
ごあいさつ — 第１回演奏会開催にあたって 
 
	 ある神戸にお住まいのチェロを弾く紳士のひとことが発端となり、1998年11月

29日、阪神淡路大震災での犠牲者の慰霊のため、日本各地と海外から1,014人も

のチェロ弾きが神戸に集まり、チェロだけの演奏会が行われました。	 

	 これは、その後ギネスブックに世界一として認定されました。	 

	 その時の中四国地区のメンバーが中心となって閑人会（かんじんかい）が結成

され、2000年4月に福山市沼隈町で最初の演奏会を開きました。	 

	 神戸での演奏会を記念して、2002 年には、笠岡へ 130 人のチェロ弾きが全国か

ら集まって、チェロだけの演奏会が開催されました。	 

	 2003年には「高円宮様追悼のつどい	 in	 岡山」を、2004年は「第１回チェロア

ンサンブル・コンテスト	 in	 かさおか」を、この会のメンバーが中心となって開

催し、今年も5月15日（日）に、「第６回チェロアンサンブル・コンテスト	 in	 か

さおか」を開催しました。	 

	 2010年5月には、広島で第４回1000人のチェロコンサートが開催され、これに

参加したメンバーが新たに加わって、「閑人会」として定期的に月２回程度練習を

するようになり、今回初めて「閑人会」の演奏会を、「東日本大震災復興支援コン

サート」として開催することになりました。	 

	 皆様には、この趣旨にご賛同、ご協力いただき、お礼を申し上げます。 
	 チェロは、人間の声に一番近い音色を奏でる楽器と言われています。	 

同じ楽器を持つ仲間のチームワークと、各人が奏でるチェロの≪合唱≫をお楽

しみください。	 
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第３部 
ビートルズ／イェスタデイ（閑人会版） 

ハロルド・アーレン／オーバー・ザ・レインボウ 

ジュール・ドゥ・スウェル（スヴェルト）／エレジー 
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【曲目解説】 

第１部 
三枝成彰／チェロのためのレクィエム	 

	 第１回の1000人のチェロ・コンサート(1998年)のために書かれた，この「レクィエム（鎮

魂曲）」は，阪神淡路大震災による犠牲者の鎮魂と復興支援の思いを込めて，神戸で演奏さ

れて以来，各地で演奏されてきました．本日，私たちも，最初にこの曲を演奏することによ

って，東日本大震災の復興支援と犠牲者の鎮魂のために，祈りを捧げます．(K.A.) 
ムソルグスキー（Hattori編曲）／プロムナード~「展覧会の絵」より	 

	 ムソルグスキー(1839-1881)の友人にヴィクトル・アレクサンデル・ハルトマン

(1838-1873)という建築家（画家）がいましたが，35 歳で亡くなり，その遺作展が催されま

した．それを見たムソルグスキーが，ハルトマンの作品から受けた印象を，ピアノ独奏曲と

して書いたのが，組曲「展覧会の絵」(1874年)です．その第１曲「プロムナード」には，変

拍子の特徴的なメロディーが現れますが，これは，ハルトマンの作品を鑑賞して回る，ムソ

ルグスキー自身のテーマと言われています．この作品は，ムソルグスキーの原曲（ピアノ）

よりも，モーリス・ラヴェル(1875-1937)による優れたオーケストラ版が有名ですが，ラヴ

ェル以外にも，トゥシュマロフなどによる，それぞれに個性的なオーケストラ版がいくつか

存在します．本日の四声部のチェロ合奏版は，いかがでしょうか．(K.A.)	 

モーツァルト（閑人会版）／ドイツ舞曲ハ長調K.600より	 

	 晩年(1791年ころ)のモーツァルトは，家計を救うべく，舞踏会で演奏する管弦楽のための

ドイツ舞曲をせっせと書きました．K（ケッヘル）.600 に 5 曲，K.602 に 4 曲，K.605 に 3

曲とたくさんありますが，これらを，後に，教則本で有名なカール・ツェルニーが，ピアノ

独奏曲に編曲しました．それらのうち，K.600の第１曲ハ長調の前半を閑人会の某Aが，チ

ェロ四重奏に編曲して，練習の際に，紹介したところ，同じく，閑人会の某K先生から，「(最

後まで)完成して下さい！」と言われて，出来たのが，このドイツ舞曲ハ長調K.600(閑人会

Ver.)です．旋律が，すべてのパートに次々と現れるのをお楽しみください．(K.A.)	 

