
学長メシセージ 去る9月27日の府中新キャンパス・オープニング・ セレモニーでのブラー

顧周あいさつ

＆・

ムス「大学祝典序曲」の泌炎は、 まさに新校舎が務成したときの喜・びをぷ現し

たこの！It！を、 巨大な研究講義械のガレリア空間に見事に響かせただけあって、

多くの来場者に強い感動を与えたようである。 ある同僚教官は、「身碍いする

ほどの出来栄えでしたjと諾っていたそうであり、 オーストリア大使館の参・Ji

1�·・は、 「iiii奏は本当に学生オーケストラなのですかj とわざわざ私に手紙を占

いてきて賞賛されていた。皆さんの厚ff:；でコンサートマスターをつとめさせて

いただいた犯にとっても、 生涯の記念であり、 感謝している。

このように実力をつけてきた京外大オーケストラが、 第60回という区切り

の定JUJi�f奏会で、 今回はロシアl!l\lとボへミア風の、 つまりスメタナ、 チャイコ

フスキー、 ドヴォルジャークのいずれも桁名な大山に取り組むという。店、は、

冷戦体制崩壊後に1kい亡命生活から組問に戻ってチェコ・フィルを指持したU

匠ラファエル・クーベリックの「我が祖問j を多大の感動をもって聴いている

ので、 気鋭の橘 直買さんが指抑する京外大オーケストラの「我が祖同Jと、

ぜひ聴．き較べてみたい。

東京外国語大学学長 中 嶋 嶺 雄 、「ゆみ吟

J(.fij1新キャンパスに移転して！1止初の定期演奏会を迎えた。 9月末のオープニ

ング・セレモニーでの大学枕決Ji�illiは、 多くの方々から高い評価ftを得ることが

でき、,f:.L.、としてもとても似しかった。そして今日は、 スラブ圏の名ill！をずらり

と、if�べた、 ポピュラー・コンサート。 外諸オケの実力が問われる舞台といって

よい。 とりわけ荒井英治先生をソリストにお招きしてのチャイコフスキーの

Vn協炎1111は、 何度聴いてもいつも新しい発見に出会える類まれな傑作。 ソロ・

ヴァイオリンの響きに啓発され、 インスピレーション溢れる伴奏を聞かせてく

れることを願ってやまない。 米年はもう21世紀。橘直貴先生の愛情あふれる

指導のもと、 外語オケもまた新しい渉みを開始しようとしている。 ここしばら

くは苦労の時を耐えることになるが、 恥としても最善のことはしたいと思って

いる。 最後に、 今回の定期i寅炎会のために変わらぬご尽力を下さったトレー

ナーの先生方に篤くお礼を申し述べたい。

東京外国語大学管弦楽団顧問 亀 山 郁 夫名ム杯人

団長あいさつ 本Hはお忙しし、中、 京京外国語大学第60固定期演奏会にお越し頂き、 まこ

とにありがとうございます。

lOJlからキャンパスが府中市ιこ移i低し、 私たちは新しい環境の中で活動をス

タートさせました。笑｜僚は新ll:lキャンパスを使い分ける日々で、 多くの方に支

えられながら、 今回の泌奏会を行うことができました。素晴らしいヴァイオリ

ン・ソリストの荒井先生をお迎えすることができたのは大変な幸運です。そし

てご指導賜りました諸先生）Jには心より感謝申し上げますとともに、 �：付金を

支援してくださったO B/O Gの皆線、 楽器18'.場と練習場所を提供してくだ

さった多J宮教会の広瀬牧師織には、 この場を借りまして厚く御礼申し上げます。

東京外国語大学管弦楽団団長 岡
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常任指揮者 橘 直貴
札幌市出身。88年桐朋学園大学音楽学部（ホルン専攻）入学。卒業後同大学研究科を誌で
例年より97年まで悶大学の付属機関である指海教室に在籍。 これまでに、 指鐸を阿部守
弘、 紙谷一街、 湯浅勇治、 黒岩英臣の各氏に、 ホルンを安原正幸氏、 チェンパロを鍋島元
子氏に師mする また、 大学在学中シエナ・ウインドオーケス卜ラに入団、 95年4月裂で
同団のホルン奏者を務める 現在、 各地のオーケストラ、 合唱団の指爆者、 及びトレーナー
と し て活動中

本l iはようこそおII\でrさいました {>: 1 1のフログラムのひとつのlII-'.、 とら いえ ま す
のはチTイコフスキーの，y fイオリン協公1111 （コンチェルト）でしょう � 米、 Ji＇ �� 作品
令般に対するJ ii：として、日；；＇？： 11：・品 に 11； 災な立味でこの 「コンチ エ ルト j という名 付、が i交
われました ここにはJJ!. (1:11 +: .. 1：で，J： されているように 、 協炎という ，O' Y�も勿必あり 認 す
が、 鋭いitう、 という，•:J:11,j；、あいも；，7まれます ノ＇r l 1 1 1も ぷifi'i ら しい ソリストをお迎 え し ！て

