
第88回 定期演奏会

ワグネル・ソサィエティー・
ＯＢオーケストラ

第88回 定期演奏会

ワグネル・ソサィエティー・
ＯＢオーケストラ

主催：ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ

The 88th Regular Concert

Wagner Society O.B.Orchestra
August 15, 2021

MUZA KAWASAKI SYMPHONY HALL



ワグネル・ソサィエティー・ＯＢオーケストラ
第88回 定期演奏会

2021年8月15日(日） 14：00（開場13：00）

ミューザ川崎シンフォニーホール

指 揮

田部井 剛
Tsuyoshi Tabei, Conductor

PROGRAM

メンデルスゾーン／序曲「フィンガルの洞窟」 作品26

ブラームス／ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
― 休憩 (20分） ―

メンデルスゾーン／交響曲第5番「宗教改革」ニ長調 作品107
※プログラムノートは当団ウェブサイトに掲載しています。裏表紙のQRコードをご利用ください。

GREETINGS

　本日はご多忙の中、ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ第88回定期演奏会にご来場賜
り、誠にありがとうございます。皆様方の変わらぬご支援に厚く御礼申し上げます。
　私共のオーケストラは新型コロナウイルス感染拡大に伴い、昨年7月及び本年1月の定期演奏
会の延期を余儀なくされました。その後も練習施設の利用制限など、音楽団体にとりまして制約
の多い環境が続いておりますが、演奏会の実現を目指して約１年振りに活動を再開し、本日、無
事に開催の運びとなりました。会場内では様々な感染対策を講じており、ご来場の皆様にはご
不自由をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　さて、今回は指揮者に田部井剛先生をお招きし、ドイツ・ロマン派の作品をお届けいたします。
田部井先生にご指導いただくのは2018年1月の第83回以来、2回目となります。
　未だに緊張が解けない日々ではありますが、このひと時、名曲の世界をご堪能いただければ幸
いです。それでは最後までごゆっくりご鑑賞ください。

ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ代表　 野 原 国 弘

◎演奏中にお手持ちの時計のアラーム、携帯電話等が鳴りませんよう、スイッチの解除をお願いいたします。
◎許可のない写真撮影・録音・録画は固くお断りいたします。
◎客席内での飲食は固くお断りいたします。
◎会場内ではマスクを常時着用し、咳エチケットへのご協力をお願いします。

（公社）日本アマチュアオーケストラ連盟は、ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラを応援しています。
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ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ

 WSOホームページ  http://www.wagner-ob.jp/  ( 第87回までの演奏会の記録もこちらよりご覧いただけます)

　早稲田大学商学部卒業。東京音楽大学指揮科研究生修了、東京芸術大学
指揮科卒業。
　これまでに指揮法を遠藤雅古、神宮章、武藤英明、佐藤功太郎、ジェームズ・
ロックハート、広上淳一、三石精一の各氏に、ピアノを岩津章子、秦はるひ、藤
田雅の諸氏に師事。
　1999年には芸大在学中に日本フィルハーモニー交響楽団にて巨匠エリック・
ハイドシェック氏とマルセル・デラノワ作曲「5月の協奏曲」を協演・指揮（日本
初演）。ソリストであるハイドシェック氏は、田部井の読譜能力の高さ、また叙情
的でリズムに溢れた演奏に対し、「ヤング・トスカニーニ」と讃えた。2002年に
は「モーツァルト名曲コンサート」にて再びハイドシェック氏と共演、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団を指揮。青柳いづみこ著「ピアニストがみたピアニスト」

〈Pianistes vus par pianiste〉（白水社刊）では、そこでの協奏曲における絶妙
な指揮ぶりについて著述されている。2003年には室内合奏団「カメラータ・ジ
オン」（Camerata Jion)を結成し、ヴァイオリニスト川畠成道、チェリスト青木十
良の諸氏と共演するなど積極的な活動をしている。2005年にはハイドシェック

