
ご挨拶　松本深志高等学校OB志音会オーケストラ第3回提起演奏会-2010.03.22

ご挨拶
志背会オーケストラ代表 等 々 力 康友

おおよそ60年前の戦後間もない頃、 西堀の洋画映画館「セントラノレ座J で行なわれた「第9Jの演奏に、 深志高
校音楽部 室内楽班（音楽部は合唱班と室内楽班で構成され、 室内楽斑は、 当時は弦楽班と呼ばれていた） のメンバ
ーが参加していたことが、 志音会の記録にあります。

アンサンプノレで弾けるようになるには楽器を始めてから最低でも4、5年は掛かる弦楽アンサンプルが、 当時から
存権したことは驚きでありますが、 指導者が居たわけでもなく、 人数は3学年合わせても数qr.，からせいぜい10名程
度の門主団体の室内楽（弦楽） 班が、 これまで60年間継続してきていることがもっと続きです。（今年はfのだめj
効果でメンバーはlO名を超えているようです。） 室内楽班O Bはすでに200名を超えています。

深志向校背楽部O B「志音会J の活動としましては、 深志高校の周年祭などにその都度、 祝祭的オーケストラを
編成し、 合Ill}班O B諸君と合同で「第9 J 「ミサ幽」などを演奏して参りましたが、 6年前に演奏技術の向上を目
的の一つに加え、 室内楽班のO Bを中心として常設の弦楽アンサンプル「志背会オーケストラJを編成しました。

汁都困域在住のメンバーも多いため、 ほぽ侮月東京と松本とで交互に練習を行い、 これまで「志背会オーケスト
ラJとして2回の定期演奏会を開催して来ましたが、 今回は吹奏楽部O Bなどの併、 打i終結も加わって2管編成の
フルオーケストラを編成し、 「運命J「未完成」を演奏することになりました。

今回は、 時間的な制約により管、 打楽器全てをO Bで揃えることは出来ず、 県内各地の千f楽団体で活路されてい
る点々の応屡もお願いしました。来年3月には、 合唱O Bの諸君との合同演奏会をザ’定しており、 2年後には次回
の定期演奏会を予定していますが、 出来るだけO Bによる管、 打楽器を揃えるように努め、 メンバーが松本、 東京
等に分散していることによる地理的条件の困難さを乗り越え、 アンサンプルカを向上させて、 プラームス、 メンデ
ノレスゾーンなどの交響曲を演奏出来る団体に成長させたいと考えております。今後も皆械のご支援をよろしくお願
い致します。

本日は、 室内楽班の現役生も加わった「志音会オーケストラJ の演奏で、 j藤本惇也先生のオーソドックスなドイ
ツ古典背楽をお楽しみください。 (15回卒）

素晴らしい曲目の演奏会にぜひ
松本深志高等学校同窓会長／国際教義大学学長 中，，，鳥 嶺雄

わが国M·古の謄史をもっ高校といってよい松本深志高等学校は、 学問や芸術の分野でも多くの人材を輩出してい
ます。その象徴的な証しが、 50有余年flも続いている音楽部とそのO B・O Gから成る志背会なのです。

3 fj三程前には、 創立130周年記念行事の一環として、 志音会が合唱団とオーケストラ約2004'1の大編成でそーツア ル
トの「戴冠ミサJ を全曲演奏するという壮挙を成し遂げました。 私も参加させていただき、 16棋 の現役学生と並ん
で、 50級以上の年令差があるというのに、 第一ヴァイオリンのパートを弾くことができました。

今凶の志背会の演奏会には、 入試の期間中なので残念ながら参加できませんが、 本当は私もぜひ一緒に弾きたい
のです。 それは曲目がベートーグェンの「運命j、 シューベノレトの「未完成J といった誰もが親しめる交響曲であ
ることに加えて、 モーツアルトの歌劇「コシ・ ファン・トゥッテj序曲が入っているからです。男女関係の機微を
面白く描いた「 コ シ・ ファン・ ト ク ッテJ は、 私にとっても想い出深いオペラの一つであり、 その明るく軽快な序
曲も大好きな11!1の一つであるからです。

