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け︑世の 中に 対する 影響は とても大 き

め多くの 野球 ファン の方々 が衝撃を 受

なってし まい ました ︒私の 友人をは じ

近鉄バファローズがとうとうなく

作者のみ で構 成され ており ︑現在４ ８

れた︒ク レモ ナ在住 のヴァ イオリン 製

６年に﹃ コン ソルテ ィウム ﹄が設立 さ

けて保証 保護 する方 策とし て︑１９ ９

が披露された︒ ストリング７月号より

て﹃

ァイオリ ニス ト︑木 野雅之 氏らによ っ

が展示さ れた ︒また ︑特別 ゲストの ヴ

トラディ ヴァ リウス ﹃
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ローマリサイタル日記

名の制作 家が登 録され てい る︒

ホールマー ク︑

いことで しょ う︒経 済効果 をはじめ ︑

﹃

品質証明書 ﹄を付けたヴァイオリンは
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時代と共に失われていく物に対して

我々はほ とん ど抵抗 するす べも無く ︑

２００２ 年９ 月より アメリ カにて先 行

８月１１日 水(︶
前々日 まで 楽しく も忙し い毎日を 清

時と共に 風化 されて いる場 合が多い よ

里で過ご して いた私 は︑多 少の疲れ を

るローマ 訪問 に興奮 も手伝 って︑レ オ

ナルド・ ダ・ ヴィン チ空港 へ着く頃 に

は︑かえ って 目が冴 えてい た︒ピア ニ

ストのカ ルメ ン・ア ルヴァ レス一家 は

一足先に ローマ に着い てい た︒

今日は ︑こ こヴィ ッラ・ トローニ ャ

という美 しい 庭園の ある家 ︵といっ て

も現在は 博物 館︶の 中庭で の野外リ サ

イタル︒ だが 驚いた ことに ︑となり に

異様な廃 墟が 建って いる︒ 何とそれ は

あのムッ ソリ ーニの 住んで いたお屋 敷

であった ︒聞 く所に よると ︑イタリ ア

人からす こぶ る評判 の悪い この建物 は︑

死後ずっ と放 置され ていた が︑近々 取
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り壊され るの か工事 が一部 始まって い

発売され ︑今 年の５ 月より 日本国内 で

引きずり なが ら︑東 京から ロンドン 経

当日はクレモナ市市長であるパオ

ロ・ボディーニ氏が来日︒﹃

昼前に 少し だけ練 習しよ うと思っ て

た︒

加え︑本 来ク レモナ 市庁舎 でのみ見 る

行った時 には ︑まだ かなり 日差しも あ

﹄付きヴァ イオリ ンの発表 に

ことがで きる 銘器︑ １７１ ５年製の ス

も発売が 開始さ れた︒

発売を記 念し てのレ セプシ ョンパー

由でロー マへ 実に２ ６時間 の旅に出 て

しかし音 楽を はじめ とする 瞬間芸術

ティーが イタ リア大 使館に て開催さ れ

いた︒お そら く１２ 年ぶり と記憶さ れ

うです︒

人間とし てと ても大 切なこ とではな い

た ５月１０ 日 ︒

であって も心 にその 記憶を 残すこと は︑

でしょう か︒ 少しで も皆様 の心に残 る

ような演 奏を してゆ きたい と思いま す

のでこの 秋か らのコ ンサー トも楽し み

にしてい てくだ さい︒

２００４年１０月１１日 大阪にて

木野雅之

クレモネーゼ演奏 １７１５年製

ストラディヴァリウス

イル

クレモナ のヴ ァイオ リンを 世界に向

木野雅之オフィシャルサイト
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木野雅之スケジュール ２００４年１０月〜２００５年３月