夫妻との国内ツアーを成功させ話題を呼んだ。そのライヴ録音が仏アンテグラル社 (Integral Classics France 
INT 221.156)よりリリースされている。また、漆原恵子、宮田勝、林峰雄、上村昇、永井和子、佐々木紀子、カ
テリーナショット、宗次郎、久美子、岡本友孝、故江戸家猫八、谷川俊太郎の諸氏などジャンルを問わず内外の
様々なアーティストと共演し、高い信頼が寄せられている。
　このほか群馬交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティフィルハーモニック管弦楽団、ニューフィ
ルハーモニーオーケストラ千葉、東京佼成ウィンドオーケストラ、ザ・シンフォニーホールチェンバーアンサンブル
等を指揮。2006年にはチェコの名門、ターリヒ室内管を指揮し、モーツァルトの交響曲をレコーディング、その
CD がキングインターナショナルよりリリースされている (STUDIO FLORA B-2704)。
　2010年には日本フィルハーモニー交響楽団にて文化庁主催公演（計9公演）を指揮した。2012年より桐蔭
学園「第九の会」指揮者を務める。2013年には伝説のチェリストと謳われる、クリスティーヌ・ワレフスカ女史と
ドボルジャークのチェロ協奏曲を共演、氏より「偉大な才能」と高く評価された。2018年には「ハイドシェック
来日50周年記念ツアー」を指揮し、その公演は「音楽の友」誌上等で絶賛される。
　また、ピアニストとしても非凡な能力を発揮し、ウィーンフィル主席チェロ奏者フリッツ・ドレシャル (Fritz 
Dolezal)、勝部太、寺谷千枝子、平松英子諸氏等と共演している。2009年には白土文雄チューリッヒ・トーンハ
レ元首席コントラバス奏者のレコーディングにチェンバロ奏者として参加、Harmony社より「モノローグ」がリリー
スされた (HCC 2049)。2012年にはドビュッシー生誕150周年に際し、浜離宮朝日ホールにて行われた、文学
キャバレ「黒猫」とその仲間たち、また、カワイコンサートサロン「パウゼ」にて行われたドビュッシーフェスティ
バル2012に出演、青柳いづみこ氏と連弾曲を演奏、好評を博した。2013年には再び白土文雄氏とのデュオア
ルバム“Basso d'Amore" を Opus 55よりリリースし、稀有な室内楽奏者としての高い評価がなされている（OPFF- 
10019)。2020年にはカプレ編によるピアノ2台6手版ドビュッシーの「海」のCDをottava 社よりリリース、レコー
ド芸術誌特選盤となる。
　2009年、上毛芸術文化賞受賞。

  “慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ”
の出身者が中心となって1974年に設立、同年冬に第
1回演奏会を開催して以来、毎年1～2回の演奏会を
行っている。最近のレパートリーは、ハイドン、ベートー
ヴェン等の古典から、ブルックナー、マーラー等の後期
ロマン派、フランス・アメリカ近現代音楽、ヒンデミット、
コダーイ等の異色作品まで幅広い。
　設立当初は長年にわたって慶應義塾ワグネル・ソ
サィエティー・オーケストラの常任指揮者を務めた東
京藝術大学名誉教授、故・中山冨士雄氏の薫陶を受
けたが、その後は常任指揮者をおかず、演奏会ごとに
様々な指揮者の指導のもとに活動をしている。これ
まで定期演奏会では中山冨士雄、團伊玖磨、山本七

雄、ロバート・ライカー、朝比奈千足、斎藤純一郎、飯
森範親、三原明人、藤崎凡、新田ユリ、飛永信康、新
通英洋、鈴木清三、中川賢一、矢崎彦太郎、大塚正
昭、川本貢司、田久保裕一、横島勝人、武藤英明、小
泉和裕、山田和樹、角田鋼亮、本名徹次、寺岡清高、
井﨑正浩、松尾葉子、飯守泰次郎、大山平一郎、金洪
才、佐伯正則、田部井剛の各氏に指揮をお願いした 

（初出演年代順）。
　定期演奏会の他にも他合唱団体との特別演奏会、

（公社）日本アマチュアオーケストラ連盟 (JAO)の加盟
団体として連盟主催行事への有志参加など、意欲的
な演奏活動を続けている。

田部井 剛 指揮
Tsuyoshi Tabei, Conductor
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今後の演奏会のお知らせ

◆第89回定期演奏会　
2021年12月26日（日）昼公演　すみだトリフォニーホール
指揮：寺岡清高　ピアノ独奏：藤井一興
〈オール・ベートーヴェン プログラム〉

ベートーヴェン ／ 序曲「コリオラン」
ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
交響曲第5番「運命」

