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第91回定期演奏会

2023年1月14日（土）開演 13：30
ミューザ川崎シンフォニーホール

ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ

PROGRAM

リスト／交響詩 「レ・プレリュード」 S.97
R.シュトラウス／交響詩 「ドン・ファン」 作品20

ベルリオーズ／幻想交響曲 作品14

◎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。

　私どもの第９１回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。本日は、２０２２年４

月に現役学生団体であるワグネル・ソサィエティー・オーケストラの常任指揮者に就任された川

本貢司先生をお迎えし、先生曰く「何度やっても飽きない」幻想交響曲他のプログラムをお届

けします。

　来場されたお客様から、年齢層の広いオケですね、と見た目からと思われますがよく言われ

ることがあります。実は見た目だけでなく５０年余の年齢差があるのが実際ですが、年長者であっ

ても君臨することなく、若者であっても臆することなく、が慶應義塾風でもあると自負しております。

　入団のタイミングとしては大学卒業後まもなくというケースが大半ではありますが、長い人生、

どうしても楽器に触れる時間が取れなくなってしまう時期があります。５０歳を過ぎ仕事も落ち着

き、そろそろ老後が気になり始めるころが、第二の入団時期でもあります。本日は様 な々人生経

験を持ったメンバーが織りなす、絶妙・微妙なハーモニーをご堪能いただければ幸いでござい

ます。
ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ代表　中島隆男

GREETINGS

指 揮

川本貢司

川本 貢司 指揮 　Koji Kawamoto　
島根県生まれ。東京芸術大学音楽学部指揮科
を卒業。在学中に指揮法を若杉弘、小田野宏
之、遠藤雅古、フランシス・トラヴィス、マスターク
ラスにおいてヴァレリー・ゲルギエフ、セルジュ・
チェリビダッケの各氏に師事。また、渡米後にミシ
ガン大学名誉教授であるグスタフ・マイヤー氏の
下で研鑽を積む。そして、生涯の師と仰ぐシャル
ル・デュトワ氏からは世界各地で直 に々薫陶を
授かり「音の魔術師」の神髄を会得する。
第10回東京国際音楽コンクール指揮部門に22

歳で入賞。第59回「プラハの春」国際音楽コンクール指揮部門において第3位を獲得。
1995年、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽
団を指揮してデビューを飾る。その後、東京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、札幌交響
楽団、京都市交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、広島交響楽団等、各地のオーケストラ
と共演を重ねる。
2001年より活動の拠点をドイツに移し、国際的な指揮活動を展開。ドイツ・フォアポンメルン歌劇場
第一専属指揮者、北東ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者、ピルゼン放送交響楽団
音楽監督を歴任。2021年に西安交響楽団名誉客演指揮者に就任。これまでにスロヴァキア・フィ
ルハーモニー管弦楽団、プラハ放送交響楽団など東欧の名門オーケストラを筆頭に、チューリン
ゲン・フィルハーモニー管弦楽団、ヴュルツブルク・マインフランケン歌劇場、スロヴァキア放送交響
楽団、オンタリオ・フィルハーモニック、クラスノヤルスク交響楽団、ウクライナ国立ドニプロペトロフス
ク・フィルハーモニー管弦楽団、イスタンブール国立交響楽団、スペイン・マラガ交響楽団、チリ・コ
ンセプシオン交響楽団、王立バンコク交響楽団、深圳交響楽団、西安交響楽団、青島交響楽団、
貴陽交響楽団など、欧州、北米、南米、ロシア、アジアの50以上のオーケストラに客演を続け、今
後も定期公演に登壇することが予定されている。

ⒸAyane Shindo
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“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 な々指揮者の指導のも
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。



◆プログラムノート	 　片岡 慧子

リスト／交響詩「レ・プレリュード」S.97
「レ・プレリュード」、日本語では前奏曲と

表されることもあるが、この曲は何か本編が
あったうえでのその序章としての作品、とい
うわけではない。ではこの言葉は何を表して
いるのか――その意味は楽譜の冒頭に、作
曲者リスト自身によって記されている。

「われわれの人生は死により開かれる未来
の国への前奏曲に他ならない」

これは、「フランスの詩人アルフォンス・ド・
ラマルティーヌによる」としたうえで “フラン
ツ・リスト” の署名入りで書かれた序文の
一部である。

人生のゴール、さらに言えば目的、それを
「死」であるとする思想は古代ギリシャ時代
より多くの思想家、哲学者たちが唱えてきた
ものである。この世に生まれたその瞬間から
われわれは一人残らず死に向かって歩み続
けているのだとすれば、われわれは “死ぬ
ために生きている” ということもできるだろう。

