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2002年 11月 4日 (祝)グランシップ中ホールにて、
「
日本音楽学会創立50周 年記念国際大会 静岡児童合
唱団演奏会Jが開かれ、練習生、演奏クラス、青葉会ス
ペ リオルが出演 しました。世界中から集まった音楽学の
先生方の前で、まるでヨーロッパでのステージを体験 し
ているかのような良い緊張感に包まれた演奏会でした。
実行委員長のi義
山雅先生をはじめ、金澤正岡」
先生ら多く
の先生方からお褒めの言葉をいただき、無事演奏会を終
えました。
お世話 してくださった実行委員の福本さんよリメー
ルをいただきました。
本 当 に あ りが こ う ござ いま した
本 日は、日本音楽会に ご出演 いただ き、ありがとうご
ざいました。反省会をかねた飲み会でも、児童合唱団様
の演奏が話題 とな り、私 も演奏会担 当幹事、非常によい
体験をさせていただきま した と喜んでお ります !
特に国際大会 として、今 日のプ ログラムは外国か らの参
加者にも非常に好評で、昨 日の雅楽 とあわせて、日本 の
音楽の豊かさに驚 か された とい う意見 もございま した。
少年犯罪 の凶悪化な どが叫ばれ る今 日ですが、合唱団 の
皆様 の礼儀正 しさな どは、怠惰な 日常を送 つてお ります
私にとつて、日の党 める思いです。また、慣 れない私が
幹事 を務め、い ろい ろご迷惑をおかけした ことと思 いま
すが、先生 の暖かい対応 に救われ ました。本当にあ りが
とうございます。お忙 しい とは思 い ますが、お時間でき
ましたら、国立音大へ も遊びに来て下 さい。本 日は本当
にありが とうございま した !￨で は。
IMJ2 0 0 2演奏会幹事 福本康之

いつ もお世 話 にな つて い る静 岡音 楽 館A O I の 学芸 員
の大坂ゆ う子さんが学 会 に出席 され、演奏会 にも聴 き に
来て下さ つたので、特 別寄稿 をお願 い致 しま した。

特別寄構
2002年11月2〜 4日、 グランシ ップにおいて 日本音楽
学会創 立50周年記念国際大会が 「
音楽学 とグ ローバ リゼ
ーシ ョン」とい うテーマ で開催 された。静岡児童合唱団
は招待プ ログラム として、最終 日の午後 に出演 した。
か、 プ ログラムは相当苦心されたよ うだ。
何をどうIllKう
このような大会に演奏会 が組 まれ るときは往 々に して
ア トラクション的になって しま うことが多いのだが、
静
児は違 う。前半はル ネサ ンス、後半は 日本人作曲家 の作
品にまとめられてお り、大会 のテーマ にあるグ ローバ リ
ゼーションを反映 している。21世KnL極
束 の日本で、音楽
の源であるルネサ ンスの音を響かせ、そ して 日本人が、
西洋の音楽を日本 の素材 とどう融合 させ、自己の表現 と
してきたのか、が見えるプ ログラムだ。
大会 も最終 日になると学者たちは皆 お疲れ モ=ド "に
これは、絶対
な ってい るが、私は何人か の学者たちに 「
聞い たほ うがいい。東京だ つてこれほどの演奏は聞けな
いか らJと 、サ ボらないよ うに釘を打っておいた。
背後 か ら突然声 が聞 こえて くる。その声は、薄暗 い部屋
の 中に、雲 の切れ間か ら一筋 の光 が差 し込むよ うに、透
明で、 ピー ンは りつ めているが、決 して冷た くはない。
両サイ ドからステージに向かつて声がひ とつ になる。何
度 もこの演出を経験 している私でさえ、いつ もす ぐさま
この声に惹きこまれて しま うのだか ら、この 日、初 めて
な印
静児 の声を聴 いた人たちにとつては どれほどitT烈
象 となったことだろうか。ル ネサ ンスのポ ソフォニー作
品は、静児 が長年取 り組 んできている レパー トリーで あ
り、彼 らは作品の持つ響き、その響きを歌 うこと、を真
に追求 し、自分たちの音、声 としてい る。
問宮芳生の 《三色 草子》を歌 い始めたとき、私は今まで
コンサー トを一緒にや つている時には気 づい ていなか
つた 「
声」の違いにはっ とした。戸崎先生がプ ログラム
…いかに 自然に楽 に声 が出せ るのか
に書かれていた 「
…。それ ができた とき、自然に音楽がわきあが り、自分
の心 を伝 えることができる。 自発的 に美 しい音を選択
す る感覚 と、物事 を深 く追求す る心を真につ けさせた
い。Jと い うことを目の前で、ほ ら、そ うで しよ。と言
われているように、前半のポ リフォニー とはまったく違
う声だつた。