日時
公演名
場所
共演者
曲目
10/２（土）１８：００ 日フィルサントリー18周年記念東京 サントリーホール
井上 道義(指揮)他
プッチーニ ラ・ボエーム他
10/６（水）
長崎 長与教会
モーツァルト ソナタ第44番他
リサイタル
樋口 梨絵(ピアノ）
10/７（木）
長崎 波佐見 四季舎
10/９(土)１８：００
愛知 名古屋 電気文化会館北住 淳（ピアノ）他
カサド トリオ他
トリオ ミンストレル 全国ツアー
１０/１１(月・祝)１７：００
大阪 ザ・フェニックスホール小川 剛一郎（チェロ）他 ピアソラ 春他
10/１６(土)
コンサート
山形 テルサホール
奥村 多絵子（フルート)他 モンティ チャルダッシュ他
10/１７(日)１３：００ 八甲ライオンズ40周年記念 青森 ホテル青森
今村 桂子（ピアノ）
ドビュッシー 月の光他
10/２１（木）１９：００
下野 竜也（指揮）
ウェーバー トゥーランドット
日フィル第564回定期
東京 サントリーホール
10/２２（金）１９：００
10/２５（月）１９：００ 日フィル京都演奏会2004秋 京都 コンサートホール
ストラヴァンスキー 火の鳥他
田部 京子（ピアノ）他
10/２６（火）１８：３０ 日フィル山口定期
山口 市民会館大ホール
10/３０（土）
名古屋市民管コンサート
愛知 名古屋芸文
吉田 裕史（指揮）
シベリウス 協奏曲他
１１/６（土）１８：００ リサイタル
長野 蓼科・華空間
水月 恵美子（ピアノ）
ストラヴィンスキー タンゴ他
１１/１０（水）
イタリア ゴリツィア
ロッシーニ フィガロ他
木野 真美（ピアノ）
リサイタル
１１/１４（日）
フランス パリ
シュトラウス 明日他
１１/２８（日）１４：００ 日フィル第２９６回名曲コンサート 東京 サントリーホール
福井 敬（テノール）他
クルティス 帰れソレントへ他
１２/２（木）１９：００
ブルックナー ミサ曲第３番他
広上 淳一（指揮）他
日フィル第５６６回定期
東京 サントリーホール
１２/３（金）１９：００
神奈川 横浜・大倉山記念館
１２/４（土）
門下生による演奏会
１２/５（日）
リサイタル
東京 多聞寺
木野 真美（ピアノ）
１２/１７（金）１９：００
東京 サントリーホール
１２/１８（土）１８：００
神奈川 横浜みなとみらい
高橋 薫子（ソプラノ）他
１２/１９（日）１４：００
東京 芸術劇場
１２/２１（火）１９：００
東京 府中の森
日フィル第九コンサート
ベートーヴェン 第九他
１２/２３（木）１４：００
東京 芸術劇場
菅 英三子（ソプラノ）他
１２/２４（金）１９：００
神奈川 横浜みなとみらい
１２/２６（日）１４：００
東京 芸術劇場
サイ・イエンガン（ソプラノ）他
１２/２７（月）１９：００
東京 サントリーホール
メンデルスゾーン 協奏曲第２番他
１/1２（水）
大阪シンフォニカー定期
大阪
児玉 宏(指揮）
１/２３（日）１２：００ まさゆき倶楽部新年会
東京 華空間
１/２７（木）１９：００
伊藤 恵（ピアノ）他
シューマン 協奏曲他
日フィル第５６７回定期
東京 サントリーホール
１/２８（金）１９：００
１/２９（土）
ラスカニューイヤーコンサート 神奈川 平塚市民会館
２/３（木）１９：００ 日フィルコンポーザーズコンサート 東京 サントリーホール
飯守 泰次郎（指揮）他 湯浅 始源への眠差Ⅱ
２/５（土）１４：３０ 日フィルコンクール受賞者コンサート 東京 文化大
北原 幸男（指揮）他
２/６（日）１４：００ 日フィル第148回サンデーコンサート 東京 芸術劇場
磯 絵里子（ヴァイオリン）他ラヴェル ツィガーヌ他
２/１３（日）１６：３０
福岡 大牟田文化会館
２/１４（月）１８：３０
佐賀 唐津市民会館
２/１５（火）１９：００
熊本 熊本県立劇場
２/１７（木）１９：００
長崎 ブリックホール
２/１８（金）１９：００
佐賀 佐賀市文化会館
２/１９（土）１９：００ 日フィル九州公演
福岡 田川文化センター 小林 亜矢乃（ピアノ）他 シベリウス ﾌｨﾝﾗﾝﾃﾞｨｱ他
２/２０（日）１４：００
福岡 北九州厚生年金会館
２/２２（火）１９：００
福岡 アクロス福岡
２/２３（水）１９：００
大分 OASISひろば２１
２/２４（木）１９：００
宮崎 県立劇場
２/２５（金）１９：００
鹿児島 県文化会館
３/１１（金）
リサイタル
フランス パリチェコセンター 木野 真美（ピアノ）
トロヤン うぐいす他
３/２１（月）
北区オーケストラ
和田 朋樹（指揮）
シベリウス 協奏曲他
３/２５（金）１９：００ 日フィル
東京 サントリーホール
竹澤 恭子（ヴァイオリン）他メンデルスゾーン 協奏曲他
３/２７（日）１４：３０ 日フィル第149回サンデーコンサート 東京 芸術劇場
湯川れい子（司会）他
木野雅之オフィシャルサイト
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演︑満席 であ った︒ 前半︑ 風邪が少 々

