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今年 2016 年は、世界的ピアニストエミール・

ギレリスの生誕 100 年にあたる。日本・ロシア音

楽家協会は 2010 年 10 月にも、ピアノのソロや、

チャイコフスキー作曲のピアノ三重奏曲で、没後

25 周年記念公演を行ったが、生誕 100 年に当たる

本年は、私個人の主催として、プログラムを変え

て、前半（演奏＝須関裕子）にギレリスが初来日

（須関裕子氏） 

した折（1957 年秋）プログラムの前半に演奏した、 

スカルラッティのソナタ 5 曲と、シューマン作曲 

のソナタ第 1 番を、後半（演奏=崔仁洙）にはショ

スタコーヴィチ作曲の前奏曲とフーガ作曲 87 よ

り 2 曲と、あと第 2 回目の来日の折に弾いたプロ

コフィエフ作曲ピアノソナタ第 8 番（この曲はギ

レリスによりモスクワで初演された）というプロ

グラムで、10 月 1 日、上野の文化会館小ホールで

行われた。 

 

 

（崔仁洙氏） 

当日は予想よりも大勢の人々が集り、心のこも

った演奏をきき入るお客様の拍手で、大変素晴ら

しいひと時となった。ギレリスもきっと満足して

下さったと思う。 

ギレリスとの思い出とも関連して私の音楽人生

を回想するため、この二、三年にわたり音楽ジャ

ーナリストの上田弘子氏とお会いして、私の小さ

い時から現在までのいろいろを、お話することに

なり、思い出すまま語りつづけていて、それを今 

まとめてもらっている。 

ピアノを始めた頃から、～戦争―学徒動員で日

本中の学生は動員になり―空襲―その間にもコン

クールは行われて―疎開―終戦と､今考えるとめ

まぐるしく､日々を生きるのがやっとと云う年月

のことを特に話しておきたいと思っている。 

2017 年 1 月には出版できる予定である。 

（寺西昭子回想録 さんこう社刊） 

  

エミール・ギレリス生誕 100周年コンサートを終えて 
日本・ロシア音楽家協会相談役：寺西昭子 
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 『ボリス・ゴドノフ』は、ロシア国民楽派、い