アンケートのお願い
お聴きになってのご感想、ご意見をお寄せください。

プログラムノート
当団ウェブサイトに掲載しております。

プログラムノートとアンケートはどちらも、
https://wagner-ob.jp/posts/867
にございます。
こちらのQRコードをご利用ください。

ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ

萩田 達哉 ☆
Violoncello
大西 伸一 ◎
須賀 拡史
中嶋 脩
信岡 有紀
山内 美佐子
出石 直 ☆
Contrabass　
浦尾 大
片岡 慧子
倉持 清 ◎ 
高嶋 俊明
中島 隆男

Flute　
畠山 拓也 ◎
華山 宣胤
林田 偕子
Oboe　
各務 泉
後藤 由美子
高浪 雅洋
畠山 亜紀子
山口 史夏 ☆
Clarinet　
秋山 照雄
石川 富士枝
彌永 浩太郎

村上 大 ◎
Bassoon　
植田 隆彦
奧山 薫
後藤 一宏 ◎
森岡 侑希
横田 由実
出石 供子 ☆
Horn　
舘野 和佳奈 ◎
田代 千年 ☆
田中 梨紗 ☆
難波 柚香 ☆
平澤 海斗 ☆

Trumpet　
大西 貢司 ◎
信澤 賢一
日下田 誠 ☆
Trombone

岡田 茂朗
小川 和子
松井 潤 ◎
Tuba　
稲葉 光亮 ◎
Percussion　
青木 清孝 ◎
園田 陽子
麿 毅

団内諸担当
幹事会 
代表＝野原 国弘　運営委員長＝河西 格　トップ会議長＝松井 潤　演奏会マネージャー＝和谷 彩古　会計＝村橋 温子
インスペクター（弦）＝野呂 篤志　インスペクター（木管）＝彌永 浩太郎　インスペクター（金管・打楽器）＝渡部 ちひろ
会計監査　平尾 嘉三
運営委員　
JAO担当代表補佐＝稲葉 光亮　広報委員＝青山 千裕、浅野 慶子､石川 富士枝、松井 潤　
厚生委員＝高山 琴音、舘野 和佳奈、村上 大、山下 俊輔、和谷 彩古　会計補佐＝山内 美佐子　
チケット委員＝中谷 寛　プログラム委員＝小林 真理　　
ステージマネージャー＝久保田 郁子　フロアマネージャー＝柴田 隆　演奏会マネージャー補佐＝須賀 拡史
録音・録画委員＝大西 貢司、北原 利行　楽譜委員＝大西 貢司、各務 泉、柴田 由紀子　
楽器委員＝青木 清孝、浦尾 大　練習場委員＝河西 格、後藤 由美子、鶴田 明子、東畑 賀久子

出演者

トレーナー（敬称略）

櫻屋敷 滋人（Orch）、田尻 真高（Orch）、横畠 俊介（弦）、野田 祐介（木管）、阪本 正彦（金管）、前田 茂（打楽器）

賛助会員ご芳名（ご入会順）
【特別賛助会員】マエストローラ音楽院様　若尾 裕久様　 
【賛助会員】成澤 良一様　渡部 哲夫様　藤田 正厚様　平野 綏様　白石 寿太郎様　松井 哲夫様

駒村 多賀子様　栗山 恭子様　久下 晴巳様　平池 邦雄様　日原 行隆様　秋山 俊彦様

賛助会員募集のご案内      私どもの活動を資金面でご支援いただく「賛助会員制度」をご案内申しあげます。
◎年間会費（１口１万円9月～翌年8月）：特別賛助会員2口以上　賛助会員1口
◎特典：定期演奏会等当団主催の演奏会へのご招待　　
◎お申込み・お問い合わせ  オーケストラ窓口  office@wagner-ob.jp

Violin 
岩崎 潔
岩本 直隆 ◎ 
氏家 多恵子
大島 正規
大福谷 泰子 
河西 格
君塚 大樹
鈴木 蘭 Ⓜ
紿田 俊哉
田崎 佳子 
津村 佳奈
鶴田 明子  
野呂 篤志 

原 響子
三井田 千晶
村橋 温子 
亀井 葉子 ☆
島崎 未帆 ☆
Viola　
柴田 由紀子
高橋 寛宜 ◎
土屋 真一
難波 佐規子
平尾 嘉三
吉田 恭治 
和谷 彩古
浅沼 彩乃 ☆

Ⓜコンサートミストレス　◎パートトップ　☆賛助出演
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メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 
 