りいよい よコ ンサー ト︒２ ０：３０ 開

なり︑照 明が つく頃 になる と人も集 ま

ったが︑ 夜に なると ずいぶ んと涼し く

って暑く ︑楽 器が大 丈夫か と心配で あ

な巨大建 造物で あった ︒

場はガイ ドブ ックに 出てい る大変有 名

の劇場で あっ た︒こ こマル チェッロ 劇

としてし まっ た︒何 と紀元 前１００ 年

出かける ︒今 夜のス テージ を見て唖 然

夕方︑ コン サート の衣装 を着てか ら

いたがい たしか たない こと であろう ︒

と今では とて も厳し くなっ た入国に 驚

である︒ 思っ たより 短い７ 時間程の 旅

感じがし た︒ ハワイ へ行く のは初め て

ンカウン ター にいつ もと違 う旅立ち の

ンチ︑さっき朝食を終えたばかりの

間程で終 わっ たのだ がすぐ に早めの ラ

のレイを いく つも頂 いた︒ 演奏は一 時

ームの演 奏︒ 大変な 歓迎を 受け︑生 花

午前中 は︑ 日系人 の沢山 いる老人 ホ

事にした ︒

｣

今夜も やは り野外 ︒夏場 のヨーロ ッ

８月１２日 木( )
イタ リアの 夜は普 通
から眺 めてい るのも な

えて︑ 近所の 人達が 窓

よりや や多め の客に 加

ぷりと してい て︑お

ココモ コは量 がたっ

楽しむ︒ハワイ名物︑

ゆっく りとラ ンチを

ち主で ある︒ 今夜の

すばら しい技 術の持

サウン ドに驚 いたが ︑

リハー サル︒ 力強い

イク・ シマブ クロと

もコン サート だから と

で起床 ︑とに かく今 夜

メンも ︑この 日は上 機

た︒ピ アニス トのカ ル

出が場 を盛り 上げて い

したコ メディ アンの 演

いけな いのだ が︑正

しっか りとや らねば

ンサー トであ るから

習であ る︒明 日︑コ

もうカ ルテッ トの練

少し休 んだあ とに︑

い︒早 くよく なって

は自分 として も嬉し

こうい う演奏 するの

かけら れない 人々に

ンサー ト︑病 身で出

は︑小 児病院 でのコ

休む 間もな く午後

のんびり過ごす︒﹁ロー
嫌︑終 演後に はみん な
直いって 疲れ ている ︒しか し夜は︑ 現

乗りあ る演奏 を展開 ︑

ストレルの演奏で︑ドビュッシーの︿ミ

人懐っ こい 三重奏 団︑ト リオ・ミ ン

トに徹 した演 奏を１ １

だけの エンタ テイメ ン

ラ中心 だった が︑こ れ

アン コール はピア ソ

には︑真摯な説得力があり︑
オケも それに よく応 えてい
た︑ポ ーラン ドの民 族舞踊
の名を とった キラル の︿ク
シェサ ニ﹀は オルガ ンを含
む強烈 な密集 和音の ブロッ
クと叙 事的で 静寂な ブロッ
クが対 立する が︑最 後は両
者が歓 喜の響 きに統 合され
るもの ︒破壊 的サウ ンドが
耳に痛い が構 造は簡 明な曲 ︒
なおキ ラルは 映画﹁ 戦場の
ピアニ スト﹂ の作曲 者でも
ある︒ ヴィエ ニャフ スキの