スカルラッティ／グラーヴェとメヌエット~合奏協奏曲第２番ハ短調より	 

	 アレッサンドロ・スカルラッティ（1660-	 1725）はバロック期のイタリアの作曲家で，ソ

ナタと呼ばれる555曲のチェンバロの練習曲で知られる，あの，ドメニコ・スカルラッティ

の父にあたります．合奏協奏曲（コンチェルト・グロッソ）は，コレッリやヘンデルの作品

がよく知られていますが，A.スカルラッティにも，10曲を越える作品があり，特に，この第

２番のグラーヴェとメヌエットは，ベルリン・フィルの 12 人のチェリストたちによる，四

声部のチェロの合奏でも知られるようになりました．曲は，４拍子の幻想的な対位法で書か

れたゆっくりしたテンポのグラーヴェと，３拍子ではやいテンポの 16 分音符の連続を含む

パッセージからなるメヌエットで構成されます．しっかり練習していかないとリーダーに怒

られます．果たして練習の成果は？？(K.A.)	 

チャイコフスキー(Senderovas編曲)／アリオーソ~カンタータ「モスクワ」より	 

	 ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー（1840-1893）は，アレクサンデル III 世の戴

冠式のためのカンタータ（聖譚曲）「モスクワ」を1883年に書きました．曲の編成は，独唱

者，合唱，管弦楽ですが，全体は，1.導入部と合唱，2.	 アリオーソ，3.合唱，4.モノロー

グと合唱，4.アリオーソ，5.フィナーレからなり，本日演奏するのは，第４曲のアリオーソ，

アンダンテ・モルト・ソステヌート（原曲は変ホ短調）を，1000チェロ・コンサートのため

に，A.センデロヴァスが，チェロの合奏用に編曲したものです．(K.A.)	 

バッハ(藤森亮一編曲)／サラバンド~無伴奏チェロ組曲第６番ニ長BVW1012より	 

	 ケーテン時代(1717-1723)のバッハ(1685-1750)は，宮廷楽団の優れた器楽奏者のために，

いくつかの器楽曲を書きましたが，６曲の無伴奏チェロ組曲BWV（バッハ作品番号）1007-1012

も，ベルンハルト・リーニッケあるいはクリスティアン・フェルナンド・アーベルのために

書いたとされます．長らく，忘れられていた無伴奏チェロ組曲は，1920~30年代に，パブロ・

カザルスによって，演奏・録音され，今日，チェリストにとっての「旧約聖書」とさえ言わ

れます．組曲第 6 番は，プレリュード（前奏曲），アルマンド，クーラント，サラバンド，

ガヴォット	 I,	 II，ジークという6曲からなり，サラバンドは，3拍子系のゆったりした曲

で，もともとアラビアに起源をもつスペインの舞曲です．特に，第6番のサラバンドは，重

音の連続の中で，旋律も目立たせなければならないという難曲ですが，本日は，これを四声

部の合奏に書き直した，藤森氏の編曲でお届けします．(K.A.)	 

ラハナー（Rehm編曲）／セレナーデ	 Op.29	 

	 フランツ・パウル・ラヒナー（ラハナー）（Franz	 Paul	 Lachner,	 1803-1890年）は、ドイ

ツの指揮者、作曲家で，フランツ・シューベルトの親友，また，エンゲルベルト・フンパー

ディンクの師として知られます．ケルントナートーア劇場楽長やミュンヘン宮廷劇場総監督

として活躍しましたが，同時に，作曲家としてオペラ，8曲の交響曲，室内楽曲などの多数

の作品を遺しています．その作品はベートーヴェンとシューベルトの影響を強く受けていま

す．セレナードは，アンダンテの優雅な曲ですが，この曲からもそのことが聴き取れるでし

ょうか．(K.A.)	 

ヘンデル／パッサカリア	 

	 原曲はハープシコード組曲第７番ト短調HWV.432の第６楽章（フィナーレ）．ヘンデルは，

1685 年ドイツに生まれ，後にイギリスに帰化した作曲家(1759 年没)．パッサカリア

（passacaglia:	 イタリア語）は古い舞曲．語源は，スペイン語の「パサカージェ

（passacalle）」で，動詞「歩く(pasear)」と名詞「通り(calle)	 」の合成語らしい．楽師

が通り道をふらつきながら歩いて演奏したさまを描写したものと推測される．元来は3拍子

の舞曲だが，後に，執拗に反復される不変バスにもとづく，緩やかな3拍子の器楽曲のこと

を指すようになった．バスより上の声部は様々に変奏されるため，実質的には一種の変奏曲

と言える．パッサカリアとして有名なのは，ブラームスの交響曲第4番ホ短調Op.98の第4

楽章や，ウェーベルンのパッサカリア Op.1 だが，ヘンデルのこの曲は，ハルヴォルセンに

よるヴァイオリンとヴィオラのための編曲が有名．チェロ合奏用の編曲は，すでに，ポツダ

ム（ベルリン）での演奏会で取り上げられている．１番チェロの最高音Gisが決まりますよ

うに!(K.A.)	 