コンサー トには海外 の研究者 たちも多数来 てお り、
静
の
児 演奏を純粋に楽 しんでいた。私は自信 を持って学者
たちに 「
静児 つてす ごいで しょう」とい うことが出来た。
彼 らは心か ら感激 していた。 A01で働き始めた1995年の
《木 々の うた》、2000年の《口短調 ミサ》、2001年の 《木 々
の うた》再演 と数 多 くの コンサー トを静児 と一緒に作つ
てきたが 、
彼 らの声 があってこそ成 し遂げ られた仕事だ
つた と、一聴衆 として静児 の演奏を聴 いた今痛感 してい
る。
逢坂ゆふこ

20C12年11月 16日 (■)先生のお誕生日に、先生
とおばちゃん先生が あめ"で はなく、ホールをプレゼ
ントして下さり、静岡音楽館AOIにて、盛り沢山の 「
戸
崎先生パースデイコンサー ト」を開きました。

● 杉本 歩さん (高3)
11月 16日 (」
D
戸崎先生、お誕生 日おめで と うございます ￨!ホ ール
のプ レゼン トあ りが とうございます。とても楽 しかった
です。それぞれの コーナーで味があってよかったです。
卒団生 の方 と現団員の親子での発表を見て、す ご く心温
まる感 じが しま した。私 もいつかああい うことがで きた
らいい なぁと思 いなが ら聴 きま した。今、世の中にはす
ご くいろい ろな大人がいますが、合唱団に関係 されてい
る方 々は、やは リー 味ちが うと思 います、みんな温かい
し、す ご く立派にみえます。たくさんの良いお手本にな
る方 々がいるのだか ら、私もそ の一人になれるよ うに し
たいです。戸崎先生にお会 い できて、本当によかつたで
す。先生の、先生 として、女性 として、母親 として、も
ちろん人間 としての生き方に少 しても近づ けるように、
年を重ねてい きたいです。また、これか らも頑張 ります。
よろ しくお願 い します。おばちゃん先生、戸崎先生、素
敵なプ レゼン トをあ りがとうございました。

生 活 豪 か ら…
● 伊勢加奈子さん (中3)母 親 伊勢容子さん
「
ご父兄から先生 へ 」
OO才 お誕生 日おめで とうございます。そ して、バー
スデイ コンサー トを開いて くだ さり、あ りがと うご ざい
ま した。和気議 々 とした とて も楽 しい コンサー トで し
た。中川先 生の言葉の中に、 合唱団はふる里だ"と い
うのが あ りま したが、卒団生や、その父兄 にとってぴつ
た りの言葉 だった と思 い ます。そ して、そのふる里をい
ただけた我子達は、 ほん とうに幸せだなと思いました。
今 日の演奏 は、どなたも先生へ の想 いがいつぱい詰まつ
た素晴 らしい もの ばか りで した。とても暖かいホ ッ トな
コンサー トだ った と思 います。こんなすてきな コンサー
トをありが とうございま した。