わゆる『５人組』を代表する作曲家ムスルグスキ

ーのオペラです。ムソルグスキーは 1839 年 3 月 

9 日、裕福な地方貴族の次男として生れており、

チャイコフスキー（1840−93）の一歳年上で、同

世代と言えるでしょう。しかしムソルグスキーは、

彼よりも 12 年余りも早く、1881 年 3 月 16 日に、

わずか 42 歳という若さで短い生涯を閉じました。

最後は強度のアルコール中毒で、ホームレス同然

の生活を送っており、路上で倒れているところを

友人たちが見付けて、陸軍病院（彼は青年時代に

陸軍に勤務していました）に担ぎ込みました（こ

の病院の病床でレー

ピンが描いた有名な

肖像画があります）。

ここで、ムソルグス

キーは兄がお見舞い

に持参したお金でウ

オッカを買って飲み、

急性アルコール中毒

で急死しました。 

 ムソルグスキーは

ロシア人貴族の「次

男」として生まれ、ポーランドに隣接する西部ロ

シア、プスコフ地方の農村地帯の「貴族の館」で、

何不自由なく育てられました。ついでながら、彼

の生家は現在も残っており、「作曲家の家」博物館

として整備されています。また、その近くの小高

い丘には、彼の生誕 150 周年を記念して､1989 年

に巨大な立像（写真）が建立されました。 

 ムソルグスキーの時代には、ロシア貴族の子弟

の教育に音楽は必須科目の一つで、彼自身も高度

な音楽教育を受けており、物心がつく頃には、並

外れたピアノ演奏の技術を獲得していました。 

お陰で、彼は首都でもピアニストとして活躍しま

した。しかし当時、音楽はあくまでも「貴族のた

しなみ」であり、ピアノ演奏で「稼ぐ」のは、貴

族としては、むしろ恥ずべきことであり、基本的

に収入の足しにはできなかったのです。 

 2007 年 5 月 30 日に、私はムソルグスキーの生

家・博物館を訪問しました。夜行列車でモスクワ

を夜遅く出発し、翌日早朝にジージッツァという

最寄り駅に到着しました。博物館の開館時間には 

まだ早かったので、田園風景を楽しみながら、田 

舎道を他に交通機関もなかったので、10 キロほど

ゆっくりと歩いて、博物館に到着しました。私は

この直前に、グリンカの生家も訪問しましたが、

大貴族だったグリンカの博物館と比べると、池の

ある中庭や馬車寄せのあるお屋敷など、構造自体

はそっくりでしたが、規模ははるかに小さく、こ

の一家の慎ましさは明らかでした。しかし数キロ

離れた丘の上に、湖を見渡すように建立された記

念碑は、周囲を睥睨するような巨大なものでした。 

 

（レーピンが病床で描いた、

最晩年の肖像） 

（プスコフ県ヴェリーキエ・ルーキイ市ナウーモヴォ地

区にあるムソルグスキー博物館 2006 年発行の写真集

「カタログ」より） 

『ボリス・ゴドノフ』について 

日本・ロシア音楽家協会相談役：森田 稔 
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 『ボリス・ゴドノフ』はムソルグスキー自身が 

完成した唯一のオペラで、女声が極端に少ないと

いう、帝室劇場上演委員会の指摘に従って、マリ

ーナなどが活躍する「ポーランドの場面」を復活

させて、1874 年 2 月 27 日（ロシア暦）に上演に 

漕ぎ着けました。ムソルグスキーが管弦楽配置も 

含めて、全てを自ら完結させた唯一のオペラです。

ロシア・オペラ史の金字塔として、現在も上演さ

れます。 

 

 

 大学卒業以来、どっぷりと浸かっていたドイツ

リートの世界を、客観的に見ようと考え始めてい

た 1990 年代に入った頃、ある演奏会で岸本力氏

と共演する機会があり、ロシア歌曲の響きを目の

当たりにしました。ロシアの音楽はそれまでのも

のと違い一番私の声、感性に合っていると直感し、

次から次へと勉強をし始めてみました。その後、

E.オブラスツォワ先生に出会い、レッスンをして

いただくに従い、どんどんロシアの曲にハマって

いきました。先生に出会えたことは何よりの宝と

なりました。また「二期会ロシア歌曲研究会」 

創立にも関わり、以来 20 年この会で多くのことを

勉強させていただきました。 

 そうこうしているうちに名古屋でもロシア音楽

の魅力を聴いてほしい、と考えるようになり、上

記を基盤に、名古屋でロシア音楽の会を作りたい

と考えるようになりました。きっかけは、愛知県

立芸大にロシア音楽の研究をされている安原雅之

先生が赴任されたことです。そうして 2009 年「愛

知ロシア音楽研究会」が立ち上がりました。会を

立ち上げるのに考えた第 1 は、演奏のジャンルを 

超えて、また各世代の会員で構成したい、という

ことです。現在の会員の状況は声楽、ピアノ、ヴ 

ァイオリン、チェロ、ギター、フルート、指揮、

作曲、音楽学、以上 19 名です。少人数ですが充実

したメンバーだと自負しています。活動内容は、

年 1 回の定期演奏会をこれまでに 7 回（毎回テー

マを決め、チャイコフスキー2 回、ロシア五人組 

2 回、ラフマニノフ 2 回、ショスタコーヴィッチ 

 

 

