学の事曲研究会に籍を置いていまし

た。事由の世界は山田流とが、生田流とか流派があるので

すが、当時、大学のサークル活動としての事由は流派横断

的なところがあり、いい曲なら山田でも生回でもいいしゃな
いかという雰囲気がありました。また、いわゆる音から伝え

られている曲とは別に、現代の作曲家が五線諧で作る現

代邦楽というジヤンルも学生には人気がありました。女の

子の習い事のひとつとしての琴しか知らなかつた私には、

それは全く新しい世界でした。問宮先生は現代邦楽の作曲

家の中でも私の学校では特に、支持されていました。当時
の私は、間宮先生が何故支持を集めているのかよくわから

ないまま、先輩達に言われたとおりに曲を選び、練習に励

む毎日でした。「間宮先生の楽譜はわからないな」「クラシッ

クの楽譜を見てないと読めないな」という先輩の言葉が断

片的に思い出されます。私が演奏したのは間宮先生の『三

面の等の為の音楽』。多分、その曲を練習していた時の言

葉だと思います。
当時、1970年代の半ばというと浅間山荘事件で学生運

動は表面上、終焉したように見えましたが、一部、活動家

はまだ残っていて、私の大学でもその残り火を感じることは

ありました。ですが、もはやその活動には一般学生を巻き

込むほどの正当性は既になく、地下活動に化していまし

た。また、世界的に見ればベトナムでは戦争がまだ続いて

いました。世界の別の場所で日常的に戦闘が続いていると

いう情勢を認識しながら、学生ひとりひとりは誰もが戦争の

ない平和な世界を願つていたと思います。

そういう時代にあつて学生遮は、人の本質を敏感に感じ

取つていたのではないかと、今になつて思うのです。問宮先

生の曲がすばらしいのは言うまでもないことですが、間宮

先生が民族固有の伝統音楽に高い芸術性を見とめていら

つしゃること、民族間に優劣の差はなく、人々が伝え守つて

きたものはどれも同様に価1直をもつことを感じていたから、

間宮先生の作る音楽は学生に支持されていたのではない

かと思うのです。

大学を卒業後、就職、結婚、出産、育児と休む間もなく

働き続けてきて琴にさわる機会もないまま、イ可年も過ぎまし

た。子供達が合唱団に入り、初めて間宮先生を拝見したと

き、この方が間宮先生なのかと私は感慨深い思いでいつぱ

いになりました。何年も前、間宮先生の曲で苦労したこと、

何回も怒られながら練習したことが鮮やかに甦つてきたの

です。

今、子供達が間宮先生の曲を歌うようになり、間宮先生
の指揮で歌う機会を持てることは不思議な巡り合わせを感
じるとともに、私には大きな喜びです。また、こういう巡り合
わせを図らずも演出してくださつた戸崎先生には、もちろ
ん、感謝の気持ちでいつぱいです。 2002年2月

英検 に縮戦…

中学生以上は、皆英検に挑戦していますが、昨年11月に

高校1年生で二級に合格した清水さんの感想です。

●清水佳陽さん(静岡高校1年)
英検2級合格。この結果には自分自身とても驚いた。中

学2年の時から英検に挑戦するようになり、今回で3回目。
正直言つてしまうと、級が上がるごとに内容が難しくなるの

に反比例し、私の勉強時間は短くなつていつた。

中学まで、私の生活には本当に勉強に打ち込むという
ことはほとんどなかつた。しかし、高校への入学と同時に、

周りについていくことで精一杯な環境の中に自分が置かれ
た。もちろん進度が速いこともそうだが、何よりも“自学"に

よるものの多さに苦しんだ。自分で理解しなければ、先生

方に質問することは浮かばず、第一に先生方は基本的に

すでに理解していることを前提に話される。しかし、逆にそ
ういう環境にいることで自学をせざるを得なくなり、自然にと

はいかないが、一定の勉強時間が確保される。

今までの私は最初にも書いたようこ、難しいものからは

逃げて、自分の今の実力に満足していた。でも今は、高い

レベルの中に自分を置き、少し頑張ることによつて頭の中
がすつきりすることの喜びを感じるようになつてきた。これ

は、幼児部から続けているピアノ 合唱と全く同じ道のりで

ある。芸術を深く追求する事から学んだ事だと確信する。そ
して何よりも、「自分の将来の夢」を実現するための時間
は、今与えられているものであるということ。高校二年にな
る前に、もう一度自分の勉強方法を考えてみたい。

4月 のコンサー ト

2002年 4月20日 (■)10:00～
第54回音楽青葉会研究発表会

2002年4月21日(日)1:30～
.02静

岡児童合唱団 演奏会

2002年 4月21日(日)フ 100～

創立5周年記念 ムジカ パシフィカJPN第 6回定期演奏会



善成部 タイズコー十一

問題: いつも、転んでばかりいる虫はな～に?