今回の演奏会のご成功を、 雪の秩固からお祈り致しております。 (7回卒志膏会会員）

ご挨拶
志？子会会長 林 哲郎

このたびは第3回志音会オーケストラ演奏会にお越しいただきありがとうございます。
4年前のl30周年記念演奏会をステップとして、 このような演奏会を定期的に開催できることはこの上ない喜びで

す。ご承知lのとおり志音会は、 在学生～80厳台の幅広い年齢層、 現役の音楽家・趣味として行楽活動をする人から、
卒業以来楽結から遠ざかっている人まで、 とその構成は多岐にわたっています。その中で現役生を交えた演奏会が
Ill米ることを大変似しく思います。今凶は藤本淳也先生を指揮にお招きし、 帽の広い会員出炎者の思いをひとつの
形にまとめていただくことが出来ました。音楽を通じた会員相互の交流と親｜陸、 現役生への媛JJ)J・育成という志音
会のn的にも沿ったものです。

今凶はオーケストラの演奏会ですが、 来年は合唱も加えた演奏会を計画し、 既にhn??Iを開始しております。志音
会の所lfOiに対し皆様の貞なるご理解とご協力をお願いいたします。 (19回卒）

指婦者：藤本 淳也
東京事E術大学指J軍科卒業。 安宅賞受賞。 同大学院修士課程修3. j旨J軍を佐膝J/J太郎氏に師v。
19'fお年5月チヱコで行われた「ブラハの春J国際指療者コンクールのセミフ？イナソスト。
2α）（）年8月に1;1、 フィリピンのセブ島にてセブユースシンフ万二ーオーケヌトラ（CYSO）を指簿。

笈X)1£j:9月から1年間、 ロータリー財団奨学生としてベルリンに留学。 ベルリン芸術大学Peter Winkler 

氏の才ペラ実習クラスでイタリアオペラを学ぶ。 またベルリン国立敏劇mにてダニエル・パレンボイム氏
のちと、 モーツ？ルトのオペラを学ぶ。 これまで、 群馬交轡楽団、 大阪センチユリ－3"1:11楽団、 東京フィ
ルハーモニー交響楽団をそれぞれ指簿。 緯�で行われたThe 6th A巾Festival Dimension 2008にて
Ensemble Interactive TOKIOを指簿。 日韓両国の現代室内楽作品を演奏。

霞近では、 都内才ペラ団体の各公演に音楽スタッフとして参加すると共に、 各地のオペラ団体、 オーケ
ストラや合唱団の指導、 演奏ち行っている。 昨年let東京室内敬llJ湯ハンガリー、 ブルガソア公演に参no。

長野県内ではこれまで信州大学交轡楽団、 長野フィル、 長野市留、 長野楽友協会、 力ノラータ・'1"ーケヌトラ、 佐久室内オーケス
トラ、 アンサンブルNOVAと共演。 趨昧は登山。 東京室内敏郎湯指照会員

昭和音楽大 学鱗師



松本深志高等学校O B 

志音会オーケストラ

第3回定期演奏会

モーツアルト
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲
Wolfgang Amadeus Mo zo「↑／℃osi fan↑U什e’K.588 O ver↑ure 

シューベルト
交響曲第7 (8）番「未完成J
Franz Schube「↑／Symphonie Nr.7 h-moll《Unvollende↑e》0759

ベートーヴェン
交響曲第5番「運命」
Ludwig van Bee↑ho ven/Symphonie Nr.5 c-moll Op.67 

20唱0年3月22日（祝） 14: 00開演

ザ・ハーモニーホール
（松本市音楽文化ホール）

主催：松本深志高等学校音楽部志音会



出演者
Members 

牛山 正博（23) 堀口 洋子（13) 山田 哲（18) 尾崎 伸子（21)
倉j華 郁文（24) 市江 純子（30) 藤田友紀子（43) 牛山 千史（55)
牛山 孝介（58) 犬井 啓太（60) 武田 期（61) 西川 真理（在2)
安川 昂志（在2) 塩ノ崎 萌（在1)