1 回）その他 12 月には「ロシア民謡万華鏡」との 

タイトルでクリスマスコンサートを 3 回開催しま

した。その間に森田稔、伊東一郎、安原雅之各先

生による講座を 3 回。講座は会員だけでなく、一

般に公開しています。 

 昨年 9 月には愛知ロシア音楽研究会特別演奏会

「あいちトリエンナーレ 2016 舞台芸術公募プロ

グラム」〜ロシア音の旅・おはなしの音楽〜 を

開催いたしました。3 年に 1 度開催の「あいちト

リエンナーレ」に企画書を提出、採用され実現。

プログラムはソロ、重唱、連弾を中心に第 1 部『た

そがれのロシア』チャイコフスキー、ラフマニノ

フを、第 2 部『若き日のソヴィエト』プロコフィ 

エフ、ハチャトリアン、ショスタコーヴィッチ、

最後に「ピーターと狼」をオケで、第 3 部『懐か

しのロシア民謡』混声合唱、オケと歌のアンサン

ブル、以上 3 時間に及ぶ内容で、ロシア音楽のお 

祭り、といった状況で出入りも自由、好きなとこ

ろだけ聴いてくださっても結構、とのコンセプト

で企画しましたが、ほとんどの方が（子供達も含

め）最初から最後まで聞いてくださいました。 

 思いもよらない 1100 名の来場者に、少しずつ

名古屋の中に当会の存在が認められてきたように

感じられ、会員一同嬉しい思いです。演奏会の企

画に当たり先ず考えることは、聴く側の目線に立

ちながら演奏したい難しい曲をいかに自然に潜ま

せるか、という難題です。今年の第 8 回定期演会 

は「ロシア革命 100 年〜その時あなたは」これも

難題、目下検討中です。

NEWS 

愛知ロシア音楽研究会報告 
日本・ロシア音楽家協会運営委員：筧 聰子 
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2010 年までは、海外ではイギリス、イタリア、

アメリカ、後は中国、東南アジアでの演奏しかし

ておりませんでした。たまたま 2007 年にバンコ

クで知り合ったアマチュアホルン吹きの在タイ日

本大使館の山田公使と知り合い、彼がその後ウラ

ジオストク総領事になられてからロシアとの関係

が始まりました。 

彼からウラジオストクフィルハーモニーホール

が第九を初演するので、足らない楽器を日本から

来て欲しいと、8 名の在京の演奏家を連れて初め

てロシアに行きました。 

その後も、フィルハーモニーホールで 2010 年

「日本人現代作曲家の夕べ」で入野義朗先生の“シ

ンフォニエッタ”を、2011 年はビエンナーレでモ

ーツァルトのホルン協奏曲を、一昨年はブラーム

スのホルントリオなどを演奏させて頂きました。 

また同ホールでは、春と秋の国際音楽祭と 11 月

の国際ジャズフェスティバルに是非日本からの参

加者が欲しいと頼まれ、毎年 2～3 団体を連れて行

っております。 

総領事は、これまでに 3 人代わられましたが、

行くたびにコンサート開演前には必ずご挨拶をし

て頂き、アメリカ総領事も度々来てくれて、交流

事業としても継続しております。 

 

 

また外務省の日ロ青年交流事業の派遣事業とし

て、2013 年に日本の若手演奏家を連れてコンサー

トを、招聘事業として 2014 年に現地国立芸大の

アンサンブルを島根県に招聘しております。 

ウラジオストクには昨年オペラバレエ劇場が建

設され、今年からマリインスキー劇場極東支部と

改名されゲルギエフ氏も度々指揮に来ておられま

す。招待された開場記念会議では、毎夏国際フェ

スティバルを開催されることになるというので、

日ロ共同事業を提案させて頂き、来夏に向けオペ

ラ公演を実現させたいと話しが進んでおります。 

国立極東芸術大学で隔年に開催される国際コン

クールでは 2014 年から管打楽器部門審査委員長

を拝命しておりますが、2018 年のコンクールでは

是非、多数の日本人入賞者を出したいと考えてお

ります。優れた若手参加者を御紹介頂けたら嬉し

い限りです。 

ロシアの他の都市では、2012 年に協奏曲を演奏

した時の指揮者マリウス・ストラヴィンスキーが

音楽監督を務めるカレリア共和国国立交響楽団に

呼ばれ、協奏曲を演奏しました。ただトップ奏者

の体調が悪く、後半のシベリウスの交響曲第 2 番

の 1 番パートも吹かされ、時差ぼけの中でしたが、

いい経験をしました。 

今年はウラジオに三回行きましたが、ようやく

マルチビザが取れ手続きが楽になりました。来年

以降も微力ながら音楽での交流事業に貢献できれ

ばと思います。 

また、成田からわずか 2 時間なので是非、皆様

にもお越し頂き日ロの音楽交流を深められればと

思います。 

 

 

 

 

「ロシア＝ウラジオストク音楽事情」 
日本・ロシア音楽家協会運営委員：今瀬康夫 
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（終演後、声楽家・ピアニスト・関係スタッフと） 

  