一方で古今東西多くの宗教では、死後
の世界というものがあるとされている。必ず
訪れる「死」による終わりが見えている生に
対し死後の時間は永遠に続くのだとすれば、
人生が「その後の未来への前奏曲である」
という考え方はあながち突飛とも言えないか
もしれない。

曲の冒頭、静かでゆったりとした旋律はま
だ見ぬ死後の世界への不安と期待を表すよ

うである。やがて、最初は引き伸ばされてい
たような主題が同じ音型でありながら徐 に々
間隔を縮めて繰り返され、じわじわと期待が
高まっていき、ついに堂 と々したトロンボーン
が鳴り響いたところで曲は最初の頂点に達す
る。「未来の国」が開かれたのである。

この曲は全体的に喜びに満ちあふれたよう
なメロディーが続いていく。未来の国の盛り
上がりがひと段落したのちに登場しロマンチッ
クに歌い上げられるホルンのメロディーは人
間の愛情の美しさを表し、中盤の木管楽器
による牧歌的なメロディーは田園風景、自然
の美しさを表す。リストは「未来の国」に希
望と喜びを感じていたのかもしれない。

とはいっても死後の世界に馴染みのない
人にとっては、死はあくまで点でありその先
に未来が続いているとはなかなか考えにくい
かもしれない。生きている時間がすべてだと
思っているのにそれが死への前奏曲だと言わ
れると、本編だと思って観ていたものが予告
映像で、いざストーリーが始まる瞬間に映画
館を追い出されるような印象がある。しかし、
だからといって人生に落胆することはない。
例えばワーグナーのオペラ作品の前奏曲など
も、本編の主要なテーマが次々に現れ単独
でも魅力的。つまり前奏曲は、「いいとこどり」
なのである。

ドン・ファンと言えば、プレイボーイ、色男、
色事師、女たらしの代名詞。どれもややネ
ガティブな印象を持つ言葉であるが、だから
こそこういう危険な香りと甘い魅力を持った
男性にわれわれは惹かれるのかもしれない。

実際に数々の芸術家たちが彼に魅了され
てきたようだ。ドン・ファンは 17 世紀スペイ
ンの劇作家ティルソ・デ・モリーナによって
生み出された架空の人物であるが、リヒャル

ト・シュトラウスのみでなくモーツァルト、バ
イロン、トルストイといった多くの音楽家、文
豪が彼を作品の題材としている。

シュトラウスの交響詩「ドン・ファン」と
いえば理想の女性を追い求めるロマンチスト
の冒険譚、といったところであるが、モリー
ナの戯曲『セビーリャの色事師と石の招客』
に登場するオリジナルのドン・ファンの所業
はそんな生易しいものではない。次 に々女性

R. シュトラウス／交響詩「ドン・ファン」作品20



（決まって気位の高いとびきりの美女）に目を
付け、自身の高貴な身分と優れた容姿を武
器に近づき、結婚をほのめかしあらゆる口説
き文句で彼女たちを騙しそして自分の手に落
ちたところで捨てる――そんなことを悪びれも
せず繰り返すのだ。もはや結婚詐欺師であ
る。非道な振る舞いを続けた挙句、ついに
彼は愛した女性の父親を殺してしまう。殺人
を犯してもなお反省の色を見せないドン・ファ
ンであるが最期は自分が殺した男の亡霊に
よって地獄に連れ去られる、しかしそれも自
業自得と言わざるをえないような、そんな人
物だ。

とはいえドン・ファンは伝説上の人物であ
るから、のちの時代の人 に々はおそらくそれ
ぞれの描くドン・ファン像があっただろう。シュ
トラウスは中でもオーストリアの詩人ニコラウ
ス・レーナウの詩劇『ドン・ジュアン』の影
響を受けているものと思われる。オリジナル
のドン・ファンほどの俗っぽさはなく、至高
の女性への激しい憧れを持ち、華 し々い女
性遍歴を重ね、しかし最後には理想の女性

への夢破れて孤独のうちに死んでしまう、そ
んな男の物語である。シュトラウス本人はド
ン・ファンとは全く異なる真面目な人物、誠
実な夫だったようで、彼はこの稀代の色男に
魅力は感じつつもある程度芸術性を高めた
描き方をしたかったのかもしれない。

ということで、今日のところは結婚詐欺師
ドン・ファンは一旦忘れていただき、シュトラ
ウスの描いたドン・ファン、彼の悦びや情熱、
孤独と絶望を一緒に体験いただければ幸い
である。

本作品の初演はシュトラウス 25 歳の年、
彼自身の指揮によって行われた。初演を迎
える前に彼が両親に宛てた手紙には、練習
は順調で素晴らしい響きだが「演奏は困難」