Vi。H也』
等々力康友（15) 富田 則子（18) 小笠原理美（19) 東 麻里子（20)
波多腰玄ー（20) 高崎 理恵（23) 長岡 邦彦（42) ニ津 冬子（45)
平沢 重太（55) 小山 星花（在2) 武田 洗晶（在訪 穂刈 綾（在1)
中林 武尊（在1) 山田 広樹（在1)

宮入 徹（33) 伊藤 勇夫（16) 雨宮えりか（31) 氷川 明子（40)
久保田希容子（45) 高橋美穂奈（47) 棟田 裕一（友） 井崎 這（在2)
小林 謙一（在1) 新田 咲（在1)

寺津 克義（賛） 長縄 建一（18) 荒井 淘太（61) 茅野 周治（61)
井上 果純（在2) 中漂 誠人（在1) 寺島 洋行（賛） 寺島都志子（賛）

ntrαb.Q主S
支倉 早奈（38) 松谷 仁史（賛） 有賀 英久（賛） 藤川 美里（賛）
河西 裕太（賛）

猿田 一世（35) 小林 芙美（賛） 西津真利子（賛）

市江 雅芳（友） 山崎 智幸（賛）

中保堅一郎（46) ニ浦奈津子（賛）

平岡 範子（賛） 横山 文香（賛） 口パート ・ ワインガート（賛）

竹前 友敬（友） 入倉 友紀（賛）

塩野 英雄（32) 横川 憲（45)

木下 妃咲（賛） 稲葉 晶子（賛） 音川俊太郎（賛）

横山 睦（賛）
（）：数字は卒業回・在校生は学年、（友）：団友、（賛）：賛助出演

オーケストラ運営スタッフ Orchestra Staffs 

代 表 等々力康友（15)

運営委員長 長縄建三（18)

コンサートマスター 牛山正博（23)

総務全般 堀 口 洋子（13)

平沢重太（55)

インスベクター 宮入 徹（33)

会 計 市江純子（30)

東京練習担当 山田 哲（18)

管打楽総但当 塩野英雄（32)

横川 憲（45)

P今後の「志音会演奏会」のお知らせ

ホームページ＇1§当 久保田希容子（45)

広線・宣伝 氷川明子（40)

長岡邦彦（42)

高橋美穂奈（47)

茅野周治（61)

Next Concerts 

・2011年3月26日（土）「志音会演奏会」～混声合唱と管弦楽～ ザ・ハーモニーホールメインホール
ヘンデル／オラトリオ「メサイアjより、大中恩／混声合唱曲「島よj他

・2012年3月（予定） 志音会オーケストラ 「第4固定期演奏会J

＊松本深志高等学校音楽部 志音会 ホームページ
http://fshionkai.web.fc2.com/ 



Program n 

・モーツアルト／歌劇fコシ・ファン・トウツテJ序曲K.588

1787年ウィーンに帰ったモーツアルトは グルックの死去により、 後任として 「宮廷作曲家Jの称号を与えられ 誌 が名目上
にす ぎず、 経済的な収 入も、 活躍の機会も もたらさなかった。 しかしこうした窮境の中にあって、 この頃の作曲活 動は旺盛
で、 1 788年の最後の三大交響曲、 2つの弦楽五重奏曲、 ピアノソナタなど数々の傑作が生まれている。翌1789年春北ドイツ
訪問後経済的窮乏 はますます激しくなっていたが、 8月の 《フィガロ》 のウィーンでの 再 演が大喝 采を同し、 その成功は皇
帝ヨーゼフ二世の耳にも達していた。 直後皇帝から新しいオペラ・ ブッファの作曲の命を受け、 皇帝の希望で台本作者には