 第一回・ロシア声楽コンクール入賞者によるコ

ンサートが、日本・ロシア音楽家協会主催で、昨

年 11 月 9 日、カワイ表参道コンサートサロン「パ

ウゼ」で開催されました。出演者それぞれの見事

な歌唱は、我々に深い感動を与えてくれました。 

 当日の出演者は、牧野舞子さん(Sop.)、松井亜樹

さん(Sop.)、木村洋子さん(M.Sop.)、竹井爽さん

(Sop.)、諸田広美さん(M.Sop.)で、それぞれの得意

なロシア・ロマンス、ロシア・アリアを披露して

下さいました。 

出演して下さった皆さんが、2015 年のコンクー

ルの時より大変レベルアップされ、その演奏に驚

き嬉しく思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年の 11 月にロシア声楽曲の啓蒙と発展を

願い、「ロシア声楽コンクール」を立ち上げ、願わ

くは、このコンクールがロシア声楽曲のスペシャ

リストの登竜門となればと、願っています。 

今回、出演して下さった方々は、優れた才能を

持つ期待される若手声楽家です。若い方々が、こ

れからも常に自分に厳しく精進する事は、もちろ

んですが、我々・当協会が彼らに多いなる活躍の

場を広め、応援したいと考えております。 

 当日のコンサートをお聴きくださったお客様か

らは、「若い声楽家の迫力に魅了され、同じ曲を違

った歌い手で聴き、多種多様の表現方法に、楽し

ませて頂きました！」とのお言葉に、企画して良

かったと思っています。 

 今回のコンサートは、小原伸一氏、渡部智也氏、

谷本康裕氏と私が中心となり、チラシ・プログラ

ムの製作いたしました。 

そして当日の受付は、深町建男・内田豊・佐藤

季子各氏が担当し、無事に終了することが出来て、

この紙面をお借りし、お礼を申し上げます。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ニューフェイス・コンサート」に寄せて 
 日本・ロシア音楽家協会副会長：岸本 力 
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（金管三重奏：左から松原秀人､片野和泉､福澤優加の各氏） 

 昨年 11 月 17 日、豊洲シビックセンターホール

で作曲部会のコンサートが開催されました。例年

は、交流コンサートの形でロシア側（現代）作品

と会員の作品を並列したプログラムを組んできま

したが、今回はロシア側の作品をロシア･アヴァン

ギャルドの時代の作家の作品に絞り、そこに現代

の私達の作品を並置することで、今日の社会での

音楽（芸術）のあり方、また作曲家の立ち位置を

垣間見てみようとしたのがこの企画の意図です。 

 かつて、芸術には権力を持つ側にとって脅威と

思えるほどの力があったと思います。スターリン

の時代には、社会主義リアリズムの名の下で音楽

に限らず多くの芸術家が異端、反人民の名の下に

排斥とされ、過酷な弾圧の犠牲になりました。し

かし今日では、一部の閉ざされた国家を除けば、 

芸術には弾圧されるほどの力は、幸か不幸かあり 

ません。文化全般は、圧倒的な速度で消費され続 

けるサブカルチャーの波の中に、巻き込まれてい 

ます。作曲家もその急流の中で、かろうじて踏み 

とどまっているのが、精一杯のように僕には思え 

ます。頽廃芸術家の烙印を押され、強制労働させ 

られてしまうのも大変だと思いますが、今日の日

本で、私(達)の置かれている状況もなかなか大変で

す。今回のタイトルには、そんな思いを込めてみ

ました。踏みとどまるだけでなく、時代に一矢報

いたいというささやかな願いです。 

 モソロフは「製鉄所」の作曲家として知ってい

ましたが、学生時代 FM 放送がロシア・アヴァン

ギャルド特集をした時、彼の弦楽四重奏を初めて

聴き、その情念の持続の力強さに圧倒された記憶

があります。今回はピアノソナタ 2 番を取り上げ

ましたが、武内俊之さんは、錯綜する音型にまと

わりつくエモーショナルな感情まで明晰に表現し

た見事な演奏でこの曲を再現してくれました。 

 ルリエーを始めとするロシア・アヴァンギャル

ドの芸術家達は、のちに欧州での未来派を予見す

るような作品群を生み出してきました。欧米文化

を輸入することで成熟してきたロシアという文化

圏を考えると、これは驚きでもあります。図形楽

譜の先駆けとされる彼の「大気のかたち」は、書

かれた 1910 年という時代を考えれば、まさに先

駆的な作品と言えるでしょう。矢澤一彦さんは、 

この作品を暗譜で演奏しました。 

 