2004 年 7 月の第 56 回定期演奏会で取り上げ

て以来の再演です。当時の楽曲解説は元コン

サートマスターの金子哲理さんが書かれました。

大変まとまった解説でしたので、全文を引用さ

せて頂きました。 
 
  “ヴァイオリン協奏曲” や “真夏の夜の夢”

でおなじみのフェリックス・メンデルスゾーン=バ

ルトルディ (1809-1847) は、10 歳のころから

作曲を始め、ピアニストとしてもドイツ国内だけ

でなくヨーロッパ各地に演奏旅行をするほどの

天才少年でした。 さまざまな地への旅から得た

インスピレーションによって、彼は 「スコットラン

ド (交響曲第 3 番)」、 「イタリア (交響曲第 4
番)」、「スコットランド・ソナタ (ピアノのための幻

想曲)」 などの作品を残しています。 
 

この「フィンガルの洞窟」もメンデルスゾーン

の旅から生まれた名曲のひとつです。 1827 年、

18 才の彼は初めてイギリスを訪れ、演奏会のか

たわらイギリス各地へ旅をしました。 スコットラ

ンド北西の大西洋に浮かぶヘブリディーズ群島

のイメージが彼を作曲へと駆り立てました。 舞

台はヘブリディーズ群島のひとつ、スタッファ島

にある洞窟で、この地方の伝説上の国王フィン

ガルの名が曲のタイトルになっています。 北の

海に浮かぶ孤島に吹く風、打ち寄せる波、遠い

昔にかの地に君臨したと伝えられる伝説上の

王の面影・・・ 
 
作品の原題は『ヘブリディーズ諸島』（ドイツ

語: Die Hebriden ）。1830 年に完成しました

が、その後改定し、初演は 1832 年 5 月 14 日

にロンドンで行われました。楽器編成はフルー

ト 2、オーボエ 2、クラリネット 2、ファゴット 2、ホ

ルン 2、トランペット 2、ティンパニー、弦 5 部で

す。 
 
 
 

 
 
 
 
 
ブラームス 「ハイドンの主題による変奏曲」 
 
2001 年 2 月に行われた第 49 回定期演奏会以

来の再演です。ブルックナー交響曲第４番の前

プロとして演奏されました。 
 
「ハイドンの主題による変奏曲（通称：ハイバ

リ）」は 1783 年夏、ブラームスによって作曲され

ました。出版用に作成された総譜のタイトルは

「ヨーゼフ・ハイドンの主題、コラール聖アントー

ニによる管弦楽のための変奏曲」となっていま

したが、出版時に短くなりました。作品番号は

「56a」で２台のピアノ用の曲が「56b」となってい

ます。どちらかを先に作り他方を編曲したのか、

同時並行で作曲したのかは諸説あります。 
 
第 49 回当時の解説はホルンの吉田靖さんが

担当されました。「曲目解説見ながらというより

は、やはり、ステージを見ながら聴いた方がおも

しろいと思いますので、簡単に箇条書きにして

おきましょう」と書かれています。各変奏曲のコ

メントとして引用させて頂きます。 
 
主題   : 変ロ長調 4 分の 2 拍子 第 1 部が

5+5 小節となっているところがミソ! 
第 1 変奏: 変ロ長調 ファゴット、 ホルン、 ティ

ンパニーの変口の四分音符で開始。 
第 2 変奏: 変ロ短調 最初の短調、 速度も速

い。 
第 3 変奏: 変ロ長調 弦と木管でゆったりと始ま

ります。 
第 4 変奏: 変ロ短調 8 分の 3 拍子になってオ

ーボエとホルンのメロディーから 
第 5 変奏: 変ロ長調 8 分の 6 拍子、スケルツ

ォ的 
第 6 変奏: 変ロ長調 4 分の 2 拍子だけどスケ

ルツォ的 ホルンとファゴットから 
第 7 変奏: 変ロ長調 8 分の 6 拍子、 ゆったり

とした牧歌的な曲 
第 8 変奏: 変ロ短調 4 分の 3 拍子 暗くて速く

て神秘的。 最後はピッコロとコントラバスなどの

変口のユニゾン 

2020 年春以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、突然音楽活動自粛を余儀なくされました。「ソー
シャル・ディスタンス」という言葉が生まれ、今までのように練習することも、舞台で演奏することもでき
なくなりました。活動を再開できるよう模索を続け、今回の二管編成中心の楽曲にたどり着きました。 
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終曲 :    変ロ長調  最初の主題に続いて、 
数小節単位の変奏が次々と 18 も 
 