外uffk.オーケストラかソリストといかなるt6��、また鋭従｜則係を絞り広げるのか、とうぞごii:ll下さい

一 役Ii i 初 にWi ＃します「モルダウJ はちtしみやすいがd i ！.と、 その1111.包！のたしさからあまりにも ポ ピ ュラーな作品の ひとてトで
す しかし：k:・1：�！にWi��すると、 その燥しさに.，fi＇.しもが主u.Jくことでしょう モルダウ川がそのぷ泌を発し、せせらぎなが 斗 や
がてひとつの雄大な流れとなってフラハの術にii＝：がれる、 といっ ・i:liのi伐のモチーフは�!r：ヲ�（.ifや本t·i"h'lWのl 6分IH干 の綿や
かながJきでJと現されます それを＇)J:',1にリijiさ（吹き）込んで｛Iにしてγンサンプルを例I) l げる、 そのうOJ のあとが聴い 寸 取
れることでしょう またこの1111のi�i�きには今年l Jjに人却したての析しいメンハーが）JI!わります 外：；1f大寸ーケストラ の フ
レyシュな級ぶれにもごi !:! l卜．さい

メインフログラムとして、 トウ·lルジャークの火�r1111 �＼ / il'rをiiii ��します あとに続く8 fffも、「析111：界lの；，＼tJWのついた
イf名な9 :frも勿必俊れた作品ですが、このI il'iもH1·11なれ11：たとfl.：よ思います i度特イiの必いを·；j；＝びたみl別父、 g ：·� 、；vさえれば
スラヴ的なtiのff；：さをFi!v�rに聴くことカ｛II\ ��ます とうそこIUli年ドさい

於｛去になりますが、 今：，三！文折たにlitれ；5どItをしf」今fド（／） :i fド，
ます i皮.：，と幸11��1をj凶Lて、 ひとつのものをfftl i) I".！「ゐ1n�；：よ、 干！.にとつて｛j:とてむ＇！／lしいことでありますし、llつ干びでも
あ’jます !I.':！こilWIの｝J’’8を’Rねて、 よりよいf；；去を｛引ってい主たいと込.1.�、ます 今後とも水く外，市大オーケストラの発泌を

見守：りあ：c. tてドさい では、 コンサー卜をltfjめることにnしtしtう！

ノ

ヴァイオリン独奏 荒井 英治

コンサートミストレス 村中 奈々

2000 iド10!1711

揃 11'( J.'.i· 

H·it·�·でウii rな：It；、多い 4でやの：r�Miには人をJ己主iにする｝Jがある IYJるい笑1liiで Aを
つつみこみ、 イI'·’I＝.のJ日；r�にも然心 il .. friではHはコンミス、 伐はレ ク ｛系をイガめ 、Jd亡 iし
いつもオケのことを号え、 次では11i!·llV) I：に映って深f主まで争11�·11に励む 外ftll＼＇ . 二はl物を
叫んでftべゐ ’j）瓦とクマナツをこよなく没する 1iliも好き お:Ii�！！な＇i.動で），＇，jpijのA々
をいつの11\lにかとりこにしてしtうliii;t'L的な ·1i1iをもっ 愛11'ii 2 11�と 絡しているせい砂 、
なんたか術っぽい とてもHihる公々とハートリーダーを ー絡にm��て｛＞： • l j によ かったな
i) －.（イケル1

,1•，：：しL、ことら必しいことも失点ftの 1: c：隠して、十Ji(•公々はノT Hも•jiji < 
ヴァイオリンハートldlUJ�f,;j
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東京外国語大学管弦楽団

第60固定期演奏会

スメタナ 違惟交響詩「裁が祖国jよD交響詩「モルダフJ
Bedrich Smetana Symphonic Poem“Mo I dau" from “My Fatherland” 

チャイココスキー タ7イ;J-υン協奏曲 二長調 命品35
Peter lliych Tchaikovsky Concerto for Violin and Orchestra in D major. Op. 35 

I A 11 egro moderato 

1I Canzonetta (Andante) 

][ Allegro vivacissimo 

f木 穏

ドダョrルジャーク 交響曲第7番 二短調 命品70
Antonin Dvorak Symphony No. 7 in D minor. Op. 70 

I A 11 egro maestoso 

1I Poco Adagio 

][ Scherzo: Vivace 

IV Fina I e: A 11 egro 

指揮 繍

夕、7イ;J-υン弛奏
直貴
荒井 英治

（東京コイルハーモニー交響楽団コンサートマスヌー〉

2000-.10月21目〈土） 14：。。周演

ルネ乙だいら 大ホール
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