日本・ロシア音楽家協会作曲部会コンサート  

「スターリンに消された作曲家とサブカルチャーに抵抗する作曲家たち」 
日本・ロシア音楽家協会運営委員：堀越隆一 

（梅津千恵子氏） 
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拙作も含んだ日本の作品に言及する紙数がなく

なってきました。二宮毅「洸」､遠藤雅夫＜ヴィブ

ラフォンのために＞の二つの対照的な vib.ソロ作

品を弾き分けた梅津千恵子さん、山本純ノ介の金

管三重奏「瘋天雷神」での片野和泉さん、松原秀

人さん、福澤優加さんの若い金管奏者たち、福田

陽「ピアノソナタ第２番」での佐藤勝重さん、西

尾洋「ラ･ソ･ファ･レ･ミ」～ピアノのためのでは

武内俊之さん、拙作「時のかなたの森」は曽我部

清典さん／トランペット、志村泉さん／ピアノと

梅津千恵子さん／マリンバ、全ての演奏家は前述

した矢澤さんを含め、若手、ベテランに至るまで 

 

いずれも素晴しい演奏をして頂けたことは、企画

委員の一人として感謝にたえません。良いコンサ

ートが開催できたと思っていますが、集客の面で

は残念な結果になったことをご報告いたします。 

 ご報告を終えるにあたり、あくまでも個人的な

意見ですが、何らかの形でこのコンサートの記録 

をネット上に公開できればと願っています。今回、

遠藤委員長と福田部会長の尽力でコンサート全体 

の音源と動画の記録ができました。音楽家にとっ 

て作品を書き、演奏をするという行為は、本来未

知の多くの人に聞いてもらうことが前提なってい

ると思うからです。 

 

 

 ロシアの音楽新聞「音楽展望」は最近、100 年

前の週刊紙「ロシア音楽新聞」の記事を紹介する

ページを設けている。その新聞の創刊者はペテル

ブルク生まれの音楽評論家 N.F.フィンデーイゼン

（1868～1922）で、1892 年に創刊し（98 年まで

月刊紙）、1917 年まで主幹をつとめた。 

 本会報では「音楽展望」紙（2015 年 1 月～に

2016 年 6 月）に掲載された 100 年前(1915 年）の

ロシア音楽界の概要といくつかの記事を紹介する。 

━ ━ ━ 

 1915 年は、前年に始まった第一次世界大戦の影

響が大きく陰をおとす落とす年となった。経済的

な恐慌も起きていた。評論・評価、様式や美的感

覚の多元論が百出し、この点ではもはや無政府状

態といえる状況だった。もっとも衝撃的な出来事

は、A.N.スクリャービンと S.I.タネーエフの相次

ぐ急死だった。半年忌には作曲家を偲ぶコンサー

トのチクルスがおこなわれ、スクリャービンの最

初のモノグラフが出版された（著者はＥ・グンス

ト）。 

 

 

出版・演奏の禁止 

●シューマンのピアノ作品全集（監修：A.ゴリデ

ンヴェーイゼル、出版：P.ユルゲンソン） 

●ベートーヴェンのピアノ・ソナタ 

（監修：M.プレスマン） 

●モーツアルトのソナタのロシアでの初版 

（監修：M.プレスマン、出版：P.ユルゲンソン） 

が出版禁止となった 

●社会的・国家的にワーグナーの作品の演奏禁止

●ベートーヴェン、バッハも同じ。 

 

出版 

●ラフマニノフの“晩祷 ”（ロシア音楽出版）、 

“ヴォカリーズ”（出版予告） 

●J.S.バッハの無伴奏チェロ組曲のロシアでの初

出版 

●10 月に伝説の雑誌「音楽現代人」がリームスキ

イ＝コールサコフの息子により創刊された 

●フランスではグリンカについての最初の本がフ

ランス語で出版された（著者は M.カリヴォコレッ

シ）。 

100年前の「ロシア音楽新聞」から 
日本・ロシア音楽家協会監事：小林久枝 
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主な国内初演 