0おばちゃん先生ヘ
バ ー スデイ コンサー トを開いていただき、あ りがとう
ございま丸 舜裕先生か ら戸崎先生へ 、そ して廣 乃先生、
文葉先生へ と合唱団の素晴 らしい伝統 が受け継 がれ、そ
んな合唱団に子供達が ご縁 をいただいた事に感謝 して
います。パ ー スデイ コンサー トでは、お 目にかかれるか
な と思つてお りま したが、先生 のお話 の 中で、お元気 で
お過ごしでい らつ しゃることを伺 い、うれ しく思つてお
ります。いつまで も、お元気でい らしていただ けます よ
うに 11そ して、また来年 もよろ しくお願 い致 します。
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グ ラ ン シ ツプ
さひテ レビ
̀あ
12′ 22r新
世 紀 コ ンサ ー トJ出 油
2002年12月22日 (日)に、グランシ ップ の大ホールに
て、静岡県文化財団 と静岡朝 日テ レビの主催による 『新
世紀 コンサー ト 第 1部地球讃歌 f富士山」
』に養成部以
上がスペ リオル と共に、出演 しま した。湯山昭作曲 「
駿
の
"を
河 歌Jよ り、 空 と樹海 と湖 と
堤俊作先生指揮に
よ り静岡交響楽団の伴奏 で歌い、そ して懐 か しい大久保
洋子先生の ビア ノ伴奏 で、4ヽ
林秀雄作曲 「
富士山Jより、
"
春 が きたから
百年た つたある日の朝"を 演奏 しま
した。昔 と何 もお変わ りない大久保先生 とご一緒できた
ことは、とても嬉 しいことで した。また本番当日、湯山
先生 も聴きにい らしてくださり、演奏会終了後お会 いす
る ことが出来ま した。先 生に初めてお会い した養成部の
イメージ と全然違 ってぴっ くりした 1」と後 日
皆は、 「
大騒ぎで した。一体 どんなイメージをもつていたので し
ょう?更 に、先生のお歳を戸時先生か ら聞きだ し、 「
絶
対 に見えない :!」 と大声で叫ん でい ま した。 (もちろ
ん、 もつ とお若 い と思 つていた そ うです)
演奏会 の模様 は、27日955〜 1050静 岡朝 ロテ レビで
富 士 山J
放 映 され ま した。 時間 の 関係 上 、小林先生 の 「
が カ ッ トされ て しまつたの は、残念 で した。

養威部 タ イズ コ ー + ■
わふわしているもの、
問題 : ドレミフアツラシドの中で、あ、
な〜に,

2003年
の予定
創 立 60日 年 含 行 事
Part i 静岡児童含唱団特別演奏会
〜名誉指揮者ネデアルコフ氏を迎えて〜
3月20日(木) ネデァル コフ先生ご一家来日
21日 (金)
22日 (土)
23日 (日)
24日 (月)
25日 (火)
26日 (水)
27日 (木)
28日 (金)

お休み
特別練習
特別練習
お休 み
特別練習
公開 リハ ーサル
お休み
ゲネ プ ロ

ス テー ジ練習

30日
31日
4月 1日

日月火

(土)

本番

記念祝賀会 ホテルセンチュリー静岡
お休み
ネデ ァル コ フ先生 ご一 家帰国

Part I
2003年
5月25日(日)静岡音楽館 A01
第55回音楽青薬会研究発表会 ・
卒団生によるIE念演奏会
Part Ⅲ
2003年
9月6日(■)静 岡音楽館AOI
ヘンデル作曲 「
メサイアJ公演
〜小編成のオ リジナル楽器による〜
*着 』け ・ングス ト ・E7ンナー トマスター を
イギ グスよ グ招聯 ′′
記念事業は卒回生の中川隆さん、鈴木lB裕さん、榊原
正子さんが戸崎先生の片腕として、力を貸して下さいます。

ιマ ン ド」 好 評 勢 売 中
廣 乃先 生 CD「 ア ′
ア
昨年 10月 、廣乃先 生のチ ェンバ ロ ソロCD第 1弾 「
ルマン ド」がデイジーよ り発売 され、皆様 よりご好評を
いただいてお ります。発売記念 といた しま して、名古屋、
東京、静岡にて ソロ リサイタルを行 い ま した。CDをお
買い上げ ドさり、また演奏会 にい らして下さつた皆様
方、ありが とうございま した。心か ら感謝申 し上げます。
諸先生方、また多 くの皆様 か らご高評を賜 りま したの
で、い くつかご紹介 い た します。