「特にホルンとトランペットの奏者は大変で、
気の毒になるぐらい」と、いかにこの曲が難
しいかということが書かれている。しかし、シュ
トラウスいわく「救いは、幸いこの曲が短い
ことです」だそう――決して短い曲とは言え
ない気もするが、本日は体感時間の短いドラ
マチックな演奏をお届けしたい。

「幻想交響曲」という題でよく知られる本
作品であるが、これには「ある芸術家の生
涯におけるエピソード」という副題が添えら
れている。この言葉からも想像できるように、
幻想交響曲は、非常にストーリー性の強い
作品である。

まず楽譜のはじめには、恋に狂った一人
の若い芸術家がアヘンを飲み、深い昏睡状
態の中で様 な々幻影に襲われる、といった内
容の文章が書かれている。若い芸術家が幻
覚として、あるいは悪夢の中で体験する断片
的なシーンを 5 楽章にわたって描いたのがこ
の作品である。

第 1 楽章「夢・情熱」は主人公の不安
定な心を表すような、夢の中のような緩やか
で捉えどころのないメロディーから始まる。や
がて彼はひとりの女性に出会い、恋に落ちる。
次 と々変化する旋律の中から、彼の鼓動が
高鳴る様子や燃え上がる情熱を感じ取って

いただきたい。
第 2 楽章はおそらく多くの方にとって聞き

覚えのあるメロディーであろう。ワルツとして
この楽章が単独で演奏されることもあり、標
題はずばり「舞踏会」――イメージ通りであ
る。しかもかの芸術家にとってこれは単なる
華やかな舞踏会の場面ではない。ここで彼
は、憧れの女性を再び見出すのである。2
台のハープが豪華さを演出し、きらびやかな
舞踏会は高まる芸術家の心情そのままに華
やかに幕を閉じる。

第 3 楽章は打って変わって穏やかで牧歌
的な曲調となる。「田舎の風景」と名付けら
れ、交互に旋律を奏でるイングリッシュホルン
とオーボエは二人の羊飼いが吹く笛を表す。
オーボエの姿は見えないが、二人はきちんと
通じ合っている。さらに、恋を知り、人生に
楽しみを見出し、未来に希望を抱いている
芸術家の前に、第 1 楽章から折に触れ登場

ベルリオーズ／幻想交響曲 作品14



◆ 今後の演奏会のお知らせ

第92回定期演奏会　
2023年9月3日（日）昼公演
横浜みなとみらいホール
指揮：道端 大輝
曲目：メンデルスゾーン／序曲「美しいメルジーネの物語」作品32
　　　メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
　　　ブラームス／交響曲第4番

第93回定期演奏会　
2024年1月13日（土）昼公演
ミューザ川崎シンフォニーホール
指揮：湯川 紘惠
曲目：チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」
　　　チャイコフスキー／バレエ「くるみ割り人形」抜粋
　　　ドヴォルザーク／交響曲第8番 ト長調 作品88

アンケート
ご協力のお願い

していた “彼女の主題” が現れる。
しかしこれほど平和な風景の中、満たされ

ているはずの彼は突如不安に襲われる。彼
女は自分に応えてくれるのだろうか？その不安
を増長するのが終盤に再び登場する羊飼い
だ。イングリッシュホルンの呼びかけに対し、
答えるオーボエがいなくなり、代わりに嵐の
気配が近づく。答えるべき羊飼いはどこへ
行ってしまったのか、彼女もこんなふうに自
分を裏切るのではないか。そんな不安を煽る
ように、4 人の奏者によって演奏されるティン
パニが不穏な空気を醸し出す。

そして第 4、5 楽章こそまさに「幻想」の
世界である。あんなに穏やかだった 3 楽章
に続くのがまず「断頭台への行進」だ。こ
の一瞬で何が起こったのか、と問いたいほ
どの変貌ぶりである。

恋心に翻弄される芸術家は、激情に身を
任せ、ついに愛する女性を殺し死刑宣告を
受ける。もちろん彼が実際に殺したわけでは
ないし彼女が死んだわけでもなく、すべては
彼の幻想の中のこと。

華やかで楽しげな行進曲であるが、これは
彼にとって死が待ち受ける刑場への行進であ
る。はやし立てる群衆、大きくなっていく行列。
そして興奮が最高潮に達したところで突然、
愛する女性のメロディーがクラリネットによっ
て奏でられる。しかし彼女の美しい幻影を断
ち切るように刃が落とされ、弦楽器のピチカー
トによって彼の首が転がっていく様子が描か
れる。一瞬ののち再び群衆の歓声が沸き起