ばれた。「コシ・ファン・トクツ
リオの言葉 “女はみんなこうしたもの” を題名としている。 女の 貞 節について、 お互いに芯見がくいちがった 為、’ それでは
一体どちらが正しいのかと芝居を組んで実際に試してみるという、m�があるような無いような男達の馬鹿馬鹿しい陽気ない
たずらが全二砕からなるこの歌劇lの主題となっている。モーツアノレトは、 この台本の全く現実ばなれした芝居の世界の中の
事件でありながら、 人間の愛情の一面をたくみにとらえている物語を、 あくまでも軽やかに描くことに成功してしiる。

序曲は力強し、主和音で始まり、 弱奏の “友はみんなこうしたもの” のテーマが現れた後、 プレストに入り、 弦・管楽器が
リズミカルに流れる械に奏でられた後、 テーマが弱奏で奏されトウッティの背 形に受けつがれ、 最後は華 やかに閉Itられる。

初演はモーツアルト34才の誕生日前日に当る1790年1月26日ウィーンの宮廷劇場で向身の指揮で行われたがヨ ヰゼフ二世
が病気で逝去した 為 、 5凶の上演で打ち切られてしまった。 その後も上演の記録は多いとは言えず、 永らく 不 遇 であったが
其価が正しく認識されるようになったのは、19世紀終りになってマーラ一、 リヒヤルト・シュトラウスなどの大指揮者が進
んで取り上げ、 すぐれた上演を実現してからのことと言われている。 [Ve長縄建三18回卒］

・シューベルト／交響曲第7 ( 8）番 口短調「未完成」0759

皆さんはシューベルトと I J!ilくとどんな 1:1!1 を思い浮かべるでしょうか。「野 ばらJや「子守 l�i:;{ J 「 アヴェ ・マリアJな 庄懐かしい
歌の数々、 それともロマンチックなセレナーデ、 メロディーを聴けば 「ああ、 これJという ピアノ4重奏「鱒J、 そ して何と
言っても 「未完成交響曲J ですね。 どれも美しい旋律に溢れています。私は小学校の頃 「未完成交響楽」という味岡も見た
記憶があります（年が分かつてしまいますが・・・） ｜ 

シューベルトは、 モーツアノレ卜が35歳 で亡くなった 6 年後の 1 797年、 同じオーストリアで生れました。 小さい頃から映 画
「アマデウスJ でも有名なサリエリに音楽の指導を受け、 才能を開花させました。歌曲 「雌 王jを作曲したのが i a歳ですか

ら、 モーツアノレトといい、ンューベルトといい、 若き 天才を目にするサリエリさんの気持ち、 良く分かります！ 『 未完成」
を作ったのが25歳のH寺。シューベルトはこのシンフォニーを2楽章までで中断してしまいました。その理由はいろいろな説
がありますが、 彼はこの諮面を友達に預けたまま演奏を聴くことも無く、 貧しさと病、 失恋の中でも600曲に及ぶ歌曲、 器
楽曲、 8つのシンフォニーを残し、 31歳で世を去りました。 「未完成Jの初演は死後37年経ってから。2楽章ti:けでも十
二分に美しいこの曲は、 今ではいl：界で最も愛され親しまれている交響曲のーっとなりました。 ' 

ここで我がオケのメンバーの何人かを紹介しましょう。弦楽器の最前列には2人ずつ各ノ号ー卜のリー ダーとト ッ プサイド
が並びますが、 今回は多種多才なトップサイドについて・ ・ ・ ｜ 
・中年になっても元気なコンサートマスターと共にオケを引っ張るのは、 大先輩でありながらオケの細々した実務を嫌な顔

