五十周年記念五十一回目というの
に、私は初めて知ったのだが、これ
はすごいフェアだ。弦楽器製作者が
自分の作った楽器を出展する。商社
が扱っている楽器を展示する。しか
もそれを自由に弾かせてくれるのだ
から驚いた。会場に入ると楽器を試
奏している人が何人もいる。いろい
ろなコンチェルトの旋律がつぎつぎ
に耳に飛び込んでくる。五十年以上

そのフェアを実感なさった小林さん

ってこその三日間だったそうです。

大変な作業です。木野さんの力量あ

限引き出し製作者の思いを表現する。

試奏によって楽器の持つ音色を最大

之さんの出展楽器の公開比較演奏で

さて、お目当ては何といっても雅

のまんなかに立ちつくしてしまった。

さわりたくてもそばにもゆけず通路

を習った私には恐ろしくて、楽器に

も昔に、たった三年だけバイオリン

に一筆、お願いしました。（事務局）

弦楽器フェアに行く
「弦楽器フェアというのがあるの
ですが、小林さんは興味があります
か？」
混声合唱を指導していただいてい
る雅之さんのお父上が声をかけてく
ださった。
興
｢味？あります、あります。私、
バイオリン大好きなんです ｣
というわけで昨年十一月、私は券を
いただき、友人を誘って科学技術館
に向かった。

器は弾きこんではじめて本当の音が

たしかに、それぞれ音が違う。楽

ると、その楽器を雅之さんが一台ず
つ演奏してくれた。

それから製作者の名前が告げられ

れのステージに立つというのもすば
らしい。

に上がり、紹介される。製作者がは

早めに会場に入って開演を待つ。
まず一〇人ほどの製作者がステージ

ンスがまたとあろうか。

ある。展示楽器を実際に弾いて聞か
せてくれる！ これほど貴重なチャ

で実現したとのことです。

ことではなく、豊島さんの強い希望

また杉並公会堂の
九州はまだ肌寒い日もあると
はいえ今ちょうど桜満開の季節
です！ 皆様いかがお過ごしで
すか。ここ最近は球磨川音楽祭
を初め熊本を中心に九州に頻繁
に来る様になり大変楽しい日々
を過ごしております。
さてこの春からはそんな九州、
柳川、唐津、大牟田でのリサイ
タルの他、デビュー２５周年の
記念リサイタルを世界的ピアニ
ストの花房晴美さんと東京で行
います。会場でお会いするのを
楽しみにしております。
（２９ ３ ２００９ 熊本にて）

木野雅之
日本弦楽器フェア（二〇〇八年）
毎年十一月の始めに九段の科学技
術館で日本弦楽器フェアが行われ、
木野雅之さんも招かれていることは
聞いていました。しかも昨年十一月
はフェア３日間、五十台ものヴァイ
オリンを一人で試奏したとのこと。
そのことをまさゆき倶楽部会員のヴ
ァイオリン製作者でおられる豊島継
男さんにうかがいました。
三日間、一人の奏者での試奏は木野
雅之さんが初めてで、これは容易な
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判断できないのだろうが、音の違い

出る、と聞いているので一朝一夕に
ら発売された。税込み三千五百円。

器専門レーベルのミッテンヴァルトか

雅之」の模様を収録したＤＶＤが、弦楽
では、郡市民も歌で共演している。

曲を収録。両会場のアンコール「旅愁」

しかしそのことよりも、私には雅
響楽団ソロ・コンサートマスターのバイ

木野さんは、日本フィルハーモニー交
多良木会場は地元音楽家のウエルカム

館・石倉で開催。人吉会場の演奏体験、

二十八日に同パレス、二十九日に交流

実行委員会では、第三回音楽祭を八月

は知ることができた。

之さんがつぎつぎとバイオリンピー
オリニスト。人吉球磨は、父親の出身地
コンサートと、好評の催しも続ける。
人吉会場での共演は、本野さんの妹で
アメリカからソプラノ歌手のマーシ
ー・メスさん。多良木会場は、地元音楽

