議の席で、地元中国人社会の中心的

ギ飛び跳ね、野生の鹿が散歩するド
田舎です。「友達呼ぶから弾いてよ」
「うんいいよ、コンサートやろう」。
最初は、地元の音楽好きを集めての
ごく私的なコンサートを考えてたん
です。ところが事態は一転とんでも
ない方向に・・・。
英国の歴史的必然ともいえる移民、
その移民政策の一環として僕の住む
南スコットランドのダンフリースに
は「多民族文化協会」があります。
木野さんからの電話の翌日、その会

災者になにか援助出来ないかしら」。
で、僕咄嗟に反応しちゃったんです。
「凄いヴァイオリニストが来るけど

私が漢字で木野雅之って書く

なしにですよ。やたら張り切
るマイラさん「ポスターには

ちゃう始末です。木野さんに断りも

あっと言う間に日程や会場まで決め

員顔色が変わり「それ、やろう！」。

その途端、トルコ人の会長を始め全

支援コンサートを頼んでみようか」。

また杉並公会堂の
暑い夏もいつしか終わり文化
の秋の到来となりましたが皆様
いかがお過ごしでしょうか。私
は相変わらず各地を頻繁に旅す
る毎日ですが楽しく元気に演奏
を続けております。
さてこの秋は熊本市内での初
のリサイタル他、富山での子供
達のオーケストラとの共演など
楽しみな企画が沢山あります。
又、トリオ ミンストレルの新譜
も発売となりましたので是非聞
いていただきたくお待ち申し上
げております。

存在のマイラさんが「中国の地震被

し、敷地内に林あり森あり、野ウサ

（１９ ９ ２００８ 熊本にて）

木野雅之
スコットランドの晴れ男
「スコットランドにお邪魔しても
いい？」
すべては木野さんからの一本の電
話で始まったんです。彼が当地に来
るのは久しぶり、もちろん大歓迎で
す。そう云えば以前「もっともっと
練習したいんだよね」って言ってた
のを思い出しました。よし、まかし
なはれ、うちで存分に練習してちょ
うだい。なにせ二四時間どんな大音
量を出してもご近所迷惑いっさいな

会場は十九世紀終り頃に建
てられた、音の響きのとても

に当日を迎えたんです。

チラシが作られ、街の随所に
ポスターが貼られ、そして遂

丸となって準備に大わらわ、

わよ」。予定日まであまり時
間がありません。で、全員一

美しい仕上がりのチラシ

木野雅之オフィシャルサイト http://www.masakino.com/
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ィバルに出演中の中国