初演は 1873 年 11 月 2 日 ウィーンにて、ブラ

ームス自身の指揮でウィーン・フィルハーモニ

ー管弦楽団によって行われました。楽器編成

はピッコロ、フルート 2、オーボエ 2、 クラリネッ

ト 2、ファゴット 2、コントラブァゴット、ホルン 4、

トランペット 2. ティンパニー、トライアングル、

弦 5 部です。 
 
作曲した際、ブラームスは「コントラファゴットは

やむをえない場合に」 と記していて、主題と終

曲ではテューバが演奏するようになっていまし

たが、印刷譜では削除され、現在の形に収まっ

たそうです。テューバ奏者にとっては残してもら

いたかったでしょう、残念。 
 
 
メンデルスゾーン交響曲第５番「宗教改革」 
 
前の２曲と異なり、当オーケストラでは初めての

演奏になります。メンデルスゾーンの交響曲は

「フィンガルの洞窟」の解説にもあるように、第３

番「スコットランド」、第４番「イタリア」の演奏機

会が多く、第５番「宗教改革」はあまり演奏され

ません。 
 
「宗教改革」は第１番の完成後の 1830 年に作

曲された 2 番目の交響曲です。第１楽章にドイ

ツの賛美歌『ドレスデン・アーメン』が、第４楽章

にＭ．ルターが作曲したとされるコラール『神は

わがやぐら』が曲のモチーフとして用いられてい

るのが特長です。もともと『宗教改革（アウグス

ブルク信仰告白）300 年祭』で演奏することを

想定して書き始められたのですが式典では使

われず、初演は 1832 年。演奏後の評価は高く

なく、メンデルスゾーンは落胆し以後演奏をしな

かったようです。出版は 1868 年、彼の死後でし

た。 
 
引用された讃美歌『神はわがやぐら』（ドイツ語: 

Ein' feste Burg ist unser Gott）は、マルティン・

ルターの最もよく知られた歌です。1527 年から

1529 年の間に歌詞を書き、旋律を作曲したよう

です。 

 

『ドレスデン・アーメン』は、19 世紀初頭からドイ

ツのザクセン州で教会の礼拝中に聖歌隊が歌

った一連の 6 つの音符です。ドレスデンの王室

礼拝堂で使用するためにヨハン・ゴットリーブ・

ナウマン（1741–1801）によって作曲されました。

メンデルスゾーン以外にもリヒャルト・ワグナー、

ブルックナー、マーラー、スクリャービンなどが

有名な楽曲で使用しています。 

 
宗教改革の楽器編成はフルート 2、オーボエ 
2、クラリネット 2、ファゴット 2、コントラファゴッ

ト（1）、ホルン 2、トランペット 2、トロンボーン 3、

セルパン 1、ティンパニー、弦 5 部。古典的な二

管編成ですが、低音部にコントラファゴットとセ

ルパンが指定されているのが特徴です。 
 
この曲が書かれた 19 世紀前半は楽器の開発・

進化の途上の時代でもあり、メンデルスゾーン

は第４楽章に木管のコントラファゴットに加え、

セルパンという低音金管楽器を登場させ、前３

つの楽章から響きのスケールと深みを拡大して

います。セルパン（Serpent）はフランス語で

「蛇」を意味するとおりのユニークな形状で、木

製ですが奏法は金管楽器と同様で、同時期に

あったオフィクレイド等とともに現代のテューバ

の先祖的存在です。現代の演奏で使われる機

会は少なく、この曲の場合テューバが担当する

か、セルパンのパートを演奏しないケースもあり

ます。 
 
今回の演奏に当たっては「指揮の田部井先生

が『メンデルスゾーンがコントラファゴットとセル

パンをオクターブで重ねるのは明らかにオルガ

ンの音響を狙っているので、私はテューバで重

ねる派です』と明言されて、出番が回ってきた」

と当団のテューバ奏者。出演おめでとうござい

ます!! 
 
各楽章は以下の通りです。 
第 1 楽章 Andante(ニ長調、4/4 拍子) - Allegro 

con fuoco (ニ短調、2/2 拍子) 

第 2 楽章 Allegro vivace (変ロ長調 3/4 拍子)  

第 3 楽章 Andante (ト短調 2/4 拍子) 

第 4 楽章 Andante con moto - Allegro vivace (ト

長調 4/4 拍子) - Allegro maestoso (ニ長調、

4/4 拍子) 