● ″ヽ
林秀雄先生
…略 ― この度は、廣乃 さんのCD、大変有 りがたく、う
れ しく頂きま した。実 に、何 とも何 とも歌心のあるすば
らしい演奏 に聞き惚れます !こ んなにすばらしくなら
れたとは、もうオ ドロキです。イ ンパ ク トの強 さが流行
す る現在、こんな シ ッ トリした演奏 は実に貴重です。い
ま、私 の大好きな フローベルガー を聞い てス ッカ リ嬉 し
くな り、これを記 しています。ゆっ くり全て聞かせて頂
きます。おめで とう !!
● 菅野浩和先生
…略 CDを お送 り下さつて、あ りがと うございま し
た。シャンボニエールには じま り、一 ラモー にいたるプ
ログラ ミングのユニークさ、そ して軽妙 さ、芯の しっか
りした進行美、とても楽興感をかき立てる演奏に拍手を
お くりたく思 います。どうかお元気で決調の御活躍をお
ド
続 け さい。
● 藤原―弘先生 (音楽学)
…略…普段、これはいいと思えるよ うなチ ェンパ ロ演
奏はほとんどないのですが、正直言つてお見■で した。
当人 としてはここはもつとこうしたかつた等 の不満は
あるで しょ うが、まずはこれだけの水 7LでCDを出 し得た
とい うことを素晴 らしいこ ととして受け容れてくださ
いね。
他 の人に レオンハル ト以外 のCDを薦めるなんてことも
滅多に無いこ となのですが、学生や他 のi静
座 の受講生な
どに 「これはいいぞ」 と薦めています。 一略 ―
●卒団生 ・
山中彰人くん (東京公演終了後)
ルご
リサイタ
成功おめで とうございます ￨,
また、戸崎先生、ふ ― ちゃんやえ りちゃんにもお会ぃ で
き、うれ しいひとときで した。私は、新宿が職場なので、
オペ ランティヘ はよく行きます。 … 中1略…
さて、リサイタルですが、安達 さんのお1舌も楽 しく、と
ても良い雰囲気 の コンサー トで した。私 は、パ ッハ の 3
楽章ア ンダンテが とても気に入 りま した。洲1がかわいい
です。元が ヴアイオ リンソナタなのでチェロ弾きと して
は、親 しみを感 じます。演奏は、どの山も大きくフ レー
ズ を感 じられていて、その空FH5を
楽 しむ ことがで きま し
た。チ ェンバロはチ ェ ロのよ うな弦楽器 と違い、一つ一
つの音がクリアに立 っていて、その音の ニュアンスが多
彩 に変化 して、一音 に味がある感 じで楽 しむ ことができ
ま した。演奏者 に高い技術 と音楽的な余裕 があるか らこ
そ、音 の色彩を楽 しめるので しょ う。CDに も増 して、生
の演奏 は本当に素晴 らしく感動 いた しま した。サイ ンし
ていただいたCDは、古楽 フ ァンの友人たちべ 宣伝 して行
きたい と思います。オーケス トラで後期 ロマン派 のマー
ラーや ブル ックナー など大編成な演奏ばか りしている
と、チ ェンバ ロや リュー トのよ うな音楽、あるいはムジ
カアンティカケル ンや トン=コープマンたちの古楽ア ン
サ ンブルをCDで聴 くと とても心が癒 されます。シンプ
ルなのに奥が深 いですね。癒 しのプーム に乗つて、 『ア
ル マン ド』CDも売れまくる ことをお祈 りいた します。ま
活発に行 つて頑張 つて
た 、リサイタル などの演奏活tllも

ください。東京 の集客 は微力ではあ りますが、お手伝 い
いた します。応援 します。 日に 日に寒 くな りま したが、
なさまお元気でお過ごしくだ さい。

● 確山雅先生
先生のHP『1教授 の部屋』―
今月のCD選にて、毎 日新聞
「
に連載されている 今月のCDベス ト3Jを 紹介されてい
ます。そ こでベ ス ト3に ついての コメン トの後、 「
むじ
マン
ろ、戸崎廣乃さんの 「
アル
ドJと 題するチェンバロ
(Daisy)の
曲集
好感度が高く、選べなかつたこと
を残念に思いま した。」 と、記されていま した。