楽の友１ １月号 より

有名な﹁第２番﹂にはやはり及ばない︒

ラールに 至る 立体的 な音楽 の構築な ど︑

●結城

)

亨
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我々はち っと も食べ られず 持って帰 る

強くふき 楽譜 が飛ぶ などハ プニング も
ハワイは晴れていた｢
︒ さ わやかハ ワ
イツアー の出迎えで︑すぐホテルに向

あったが ︑な ごやか な中で の楽しい コ
かったが まだ チェッ クイン が出来ず ︑

とても 遅い︒ 夕べも コ
かなか 楽しい 雰囲気 で
いしく食 べた︒

昼は︑ 今晩 演奏す るウク レレのジ ェ

パはこの 様な コンサ ートが 多い︒昨 夜

ンサー ト終了 後︑夕 食
あった ︒私の 演奏の 前
よう やくチ ェック

ンサート だった ︒

をとり 終えた 時は︑ も
に︑地 元の女 性ダン サ
インで きて︑ ほんの

コンサ ートが 楽しみ ︒

う１時半 であっ た︒
ーの踊 りと︑ ちょっ と

マの休 日﹂で 有名な ス
で大い におい しい食 事

今朝 はゆっ くり休 ん

ペイン 階段が 近くな の
を堪能 できた ︒今回 の
その夜 ︑ハ ワイ州 知事の 家である ︑

と願いな がら病 院をあ とに する︒

で散策 する︒ 随分な つ
地の人達 との 会食︑ おいし いステー キ

かしい 気持ち になっ た︒
旅は︑なかなか出来ない貴重な経験に︑
ワシント ンプ レイス では大 変賑やか な

それにし ても ローマ は凄い 街である ︒

のメンバ ーも 無事到 着︒先 ほどリハ ー

を頂き明 日への 活力を 養っ た︒

サルした ウク レレと 共に︑ 楽しい一 夜

いつまで も思 い出に 残るコ ンサート と

であった ︒

あちこち に歴 史を感 じさせ る物が多 く︑

テレビに 出演 ︑コン サート の聞き所 な

い！昼食 にス パゲッ ティボ ンゴレを 食

したが︑ 一人 前に貝 が１０ ０個くら い

も疲れて いる ので︑ ほとん ど部屋に い

チャイコフスキーの

いよい よコ ンサー ト︒両 国歌をま ず

ンストレ ル ﹀
︑カ サドの ︿ トリオ ﹀
︑ピ

年かも 押し通 した団 体

会場で盛 り上 がった ︒我々 以外のオ ケ

どを話し て販 売促進 に貢献 する︒後 ︑

なった︒

ホテルに 帰っ て朝食 をとる ︒和洋沢 山

８月２４日 火( )
それに して もハワ イは暑 い︒日中 は

それも紀 元前 とかの もので あるから 驚

８月２２日 日( )
おそら く初 めてで あろう か︒夜の 成
の種類が あり ︑十分 お腹を 満たして く

かなりの 温度 であり ︑あま り出歩く の

８月２３日 月( )
早朝︑ ５時 から︑ 私一人 だけ地元 の

はいって いて びっく り！さ すが本場 の
田空港！ 日頃 ︑ここ を使う 時のあの 賑
れた︒

現された ので ある︒ 作曲者 と交流も あ

きである︒そして食事も大変おいし

スケール であ る︒満 腹のあ とは︑シ ェ
わいから うそ の様に 静かな チェック イ

ヴァイオ リン のピア ソラな らではの 特

りその語 法を 熟知し たヴュ ットの指 揮

て演奏と いき たい所 であっ たがちょ っ

テンポ より遅 く︑特 に

としたハ プニ ングも あり︑ 気を引き し

二晩目 なの でかな り︑リ ラックス し

日本フィルハワイ公演

スタ︵昼寝︶︒

いらして 下さっ た︒

殊演奏な どが 相まっ て︑余 裕をもっ た

た︒とい って もラジ オの出 演をいく つ
ゲネプ ロが 午後か ら︑今 夜のプロ グ

かこなし た︒

コンサ ート はすべ て終了 ︒とても 有

ピアノ の重い 足取り に

︿トリ オ﹀で は通常 の

のアラン フェ ス︑チ ャイコ フスキー の