青兼会スペリオル
メンバー紹介の第3回日は、在団歴のとても長かった3人

のメンパーです。

◆市川佳緒里さん

卒団して13年が経ちました。卒団後、再び先生に教えて
いただき、スペリオルのメンバーとして歌う事を幸せに思い

ます。お稽古の時間は緊張感と楽しさで、団員当時の自分
に戻つていく気がします。メツの第2ツプラノだった私です
が、今は第1アルトを練習して、以前と違うパートを歌うた
め、知つている曲も新由のように思えます。団員当時と比
べて、覚えが悪くなつたと感じる今日この頃ですが、この機
会に集中力と記憶力をもう一度高めようと思つています。懐
かしい歌や、新曲とたくさん出会えることを楽しみにしてい

ます。 (1989年 卒団)

0市 川敦音さん

私が卒団して、早いもので12年が経ちます。合唱団では

本当にいろいろな経験をさせて頂きました。入団してすぐ
に、スカートがイヤでズボンにして頂いたり、演奏会の数日

前に交通事故にあい、後からサントリーホールまで母と行
つたり、演奏旅行から帰国して、私のトランクだけ―足遅れ
で帰つてきたり 先生方を困らせてばかりでした。数々のエ

ピソードがありますが、演奏旅行には第4回～第7回まで参
加させて頂きました。演奏旅行で毎回思うことは、自己管理

の大切さでした。スペリオルとなつて、かつてのお姉さん方
と、かつての後輩と共にまた歌えることの幸せを実感してい
ます。そして今思うことは、自己管理の大切さ…。(思うこと
が同じて進歩がないのでしようか?反 省…。)これからも楽
しく歌い続けていきたいと思います。 (1990年 卒団)

0海 野文葉さん

私が合唱団に入団したのは、先生のお宅の建て直しで、
中央公民館(現アイセル21)で練習をしている頃でした。
素敵な上級生が沢山いて、「あんなお姉さんになりたいな

…Jと思いながら通つていたのを思い出します。
合唱団では歌う事の喜びもきる事ながら、先生のお話を

聴く事が大好きで、泣いたり、笑つたり、色々な事が思い出
されます。今でも、4階に上り、いつもの席に座ると、気持ち
が“ビツ"と引き締まります。しかし、ただそれだけでなく、何
か暖かな心地よい緊]長感に包まれるのです。大学を卒業し
て、8年が過ぎましたが、こんな気持ちになれる所は、やは
り戸崎先生のお宅だけなのです。
歌は自分自身の全てが現れるもの。国員の頃からそう思

つていましたが、それは大人になっても変わらないものだと
現在痛感しています。
これからも、陰ながら静児を応援させて頂き、また、スペリ

オルとしても励んでいきたいと思います。 (1988年 卒団)
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先生方の動 き

戸時先生
> テレビ静岡番組審議委員会

出席
> AOI主 催「こどものための音

楽ひろば」合唱指導
> 全国木ジュニアコーラス フェ

スティバル2001全 日本合唱

連盟主催 講評執筆 ハーモ
ニー 秋号

> ニューわかふじ国体委員会
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廣乃先生
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11/11′ ッヽハハゥス:秋の
コンサート

11/22、 24 MPJ第 5回定演
(東京 静岡)

11/25ロ ダン館コンサート

12/1ク リスマスコンサート
(仙台)
12/6 MPJこ よる「バロック

音楽講座J(名古屋)

12/16石 川あずさリサイタ

ル(半田市)
1/19静 岡フィルハーモニー

2/11コ ンピューター音楽コ

ンサート(東京)
3/8キ ワニス クラブ例会
(名古屋)

3/16プ ラハ室内管弦楽団
(東京:第一生命ホール)
3/19～ 28′ り`研修

文葉先生
> AOI市 民会議委員会出席
> 11/11′ ッヽハハウス:秋の

コンサート

> 11/22,24 MPJ第 5回定演
(東京 静岡)

> 11/25ロ ダン館コンサート
> JCIDA機 関誌「コンタクトJ～

イギリスからの合唱使り～

連載執筆 2月号
> 3/7～ 15ロ ンドン研修

答え|て んとうむし