●タネーエフの最後の作品（宗教音楽“詩篇を読

みて”）がクセヴィーツキイの交響楽演奏会で（作

曲家の没後 3 ヶ月に） 

●ラフマニノフの“晩祷”、“ヴォカリーズ” 

●バクーで V.レービコフのオペラ“ヨールカ（ク

リスマスツリー）” 

●ジーミン劇場で、M.イッポリートフ＝イヴァー

ノフのオペラ“ルーフィ”（作曲は 1887 年） 

●二つのオペラ、ボロディンの“イーゴリ公”と

チャイコーフスキイの“スペードの女王”がマリ

インスキイ劇場での初演から 25 周年を迎えた。 

 

主な外国初演 

●コペンハーゲンでチャイコーフスキイのオペラ

“エフゲーニイ・オネーギン” 

●スカラ座で“イーゴリ公”。 

 

音楽家および関係者の情報 

●モスクワ音楽院の学長に M.M.イヴァーノフが

就任 

●3 月 28 日、A.G.ルビンシテーインの娘アーン

ナ・アントーノブナ・チルリングが死去 

●ペテルブルク音楽院の常任の学長グラズノーフ

が 50 歳を迎えた。 

 

その他 

●指揮者であり出版業者でもある S.クセヴィーツ

キイはA.グータイルのモスクワの出版社を買い取

った。そこには F.ステッローフスキイの古いペテ

ルブルクの会社のアルヒーフも移管されていた。 

  アルヒーフの整理の過程で、地下の倉庫から 

M.グリンカの“真夜中の閲兵”と“幻想的ワルツ”

の自筆譜が発見された。 

 

外国におけるロシアの音楽（1916年1月3日付） 

ローマのコンスタンツィ劇場で上演されたムー

ソルグスキイの“ボリス ゴドノフ”は、時代と 

 

地域を無視して、何もかもごちゃ混ぜにした舞台

装置と衣裳による奇抜で大掛かりな公演だったに

もかかわらず、大成功を収めた。ボリスを演じた

のは、エヴジェニオ・ジェラルドーニで、演技に

おいてはシャリャーピンに引けをとらない見事な

ものだった。 

ローマでは、コンサートホール Augusuteo で、

日曜ごとにロシアの音楽作品が演奏されている。

12 月 20 日、 ロシア音楽の熱烈な伝道師であるビ

ッチャム氏の指揮のもと、バラキレフの“タマー

ラ”、ストラヴィーンスキイの“火の鳥”、リーム

スキイ＝コールサコフの“シェエラザード”が演

奏された。 

これらのロシア音楽の栄光とともに指摘してお

かねばならないことは、一般にこれらの音楽に対

して、特にリームスキイ＝コールサコフに対して、

保守的・民族主義的な集団や、クラシック好みで

ドイツ系統の集団が明らかに存在することである。 

彼らの攻撃は、しばしば無作法なまでに悪意のあ

るものである。 

 

スクリャービン家の悲運 （1916年1月9日付） 

モスクワの新聞が伝えるところによると、A.N.

スクリャービン死亡の前後は、作曲家自身ばかり

でなく、彼の姻戚筋も悲運に見舞われていたこと

が分かった。作曲家死亡の半年前の 1914 年 12 月 

22 日にローザンヌで元エルズールムの総領事だ

った作曲家の父、A.N.スクリャービンが亡くなっ

た。父に続いて、1 月に作曲家の兄弟の一人が戦

死した。そのあと、1 月に叔父 V.A.スクリャービ

ンが死去した。作曲家は、モスクワの第二幼年学

校で学んでいた時に、その叔父の家に住んでいた。

4 月に、作曲家自身が酷い病で世を去った。 

 おしまいに 1915 年 12 月 22 日、祖母 E.I.ポド

チェルトコーヴァが 92 歳の生涯を終えた。彼女は

スクリャービンを幼少のころから彼の記憶に無い

母親に代って、彼を慈しみ育てた人だった。 
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ドビュッシー、ストラヴィーンスキイ、ラフマ