一つしないで、やってくださるHさん。彼ム－の書く美しい字、 話す日本語は、 これぞ「ム－性の品格」です。 I 
・コンマスより円立っと言われる2ndVnの熱きトップの横には、 大きな眼鏡の青年が。 「パソコンの事なら向でも来し、jの

頼もしいH君。これからこういう青年に、 オーケス卜ラ運営の中核になっていって欲しいものですね。 I 
－ オケ全体のムードメーカーであり「何でも悩み事相 談」Violaトップ奏者のサイ ド には、 い つも控えめに稽 や かに微笑む

Kiyokoさん。疎かな阿とえ・撃でオケの様子をリポートし、 ホームページも作ってくれる無くてはならない人材です。
・「未完成jでも美しいメロディーを聴かせるチェロ軍団のトップサイドは、 昨年の今頃は受験生だ．ったC君。 高Sの時も練

習に参加し3月の演奏会のH寺には第一志望に合格していましたね。 これから低弦パートをまとめていってくれる、、しよう。
・ チ ェ ロの後ろに立つコントラパスのトップは、 はるばる神奈川から練習に参加される ト lさん。楽器も心も大きし卜プレー ヤ

ーです。
このようなメンバーと「今やシューベノレ卜の倍も生きた！団塊世代J「シューベノレトの半分の年齢の現役高校生j 「働き

盛りの30～40代Jなどが心を一つにして、 細身の体に情熱を秘めた藤本先生の指揮のもと演奏いたします。 Pさiあ、チェロ
とコントラパスの低 ーい序奏に導かれ、天上から響くような美しいオーボエとクラリネットの背 色がl聴こ えてきま Uたよ. .. J> 

[Vn冨団員lj子 18回卒］
・ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命J

女子高生 今度OBオケで「運命Jを弾くんだけど、 お父さんが高校生だった頃も、オーケストラで演奏することって あったの？
父親：背は合唱と弦楽合同で、 巾信 地区の高校発表会 や、 文化祭の時に音楽室 や講堂で演奏するだけだったな。オケの演奏

とはうら やましし、。練習はどうだし、？ ｜ 
娘 それが意外とパ ワーが要るの。 有名な幽だから楽勝かと思ってたら、 運命の練習の後は、 いつもすごーく疲れ ちゃって。
父：それはきっと物理的な体の絞れだけじゃないな。有名な f 運命が扉をたたくテーマ J から始まって「苦しみ i 争い・哀

しみ・怒りjからフィナーレの「喜びJまで、 人聞が持つ全ての感情が凝縮されている山だから。 目

娘 ； そうそう、 ベートーヴェンって、 耳がだんだん聞こえなくなってきて、 遺書まで，， 料 、たのよね。
父：誰にも送られずに机の巾にしまい込まれていた「ハイリゲン、ンュタッ卜の也I�Jは、 死を党悟しながらも新ヰな生を決

意して、 力強く生きるための手記だったんだ。
娘：それって、 すごい前向きな怠味を持つ「迫害Jだったってことじゃない？知らなかったわ。
父：芸術家としての命を全うしようと立ち上がる姿が、 この「運命Jにも表れている。第4楽章で初めて登場するピッコロ

やコントラファゴッ卜、トロンボーンの重厚で華－やかな響きにも、必死に生きょうとする人間の蹄きが感じられなし、か？
娘：そっか、 運命が背から人気がある理由が分かつたわ。私も試しに
父：お前にはまだ早し、！演奏巾も楽譜ばかり見るな、 前
娘：どっかの悦幣CMの「お父さんJみたいな 口調で、 急にどうしたの ？ あれ、 お父さんが瓦っ 白い犬に・・・ （ 来年ばつづく）

第1 楽:i',f Allegro con brio ハ短調2/4拍子 第3楽章
第2楽章 Andante con moto変イ長調 3/8拍子 第4楽章

3回卒］