まさに雅之さんにしてはじめて実現
できることと、思いを新たにした。

正｢直、あれはきつかったです
と言われた。

ネオンと共にタンゴの世界を表現。多良

昨年は、人吉カルチャーパレスで高田
元太郎さんのギター、啼鵬さんのバンド

間を連れて郡市民を魅了している。

パリ在住のピアニスト、木野真美さんと

歳 を)この 音｢楽会 に
｣誘った。大喜び。
にこにこ顔だった。私にとっては演
奏曲のなかの、ラフマニノフのハン
家との楽しい音楽祭にしたいという。

楽しい 音
｢楽会 で
｣ある。味をしめた
私は次の日、湯島に住む兄夫婦 八(五

ガリー舞曲を知ったことが最大の収

小林 士）

人吉労音（電話
２-９２９）へ。
（２００９年２月３日人吉新聞より）

深水代表。ＤＶＤの問い合わせなどは、

ＤＶＤです。第三回もお楽しみに」と、

「会場で歌った方も来場できなかっ
た方も、身近にクラシックを感じられる
で自身も幼少期を過ごし、約二十年前に

穫だった。
あとで雅之さんにうかがった話だ
が、ひとつひとつの楽器を事前に試

のように名所を冠に掲げた音楽祭を開

初めて地方公演した思い出の地。
地元と縁の深い音楽家を迎え、他地域

丁の楽器をすべて異なる曲で、暗譜

奏して、その楽器にあった曲を演奏
されたのだという。三日間、何一〇
で演奏された。

きたいという実行委員会（深水昇代表）
の思いに賛同し、世界で活躍する音楽仲

（まさゆき倶楽部会員
木町の交流館・石倉では、藤本史子さん
のピアノと共演し、好評だった。

｣

球磨川音楽祭のＤＶＤ発売

杉並公会堂にて

１０代にして現代クラリネ
ット界をリードする橋本杏
奈と日本フィル
５月２０日
Ｖ．アシュケナージ指揮、イギリス室
内管弦楽団のヨーロッパ・ツアーにソリ

を存分にお楽しみ頂きます。後半にはＪ．
シュトラウス２世の心躍るワルツやポ
ルカをラインナップ。
勿論当日は、日本フィルハーモニー交
響楽団ソロ・コンサートマスターの木野
雅之も出演。超絶技巧同士は見ごたえ、
聴き応えが楽しみです。（事務局）

第
｢二回グローバル・ピース・コ
ンサート 開
｣催にあたって
今年は、「蛍の光」や 故｢郷の空 で｣お馴
染みの国民詩人ロバート・バーンズの生
誕２５０周年という、スコットランドに
とって歴史的な年にあたります。
それに、昔、故郷を離れ世界中に出てい