青素会 スペ リオル
メン′｀
一紹介の第5回 目です。
◆田宮千華さん
私は、卒団生ではありませんち 中学生 の頃、合唱団 の
歌声と出会 い感激 し、大好きにな りま した。そ して 、自
分 も歌 いたい と思い、中 3よ り戸崎先生に声楽を教えて
頂 いています。
スペ リオル 発足時、先生方よりお声をかけて頂きま し
た。初めは憧れ の方 々 と歌える喜びで一杯で したが、皆
さんが現役時代に経験 されたことを感 じるにつれ、自分
にはできない と思つて しまった時 もあ りま した。そんな
気持ちはす ぐ声に表れて しまい、先生か ら音楽の勉強以
前の大切なことをた くさん教えて頂きま した。皆 さんの
よ うに小 さな頃か ら経験できた ら良か つたのに と思 い
ますが、仕方があ りません。それ よ りも、今の私に与え
られたこの機会にできるだけ多 くの こと勉強 させて頂
きたい と思っています、今後 とも、宣 しくお願 い致 しま
す。
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NHK合 唱コンクール審査
NHK文 化センター『
女性のため
のみんなのうた』講師
テレビ静岡番組審議委員会出席
A01主 催 「
こどものための音楽ひ
ろばJ合唱指導
ニューわかふじ国体委員会
静岡市文化振興財団 評議委員
会出席

コ

◆石神祐佳さん (1日
姓 :和田)
合唱団 との出会いは小学 3年 の夏、駿府公園で行われ
て い たフェスタで歌 って いた合唱団の歌声をlHnい
たこ
とがきっかけで した。私 もあんな風に歌 ってみたいと思
つたの を覚えています。卒団す るまでに 2回 の演奏1/K
行、メサイア、口短調 ミサ、聖母マ リアのタペの祈 りな
ど、多数 の演奏会にも出演 させて頂き、貴重な体験をさ
せて頂きま した。卒団後、大学時代や福祉関係 の仕事を
いていた時 も、合唱団で学んだことは、多 くの場面で生
か されてきま した。戸崎先生、おばちゃん先生にはい ろ
い るとご指導頂き、大変感謝 してお ります。多様な価値
観が存在する今は とても大変な時代にあ りますが、そん
な中で時代が変わ って も、合唱団はいつ も同 じ場所で高
い ものを目指 して進んでい ることを、スペ リオルに復帰
させて頂き、改めて感 じま した。私 も人間的にまだまだ
発展途上ですので 、合唱団で色 々 と勉強させて頂きなが
ら、深み の ある人 間に成長 して行 きたい と思っていま
す。 (1992年
卒団)
0鈴 木紫恵さん
卒EIして 2年 が経ち、社会人 となった昨年 5月 、スペ
リオルの一員 にさせていただ きま した。この 2年 間、合
唱団を外側か ら見るとい う今までに無い体験を し、改め
てこんな素晴 らしい合唱団 のメンパ ー に 自分が いたの
だ とい う事を感 じさせ られた と共に、歌 いたい という気
持ちも湧 いてきま した。そ して、今まで戸崎先生に教え
ていただいて きた ピア ノも、4月 の発表会を最後に辞め
る事にな り、益 々戸崎先生、合唱団 との繋が りが無 くな
つて しま う様に思 い、5月 か ら練習に参加 させていただ
いています。ただ、2年 間も戸崎先生の発声練習を受け
ていない ため、声が 出るか心配で したが、い ざ練習が始
まると気分 は現役 の頃に戻 つて しまい、そんな心配は吹
き飛 んで しまいま した。それだけ、10年間の合唱団生活
は、体に染み込んでい るんだ と実感 しま した。これか ら
は 、スペ リオルの一員 として、少 してもお役に立てるよ
うに歌 い続けたいと思 い ます。 (2000年 卒団)
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> 9/23フ ァミリーヨンサート(新宿
文化センター)
> 9/261ヒ 鎌倉女子学園校内コン
サート
> 10′ 5バ ロック音楽のタベ(まえ
やま内科 胃腸科クリニック)
> 10′ 18資 生堂パーラーロピー
コンサート(銀座)
> 10/25,31.11/29戸
時廣乃チ
ェンパロ ツロリサイタル (名古
屋 東京 ・
静岡)
> 11′ 8歯 科保険推進研修会コン
サー ト(静岡音楽場 ヽ01)
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文 策先 生
> A O I 市 民会議委 員会 出席
> 日本合唱指揮者 協会機関紙 「
コ
ンタクトJ 執筆
ープ コンソー ト 「′ヽ
> 10/12ハ

ロックダンス公開講座J通訳(長久
手)

答え:ソ ファー