意義な時 間で あった ︒これ からの日 米

乗って 奏され る︑葬 送

める︒

第４番で ︑あ る意味 でしょ っちゅう 弾
の友好に 大い なる期 待を感 じた︒明 日

ラム︑武 満の レクイ エム︑ ロドリー ゴ

いている 曲な ので特 に問題 はないが ︑

行進曲 の悲痛 の叫び は

演奏︒そのあと本プロである︒会場は︑

アソラの︿ブエノス・アイレスの春﹀︑

には︑ぜひ﹁アッパレ﹂

感動的だ った︒

は早朝︑ 帰国の 途につ く︒

かなり広 く見 えるの と︑ま ん中に縦 の

チャイコ フス キーの トリオ ︿偉大な 芸

トリオ・ミンストレル

初めての 場所 なので バラン スを慎重 に

通路があ るだ けの何 もない のが不思 議

術家の生 涯﹀を 聴いた ︒

チェック する︒

なホール であ る︒あ とから 来た人は ど

﹁ヴァ イオリ ン協奏 曲第１

の北住純 と︑ 東京︑ 大阪︑ 名古屋で 活

日本フィルハーモニー
交響楽団︵第５６３回 ︶

その曲の 弱さ を今回 は木野 雅之︵同 団

をあげたい︒︵９月１２

躍する３ 人の 演奏は ︑冒頭 の︿ミン ス

今月の 定期 はワル シャワ 国立フィ ル

ソロ・コ ンサ ートマ スター ︶の冴え た

日本フ ィル のコン マス木 野雅之︑ 大

うするの か等 ︑変な 心配を してしま っ
たが︑無 事コ ンサー トは終 了︒聴衆 の

番﹂は めった に演奏 されな

夜は︑ ソリ ストの 村治佳 織さん一 行

トレル﹀ を聴 けば︑ その特 徴がよく 理

の芸術監 督を 務める アント ニ・ヴィ ッ

妙技が救 った 形とな った︒ ９月９日 ・

阪フィル の首 席小川 剛一郎 ︑愛知芸 大

となぜか ︑ハ ワイに 遊びに 来ていた 沼

解される ︒炸 裂する パワー ︑かすれ た

トが客演 指揮 しての ポーラ ンドオン 音

サントリーホール

反応もと てもよ かった ︒

尻夫妻︑ そし て大川 内さん と私とで 中

曖昧な音 程︑ 開放的 で思い 切ったデ タ

楽の特集 で︑ 最後の ルトス ワフスキ の

楽の友１ １月号 より

いが︑ １８歳 時の作 品だけ

華を食べ て楽し んだ︒

ッシュ︑ それ らを何 の臆面 もなくや っ

︿管弦楽 のた めの協 奏曲﹀ が出色の 出

情熱にあ ふれ た作品 で︑彼 ら向きの 力

現代的書 法に 民族的 色彩も 交えてル ト

に︑メロ ディ ックな 魅力も 曲の造り も

８月２５日 水( )
今日も 暑い ︒午前 中ゆっ くり買物 も

てのける ３人 の平然 とした 振る舞い に︑

来だった ︒第 ２楽章 の細か い音のア ラ

)

兼ねて散 策し たが︑ 体力消 耗の為︑ 早

名人芸に 徹し た存在 感の大 きさを感 じ

ゲネプ ロが ないの で早い 方のバス で

強い奔放 な巨 匠性を 存分に 発揮︑ピ ア

スワフス キ独 自の音 響世界 が鮮烈に 表

ベスク︑ 終楽 章のパ ッサカ リアから コ

会場へ行き︑ひとりで練習する︒先日︑

ソラでは ピア ノのず っしり とした低 音︑

ら見てい るだけ でもな ごむ ︒

演奏した 老人 ホーム からの お客さん も

カサド の︿ トリオ ﹀はス ペイン風 な

る︒

日・紀尾井ホール︶ 音(

MR 企画 090‐7410‐5250
お問い合わせ

目にホテ ルに 戻った ︒それ にしても 海

２００５年４月２６日（火） サントリーホール小
プログラム
シューベルト 幻想曲
ブラームス ヴァイオリンソナタ第 4 番他
チケット￥4000

はとても きれ いで︑ 部屋の ベランダ か

依田正史& 木野雅之リサイタル

木野雅之オフィシャルサイト
http://www.masakino.com/
木野雅之オフィシャルサイト
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