メドレー（閑人会版）	 

	 この曲は，「エッセンから世界へ」「ベルリンから世界へ」「神戸から世界へ」「広島から世

界へ」とタイトルを変えて，Cellissimo	 Grandiosoで繰り返し弾き続けられたチェロ・アン

サンブル・メドレーの定番です．そこから今回何曲かをピックアップした閑人会版メドレー

「笠岡から世界へ」でお聴きください．何曲入っているか聴き取れますか？(K.A.) 

 



第２部 
パッヘルベル／カノン 
	 ドイツの作曲家．ヨハン・パッヘルベル(1653-1706)の生涯は，バッハやヘンデルほど明

確ではないが，バッハ家との関係があることは明らかになってきている．ニュルンベルクに

生まれ，音楽教育を受けた後，20歳の頃にウィーンに進出し，数年をオルガニストとして過

ごした．その後，バッハの生まれ故郷でもあるアイゼナハのオルガン奏者になる．翌年には

さらに大都市であるエアフルトに移るとこの地に 12 年間滞在し，オルガニスト・作曲家と

しての名声を得た．「カノン」が書かれたのも，この時代だ．晩年には再び故郷のニュルン

ベルクに戻り，オルガニストとして52歳の生涯を閉じた．「カノン」はバロック時代に数多

く作品が書かれた様式の名称だが，パッヘルベルが作曲したカノンはこの１曲のみ．(M.A.) 

ワーグナー／エルザの大聖堂への行列~オペラ『ローエングリン』第２幕より 
	 もしかしたらオペラより吹奏楽でご存知の方もいらっしゃるのでは？このオペラをこの

小さな解説枠に全て書ききれないのが非常に残念でならない．この曲を聴いた当時 15 才だ

ったルートヴィヒ２世が，ワーグナーの負債を全て肩代わりし，更に高額の援助金をしたき

っかけになった名曲．気になった方は是非オペラをご覧下さい！3時間30分程かかりますが．

(Y.N.)	 

ジョプリン／エンターテイナー 
	 "The	 Entertainer"は，スコット・ジョプリンが1902年に手がけた作品．1973年に映画《ス

ティング》で使われてから一躍有名になった．(N.K.)	 

アメージンググレイス(作曲者不詳) 
	 作詞をしたイギリス産まれのジョン・ニュートンは，黒人を拉致して輸送する奴隷貿易で

巨万の富を得た．あるとき嵐に遇い，しかし奇跡的に助かったことで改心する．この曲には

黒人奴隷に関わったことに対する深い悔恨と，それにも関わらず赦しを与えた神の愛に対す

る感謝が込められている．(N.K.) 

サン=サーンス／白鳥~「動物の謝肉祭」より	 

	 カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)は，フランス，パリの作曲家．サン=サーンスは２

歳でピアノを始め，３歳で作曲，５歳でベートーヴェンのソナタを弾き，モーツァルトの再

来だと大いに騒がれた．音楽だけでなく，ラテン語，考古学，天文学，哲学に興味を持ち，

ベルリオーズが「彼はあらゆることに精通している．足りないのは経験だけだ」と言うくら

い豊かな知識と見識を持ち合わせていた．パリでは，長くオルガニストとして活躍，フォー

レやフランクとともに国民音楽協会を設立するなど，フランスに新しい音楽の風を起こした．

多作の作曲家でもあり，19世紀のあらゆる音楽ジャンルの作品を手がけ，その数は170を超

えるが，自ら折衷主義者と呼んでいたその作風はベートーヴェンやワーグナーの影響を受け

たもので，後継者はいなかった．ロマン派から印象派への移行期に生きた作曲家で，時代に

取り残される不遇にさらされながらも頑として新しい音楽を受け入れず，若手への批判を繰

り返した．旅行を愛したサン=サーンスは旅先のアルジェにて客死．86歳．「動物の謝肉祭」

は，私的な催しで演奏するために書かれた組曲．他の作曲家のパロディが大量に混ざってい

たため，出版を禁じていたサン=サーンスだが，この「白鳥」だけはその美しさを認め，生

前に出版された．まっ白な白鳥が大空へはばたく姿が目にうかびます．(M.A.) 
ルパン三世テーマソング（閑人会版） 
	 モンキー・パンチ原作漫画をアニメ化。怪盗アルセーヌ・ルパンの孫を自称する大泥棒ル

パン三世とその仲間たち(次元大介，石川五右衛門)とともに世界のあらゆるものを盗み出す．

妖艶な美女・峰不二子やルパンを追い続ける刑事・銭形警部など，魅力あるキャラクターた

ちで30年以上にわたって人気を集める作品である．(N.K.) 