かける ホ｢ームカミング・イヤー な｣ので
す。
明治時代、日本に文明開化の助っ人とし

ったスコットランド人の子孫たちに「ス
コットランドを訪ねませんか―」と呼び

超絶技巧から深みのある音の世界まで

９月１８日は、本命の木野雅之さ

ストとして同行するなど、１０代にして

までは世界の造船業拠点として栄え

んをメインゲストでの「第２回グロ

ＤＶＤには、レッスン風景や木野さん

ので、どうぞご期待ください。そして、

た街です。そのため造船所の木型職

ーバル・ピースコンサート」。

れた第二回「球磨川音楽祭ｗｉｔｈ木野

現代クラリネット界を牽引する存在で
ある橋本杏奈。当公演では彼女の奏でる

て多くのスコットランド人が来日し、大
この得がたい機会にぜひスコットラン

人（パタンメーカー）が多く住み、

いよいよ湖水地方に向かいます。

昨年八月に入吉市と多良木町で開か

学、造船、銀行、商社、郵便、様々な分
ドの風物や英国の自然の美しさをお楽

かつて彼らが副業としてバイオリン

のバイオリンで人吉球磨の風景をたど
り、人吉、多良木の両会場で奏でた十八

野で活躍しその礎を築いてくれました。
しみいただければ、と願っております。

のフィンランド・オウルンサロ音楽

間天馬・キャ

到着後、内

からある謎のストーンヘンジや、ヘ
ンリー・ムアーの彫刻「キング＆ク

楽しいものがたりを綴ったビアトリ

疲れ様でした…の予定です。 （事務局）

の首都。
９月２４日、元気で成田到着～お

があるロンドンは大英帝国時代から

ばる渡ってきたイギリス。そして研
鑽を積んだ「ギルドホール音楽院」

が一念発起、音楽を学ぶためにはる

ら、最終目的地、
「ロンドン」です！
かつてまだ少年だった木野雅之さん

ウォルズの美しい村々を訪問しなが

ドフォード・アポン・エイボンへ。
ウイリアム・モリスの故郷コッツ

後、シエクスピアの故郷、ストラッ

大学都市のオクスフォードを散策

誇る大聖堂がある静かな古都です。

ことは少なく、１０００年の歴史を

古代遺跡が残る街。観光客が訪れる

きたローマ軍の要塞があった所で、

チェスターはイギリスに進駐して

クス・ポターや、詩人ワーズ・ワー

祭ツアーに続いて、今回、今日の雅

ロライン夫

グラスゴーを発って、いよいよコ

うです。

という、ピーター・ラビットを描き

このカンブリア（湖水地方を含む州）

スコットランド・ダンフリーズ
へのお誘い

之さんの「音」を育んだイギリス訪

妻の「アラン

スの故郷を満喫して、チェスターへ。

問も兼ね、イングランド・スコット

トンハウス」

ンサート会場の地ダンフリーズへ。

ランドの見どころをめぐる「雅之さ

を訪問しま
す。アラント
ンハウス は 、
ビクトリア
時代の古い
貴族の館、２
万４千坪という自然豊かな広大な敷
とする国連ＮＧＯ認定の平和運動団
体の所有の建物。

地の中にあり、ニューヨークを本部
などを見学しながらハイランド地方

また、この館の周辺には、紀元前
なったローモンド湖畔の景色を楽し

れている。

イーン」などが、ごく無造作に置か

みながら、いよいよスコットランド
最大の都市、グラスゴーは６０年代

ロッホ・ローモンドの歌で有名に

の魅力を満喫してインバネスへ。

てもここはスコッチウイスキーの本
場、モルトウイスキーの醸造所訪問

れるのだとか…。そして、何といっ

オールドタウンを抜けロイヤル・マ
イルを下るとこの国の歴史を感じら

高台にそびえるエジンバラ城から

ンドの首都のエジンバラへ

９月１２日、成田からスコットラ

ん応援ツアー」の概略です。

まさゆき倶楽部では、２００７年

弦楽器を造り出したと有名なのだそ

のパタンメーカーとなりたくさんの

第３回は８月２８，
２９日に決定

22

（コンサート主催スタッフ・内間天馬）

人の一人で
した。
スコットラ
ンド人の来
日は日英同
盟の締結に
よったもの、
今年はその
１５０周年
に当たりま
す。この輝
かしい記念すべき年に、日本の代表的ヴ
ァイオリニスト木野雅之さんをお迎え
し 第｢二回グローバル・ピース・コンサ
ート を｣催し、さらに日本から応援ツア
ーの皆様方をお迎えできるというのは
なんと幸せなことでしょうか。
日英の著名音楽家たちが 木｢野さんのた
めなら喜んで と｣賛助出演を約束し、さ
らに地元ダンフリース市も全面的に協

力応援してくれています。
成功裏に終わった第一回以上に皆様に

ご満足いただけるコンサートにすべく、

私たちは様々な企画を考えております
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スを弾いてくれることが嬉しかった。

｢ウマさん｣こと内間さん

かつて日本オペラ界の 我｢等がテナー ｣
藤原義江の父もこれらスコットランド

ダンフリーズ駅にて
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