ニノフ （1916 年 2 月 14 日付） 

S.クセヴィーツキイの第 5 回交響楽演奏会 

（2 月 3 日、6 日、人民の家）は彼の指揮によるド

ビュッシーの“夜想曲”（3 曲のうち最初の 2 曲）

の素晴らしい演奏のお蔭で、まれに見る興味深い

ものとなった。クセヴィーツキイ氏の演奏は今回、

われわれの期待を上回るものだった。 

 ドビュッシーの音楽のこれほど繊細な素晴らし

い表現を、われわれはこれまでロシアの指揮者の

誰からも聴いたことがない。クセヴィーツキイ氏

の Pianissimo、繊細極まりないニュアンス、全体

のまとまりと調和は最高の賛辞に値するものだ。 

 ベートーヴェンの交響曲第 3 番、ボロディンの

交響曲第 2 番と“ムラーダ”も見事な演奏だった。 

数年前にA.ジローティのコンサートで初演され

たストラヴィーンスキイのバレエ組曲“火の鳥”

は、現在も聴衆の関心を引かずにはおかない。ス

トラヴィースキイの想像力、驚くべき管弦楽の色

彩は、思わず聴衆を興奮させ魅了するものだ。思

考のなんと新鮮なことか。創作上の課題の平易さ、

演奏上の配慮も！ 

 ソリスト一人チェリストのプレッス氏が 5 日に

サンサーンスのチェロ協奏曲を完璧の演奏し、ネ

ジダーノヴァ女史はラフマニノフの“フランチェ

スカ”のアリアと“ヴォカリーズ”を歌った。後 

者はこの日が初演だった。この曲の特徴は、曲名

が示すように、声楽のパートをアルファベットの

“a”のみで楽器の性格をもって演奏するものであ

る。演奏は感動的だった。 

 

 

 

1917 年の革命と、その後の内戦や体制の転換は、

音楽家たちの人生を大きく変えました。革命から

100 年を迎える来年、日本・ロシア音楽家協会で

は、この激動の時代を生きた 8 人のロシア人作曲

家による、革命以降に書かれた名作を集めたコン

サートを催します。乞うご期待ください。 

 

 

日程：2017 年 10 月 5 日（木） 

会場：豊洲シビックセンターホール 

出演：ピアニストを中心とした器楽部会の会員 

プログラム：ラフマニーノフ、メートネル、 

ルーリエ、ロースラベッツ、プロコーフィエフ、

ストラヴィーンスキィ、ミャスコーフスキイ、 

ショスタコーヴィチの作品から。 

 

 

アレクサンドル・ガラガノフ（ギター）： 

Alexander Galaganov：2015 年 7 月 

ロシア連邦クラスノヤルスク市出身。2008 年ロー

ザンヌ音楽院（スイス）に入学しジョージ・バシ

リフに師事。2010 年コンサートディプロマを取得

し、特待生として最優秀の成績で卒業。2009 年、

スイスにて、ヴァイオリニスト山口美夕鶴と Duo 

Equinox（デュオ・エクイノックス）を結成し、

デビューリサイタルでは新

聞などに取り上げられ、ス

イス国内で高く評価された。

現在、日本国内において、

ソリスト、室内楽奏者とし

て活動している傍ら、「ア

レクサンドルギター教室」

を経営し、ロシアの音楽教

育を基にした教授活動にも力を入れている。 

来年度のコンサートお知らせ（現在確定の演奏会のみ） 

日本・ロシア音楽家協会運営委員：矢澤一彦 

新入会員紹介 
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木村 洋子（メゾ・ソプラノ）：2016 年 5 月 

愛知県立芸術大学音楽学部

声楽科卒業。アメリカ領事館

主催「アメリカ独立記念日」

で国歌斉唱の任を 8 年受け

持つ。ヨハン・シュトラウス

の喜歌劇「こうもり」オルロ

フスキー役、ペルゴレージ

「スターバト・マーテル」、

ベートーヴェン「第九」、ヘンデル「メサイヤ」、

モーツァルト「レクイエム」のソリストを務める。

これまでに筧聰子、西義一、中巻寛子、R.Hiller の

各氏に師事。第 1 回ロシア声楽コンクール・プロ

フェッショナル部門第 3 位。 

 