こり、曲は最大の盛り上がりを見せる。
第 4 楽章で主人公が死んでしまった。し

かし第 5 楽章が残っている。物語はまだ終
われない。

最後の楽章は「サバトの夜の夢」。サバト
とは魔女の集会であるが、主人公がここで
見ている宴は自分の葬式だ。魔女や魔物、
妖怪たちが彼の死をあざ笑うかのように愉快
に踊っている。そしてその中に愛する女性の
主題が登場する。美しかった彼女は見る影
もなく、その主題は甲高く野卑なメロディーに
変わってしまっているが、是非見つけていた
だきたい。彼女も地獄の宴に招かれたので
あろうか、魔女たちに交じって輪舞曲（ロンド）
を踊る。

やがて死者を弔う鐘が鳴り響き、「怒りの
日」のメロディーと魔女たちのロンドが交互に
登場する。最後には二つのメロディーが同時
に演奏され、地獄の乱舞は最高潮に達し、
そのまま曲は終わる。

さて芸術家はこの幻想世界から戻ってこら
れたのであろうか。

そして彼の見ている幻覚を一緒に体験して
きたわれわれもまた、無事に日常に戻ること
ができるだろうか。

今日は土曜日。かつてヨーロッパで、サバ
トが行われると信じられていたのが土曜の夜
である。今夜は魔女たちの宴に紛れ込んで
しまわぬようお気を付けいただきたい。コン
サートホールを後にするとき、耳に残ってい
るのは第 5 楽章の残響か、それとも――。



トレーナー（敬称略）
田尻 真高（Orch）、澤田 和慶（弦）、柳谷 良介（弦）、野田 祐介（木管）、岸上 穣（金管）、
山内 創一朗（打）
　
出演者
Violin
赤林 達彦
新谷 美知子
岩崎 潔
岩本 直隆 ◎
氏家 多恵子
大福谷 泰子
島崎 未帆
鈴木 蘭 Ⓜ
田崎 佳子
土屋 暁
鶴田 明子
東畑 賀久子
長井 英信
西 夏実
野呂 篤志
幡野 千帆
原 響子
三井田 千晶 ◎
村橋 温子

山下 雅生
石川 友基 ☆
遠藤 琴音 ☆
恒吉 泰侑 ☆
村田 悠輔 ☆
Viola　
柴田 隆
柴田 由紀子
高橋 千代
髙橋 寛宜 ◎
土屋 真一
中谷 寛
成瀬 泰生
難波 佐規子
安宅 未来 ☆
石岡 俊弘 ☆
鈴木 惇也 ☆
富樫 梨乃 ☆
所 多恵子 ☆

Violoncello
大西 伸一 ◎
大森 重幸
木﨑 博
須賀 拡史
信岡 有紀
望月 千代
吉澤 茂
北 陽菜子 ☆
菅田 克彦 ☆
宮本 蓮生 ☆
森田 宏 ☆
Contrabass　
浦尾 大
片岡 慧子
菊池 俊江
倉持 清 ◎
中島 隆男
吉野 和雄
黄 世元 ☆

出口 りこ ☆
Flute
朝比奈 華子
畠山 拓也 ◎
華山 宣胤
水野 伶音
Oboe
白坂 大知 ◎
野原 国弘
畠山 亜紀子
久米 日向子 ☆
Clarinet
秋山 照雄
石川 富士枝
彌永 浩太郎
村上 大 ◎
Bassoon
植田 隆彦
奥山 薫
後藤 一宏 ◎

野田 俊哉 ☆
Horn
牛山 風花
太田 奈央
金剛丸 拓磨
鈴木 公爾 ◎
田中 梨紗
原田 一裕
吉田 和弘
Trumpet
糸谷 良
大西 貢司
信澤 賢一 ◎
小野 生智 ☆
米田 俊樹 ☆
中村 亮介 ☆
Trombone
岡田 茂朗
小川 和子
金子 大輝

松井 潤 ◎
Tuba
稲葉 光亮 ◎
結城 愛彦 ☆
Harp
大木 理恵 ☆
奥田 恭子 ☆
Percussion
青木 清孝
内田 優季
園田 陽子
麿 毅
吉羽 顕人 ◎

　
Ⓜコンサートミストレス
◎パートトップ
☆賛助出演

団内諸担当
幹事会
代表＝中島 隆男　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＝片岡 慧子　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）＝井面 摩耶
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＝青山 千裕、浅野 慶子、石川 富士枝、松井 潤　
厚生＝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＝中谷 寛　プログラム＝片岡 慧子、和谷 彩古　
フロアマネージャー＝和谷 彩古　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＝青木 清孝、浦尾 大　練習場＝河西 格、後藤 由美子、鶴田 明子、東畑 賀久子

ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ

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　平野 綏様　白石 寿太郎様　松井 哲夫様　

駒村 多賀子様　平池 邦雄様　日原 行隆様　水上 健様　四方田 章光様

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