第３部 
ビートルズ／イェスタデイ（閑人会版） 
	 イェスタデイ	 (Yesterday)	 はビートルズ（The	 Beatles）の楽曲．1965年に発表され，ア

メリカのみのシングルカットでビルボード4週連続1位，キャッシュボックス誌では3週連

続第1位を獲得．アメリカでは100万枚以上の売り上げを記録．作詞・作曲はレノン＝マッ

カートニー名義になっていますが，実際はポール・マッカートニー単独作（ジョン・レノン

は「作詞を若干サポートした」とインタビューで語っています）．この曲は，ビートルズが

初めて弦楽四重奏をバックにしたアコースティック・バラードとして発表した曲であり，数

あるビートルズ・ナンバーの中でも最も人気の高い作品のひとつです．バロック風の前奏で

始まる，閑人会	 Versionのイェスタディをお聴きください．(K.A.)	 

ハロルド・アーレン／マイケル・ストーリー編曲／虹の彼方に（オーバー・ザ・

レインボウ）~「オズの魔法使い」より 
	 L.	 フランク・ボームの童話を基にして制作された，マーヴィン・ルロイ監督のファンタ

ジー・ミュージカル映画「オズの魔法使い」（1939 年）は，音楽をハロルド・アーレンが担

当しています．ジュディ・ガーランドが歌った主題歌「虹の彼方に」は，親しみやすい旋律

で，どなたでもご存知でしょう．問題は，本日のマイケル・ストーリー編曲のチェロ四重奏

版ですが，これがちょっと・・・あ，いや，どんな編曲でも，それなりに聴かせるのが，演

奏家のつとめですので，まずはお聴きを．(K.A.) 

ジュール・ドゥ・スウェル（スヴェルト）／エレジー，Op（作品）.47 
	 スウェル（スヴェルト）(1843-1891)は，ベルギーのチェリスト．ブリュッセルの音楽院

で学び，1876年には，ワーグナーがバイロイトのオーケストラをつくるにあたって，スウェ

ルに任せたほどの音楽家でした．1888年以降は，ガン（ゲント）とブリュッセルの音楽院の

教授をつとめました．リストのピアノ曲をチェロとピアノのために編曲して，リストからも

評価されていました．エレジーの語源であるギリシア語のエレゲイオンは，単に韻文の形式

を表すだけで，必ずしも「悲歌」という意味ではなかったのですが，近代以降のエレジーは，

「悲歌」という意味が中心で，この曲からも，葬送行進曲風の沈鬱な気分が聴き取れます．

(K.A.)	 

Hirokazu Fukata 編曲／日本の四季（唱歌メドレー） 
	 閑人会の技術指導陣は，松下修也先生の門下．そのためもあって，日本の作品を大切にし

ています．「日本の四季」と題して，さくら，さくら；鯉のぼり；夏は来ぬ；村祭り；冬景

色；荒城の月；ふるさと，とチェロが奏でるメドレーをお楽しみください．(K.A.)	 

（以上，曲目解説の文体は，執筆者の個性を尊重して，あえて統一を図っていません．） 

 

“チェロ閑人”の意味	 

	 	 Ａ:チェロを弾く閑（ひま）がある人……ブッブー	 

	 	 Ｂ:チェロを弾くために閑を作る人……ピンポ～ン！	 

 

【出演者】 （＊ パーチェ） 

＊中村康乃理  赤井 清晃  安藤 利博  小田 英夫  田辺 幹夫 

 石川理恵子  佐藤 みほ ＊佐藤 陽一  田中 智子  松本 圭子 

＊安藤満里子  浅田恵理子  兼房 好和   中村幸太郎  福尾 俊秀 

＊木村 直子  桑嶋 弘志  前瀬美由紀  松井紗智子  湯浅 順子 

 白沢 史子（団友：大分市）   白沢あいり（団友：大分市） 

東⽇日本⼤大震災復興⽀支援コンサート 
 

チェロアンサンブル 

 

The 1st CONCERT 
 

	 	 	 	  
 
2011年 7月 30日（土） 
開場	 14時 30分	 開演	 15時 
場所	 笠岡市保健センター	 ギャラクシーホール 
入場料	 1,000円（収益金の全額を義援金として寄付します） 
 
[主催]	 いかさ市民音楽協会・チェロアンサンブル「閑人会」・笠岡放送	 

[共催]	 笠岡市社会福祉協議会	 

[後援]	 笠岡市・笠岡市教育委員会・笠岡市文化連盟・山陽新聞社・	 

	 	 	 	 中国新聞備後本社・毎日新聞岡山支局・読売新聞岡山支局 
この演奏会は、東日本大震災復興支援コンサートとして開催し、収益金全額を義

援金として寄附するためJASRACの無償許諾を得ています。	 