ィンバラ国際フェステ

いい大教会です。エデ

さ ん の ソロ 、

のもちろん
代表作。木野

ト・バーンズ

詩人ロバー

ごした国民

で晩年を過

光」はこの地

した。「蛍の

音楽の力ってすごいですね。
翌日は、ヨットハーバー脇のテラ

僕はたいへん幸せでした。いやあ、

回のコンサートを通して、音楽が完
全に政治を超えた現場に居合わせた

個人的関係はまったく別ですね。今

今でも時おりぎくしゃくしますが、

と日本の関係は、過去が過去だけに

招きで歓迎会が催されました。中国

っちゃ」。その後地元の中華協会の

リン聴いたの初めて。ＣＤ買わなく

奏
で

を

な
曲

的

統

伝

の

ト

ル

かなステンドグラス、
荘厳な石造りの教会内

高～い天井、色彩鮮や

いやが上にも雰囲気を
盛りあげてくれます。

ェルカム太鼓」を披露、

つけ、入口で華麗な「ウ

伝統太鼓チームが駆け

ウェンディ
さんのハー
る

けのはなしですけど、まあ実にゴー
ジャスな一夜になりましたね。だっ

スで、爽やかな風を肴に地元のビタ

い た 家
を 見 学
て、スコットランドの名ハーピスト、

プ、そしてす

はすでに満席。そして

し ま し
日本を代表するヴァイオリニストが
鍋のテーブルの脇で交互に延々とセ

と
、木野さん「僕も弾こうかな」。彼

た。その
夜、ウェ
ッションなんですから。聴衆は僕た

ーを味わい、ロバート・バーンズが
通ったパブ（なんと創業一六一〇年）

ン デ ィ
ち家族だけ、ホントにゴメンナサ～
イ！（ニコニコしてますけどボク）。

べてのミュ
ージシャンが木野さんを囲み、最終

さ ん が
ハ ー プ
最後に木野さんらしいエピソード

いよいよ木野さんの登
場です。曲はバッハ・パルティータ。

持 参 で

を。彼は「僕は晴れ男」って常々言
ってます。でもスコットランドは天

のファンに怒られそうなんでここだ

来訪、み
ん な で

気の悪い国で一日のうちに四季があ

を訪ね、そして彼が「蛍の光」を書

「鍋」を

るって言われるくらいコロコロ変わ
るんです。だから晴れ男もこの国で

コーラスは会場総立ち、互いに手を

囲みました。お箸を置きリラックス
したウェンディさんがおもむろにケ

ろん音楽の好きな子になるようにと

圧倒的な技巧に見事に応える名器ロ

好のあるソウル市のソチョ区にて日本

いう私の願いを名前に込めたつもり

とりあっての大
合唱、ステージ客

かで静かな

フィルの代表として弦楽四重奏の演奏

です、そして五歳ごろからピアノを

レンツォ・ストリオーニ。教会の隅々
まで満たす甘美で艶やか、まさに豊

田舎町であ

会を行った。初めて訪れた韓国は晴天で

席一体の、まあ大

る。少し車
歴史的な

饒の音の波。至高のシャコンヌは瞬

で走ると辛
場所への

変なフィナーレ
となりました。そ

子の花が咲
観光や美

く間にすべての聴衆を魅了し、そし
て弾き終わった瞬間、会場、もう唖

き乱れる畑

味しい食

の後の賞賛の嵐

が点在して

事等短い

然・騒然・陶然でしたね。

おり又、温

時間に堪

は、木野ファンの
皆さんには説明

泉もありな

能し楽し

そのあと、スコットランドの誇る
ハープの名手ウェンディさん始め地

かなか美し

い毎日で

不要でしょうが、

く楽しい所

あった。

元の音楽家たちが多彩な華を添えて

である。

コンサー

ゲストの中国副
領事、スラリと長

午前中にレ

トは記念

くれ、再登場の木野さんはパガニー
ニ。そして「じゃ最後に世界で一番

ッスン、お

式典での

身の、女優と見ま

昼を挟んで

他、万背

有名なスコットランド民謡を」、ア

午後は各々

中学校で
の学生との共演や新世界百貨店でもあ

ごうケイトさんの言葉は「私も音楽
大好きだけど、こんな凄いヴァイオ

練習や散策
等、充実し

りこの国の様々な面を見れただけでも

私に四人の子どもがいることは前
にもちょっと書きましたが 長男の
雅之は四歳からヴァイオリンを始め
ました、次男は何か音楽に関係ある
名前をつけようと思い 貴音（たか
ね）という名前をつけました、もち

は

（木野慶三）

は次の言葉を失った。

ねると「貴音ちゃんがだんだん下手
になっていく」というのである、私

ったかと思って「どうした」とたず

タイヘンタイヘン」といって私のと
ころに飛んできた、私は何事が起こ

雅 之が 急に 大き な声 で「 お父 さん

教え始めた。
二，三十分もしたころだろうか、

令した、雅之は「いいよ」といって

が面倒くさくなってきた、そこで雅
之に貴音にピアノを教えるように命

いのである、そのうち私は教えるの

ら教えても弾いても少しも進歩がな

進んでいった、ところが貴音ときた

雅之は教えれば教えただけ順調に

毎日練習するようにした。

姿勢、指の形、リズムのとり方など

譜の読み方、ピアノに向かって弾く

ピアノはバイエルから始めた、音

たかった。

だから私はピアノの弾ける子に育て

音楽をやる上で基本になること

雅之も貴音もピアノが弾けること

始めました。

た一週間で

とても有意義な旅となった。
是非プライベートでも再び訪れたい国

ンコールの彼のひと言はこのコンサ
ートに錦上花を添えるものとなりま

は通用しないだろうと思ってました。

でも駅に彼を迎えに行くまで雨だっ

たのが電車が到着する頃には止み、

コンサート当日も朝からぐずぐずし
てたのが夕方からすっかり好天気に。

あった。リ
サイタルは

である！（木野雅之）
ったがヴァ
イオリンの魅力いっぱいのプログラム
でとても楽しんでもらえた。次回も楽し
みな音楽祭である。（木野雅之）

韓国公演記

退歩

無伴奏であ

ハーピストに転向？
木野雅之オフィシャルサイト http://www.masakino.com/
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創業 1610 年、バーン
ズが通ったパブ

バーンズが蛍の光を
書いた机の脇で
去る５／１５より３日間、杉並区と友

韓国での日フィル代表演奏

結局彼のスコットランド滞在中、こ
こぞという一番ではいい天気になっ
たんです。晴れ男の伝説は本当だっ
たんですね。さてコンサート終了後
のあと片付けの最中、木野さんは？、
と見ると、せっせとイスの整理をし
てるじゃありませんか。大役を終え
た主役はゆっくり休んでればいいの
に。それと彼がロンドンへ発ったあ
との話ですけど、泊まっていただい
た部屋を片付にいった女房が訊くん
です「だれかシーツやらカバーやら
洗濯室へ片付けた？」。僕も子供た
ちも「知らないよ」。で、異口同音
に「アッ、木野さんだ！」
（スコットランド在住ライター
内間天馬）

フランス オービュッソン
からボンジュール
４月の終わり、ゴールデン・ウィーク

時に昨年に引き続きマスタークラスと
リサイタルを行った。ここは中部フラン

ス、タぺストリーが有名な場所で自然豊
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