竹井 爽（ソプラノ）：2016 年 5 月 

神奈川出身。東京音楽大学声

楽科(声楽演奏家コース)卒業。

第 4 回東京国際コンクール大

学生部門入選。第 8 回ロシア・

ウラジオストク青少年国際音

楽コンクール声楽部門ディプ

ロマ賞受賞。第 1 回ロシア声

楽コンクール・ 

プロフェッショナル部門一般第 2 位。声楽だけで

なく、ポップス、ジャズ、ブラックミュージック

なども演奏している。声楽を高橋啓三、横山恵子、

黒澤麻美、石井真紀の各氏に師事。ロシア声楽曲

研究会会員。 

 

武内 俊之（ピアノ）：2016 年 5 月 

東京藝大付属高校、同大 

を経て同大学院を首席修

了。安宅賞、クロイツァー 

第 10 回ホセ・イトゥルビ国際ピアノコンクール 

入賞ほか受賞歴多数。これまでに、ソロおよび東 

京交響楽団、バーデン=バーデンフィルハーモニー

管弦楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、バレ

ンシア管弦楽団、九州交響楽団、藝大フィルハー

モニア等のオーケストラと協演している。現在、

福岡教育大学准教授。 

 

牧野 舞子（ソプラノ）：2016 年 5 月 

洗足学園音楽大学卒業。同

大学院修了。大学卒業時に

優秀賞を受賞し卒業演奏会、

デビューコンサートに出演。

東京二期会オペラ研修所第

55 期マスタークラス修了。

修了時に所長賞受賞。平成

18 年度学内声楽コンクール第 1 位。第 1 回ロシ

ア声楽コンクール入賞。悦田比呂子、金子みどり

の両氏に師事。現在、二期会準会員。二期会ロシ

ア東欧オペラ研究会、横浜シティオペラ各会員。 

 

諸田 広美（メゾ・ソプラノ）：2016 年 5 月 

群馬大学卒業。東京藝術大

学大学院オペラ科修了。ミ

ラノ・ヴェルディ音楽院卒

業。5 年間イタリアに留学

し、ロータリー・群馬県・

イタリア政府・安田生命・

文化庁より助成を得る。

2006 年ミラノ・ロゼトゥム

劇場に「カルメン」主役でデビュー。その後、日

生劇場・東京室内歌劇場等出演。2013 年、2014 年

ロサンゼルスにて演奏。上毛芸術文化賞・企業メ

セナ群馬各受賞。藤原歌劇団正団員

井口賞、河合賞ほか受賞歴

多数。 

第 63 回日本音楽コンクー

ル第 1 位入賞。 
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宮崎 万記子（ピアノ）：2016 年 8 月 

桐朋学園「子供のための音楽

教室」鎌倉分室にて井沢万紀

子、北村陽子、遠藤比佐の各

氏に師事。桐朋女子高校音楽

科では上野久子氏に師事。同

校弦楽科伴奏研究員や桐朋

オーケストラアカデミー嘱

託伴奏員を経て渡英。Royal 

College of Music 大学院演奏課程にて Yonty 

Solomon 氏に師事。演奏家資格を取得し演奏課程

修了。昭和音楽大学伴奏科非常勤講師を 7 年間務

める。’84 年鎌倉市学生音楽コンクール第一位、市

長賞、野村光一賞。’92 年 PITNA ピアノコンペテ

ィション特級全国大会銅賞。’94 年セニガリア国際

コンクールにてディプロマ。全日本ピアノ指導者

協会指導者会員。 

 

倉内 秀典（器楽）：2016 年 10 月 

1962 年 、浅草に生

まれる。上野中学で

声楽、明大中野高校

で吹奏楽、明大で古

楽に接する。クラリ

ネットを田口利定

氏（当時、東京吹奏楽団コンサートマスター）・松

代晃明（読売交響楽団）に師事する。1985 年朝日

信用金庫入社、1 年間、会社と交渉し 1987 年、信

用金庫業界にはなかった吹奏楽部を創設。以来 29

年間、指揮を振る。また、三郷ウインドオーケス

トラに創設初期より参加、深町建男氏の指揮のも

とクラリネットを吹く。日本吹奏楽指導者協会会

員。中学高校社会科教員免許・ファイナンシャル

アドバイザー2 級・法務 2 級・防火防災管理責任

者・投信生保損保販売責任者他、資格所有。

 

 8 月 10 日恒例の屋形船懇親会が開かれた。 

多数の会員の方々、お客様が参加された。

 

 

12 月 19 日、銀座にある渋谷ロゴスキーで忘年会

があった。 
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