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第6回定期演奏会

戸田市文化会館ホール



 

 

顧問挨拶  古川 貞二郎 （元内閣官房副長官） 
本日は、霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団第６回定期演奏会にご来場いただき、心から御礼申し上げます。 

霞ヶ関界隈で働く若手の公務員が中心となり、2004 年に結成されたこのオーケストラですが、結成から５

年半を迎え、年２回の定期演奏会を開催するまでに至りました。本日は、これまでに培ってきた団員の結束力

や音楽の表現力を存分に活かし、これまでの演奏会以上に、皆様に充実したハーモニーをご提供できるものと

思います。 

まだまだ新しいオーケストラですが、今後も精力的に演奏活動に取り組んで参りますので、引き続き暖かい

ご声援を頂戴できますよう、お願い申し上げます。 

本日はどうぞごゆっくりお楽しみください。 

 

代表挨拶  団長 堀口 岳史 
霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団は、これまで年１回の定期演奏会を行って参りましたが、「オーケストラ

演奏の機会をもっと増やしたい」という想いから、今年は２回の定期演奏会を開催することと致しました。 

演奏会を年に２回行うためには、前回までは約１年間かけて行ってきた準備を、すべて半年間で行う必要が

あります。演奏面、運営面ともに十分な準備ができるかという不安はありましたが、何とか本日の演奏会開催

に辿り着きました。 

さて、今回の演奏会では、指揮者として林直之先生をお招きしています。今回の演奏会の指揮をご快諾頂き、

また、練習期間が数ヶ月と短いにもかかわらず熱心にご指導をして下さった林先生に、心より感謝致します。 

本日演奏する曲目はいずれも、春らしい、晴れ晴れとした音楽です。初のスプリングコンサート、そして初

の林先生指揮による演奏会になぞらえて、初々しくて新鮮な、心躍るような春の訪れを感じさせる曲目を選び

ました。本日は、若いオーケストラと若手指揮者による、若々しいエネルギッシュな演奏をお楽しみ頂ければ

幸いです。 

最後になりましたが、本日ご来場の皆様はもちろんのこと、霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団の演奏会開催

にあたりご支援・ご協力下さったすべての方々に厚く御礼申し上げます。 

 

指揮者紹介  林 直之 
広島県広島市出身。 

航空宇宙工学に興味を持ち京都大学工学部物理工学科に学んだが、

音楽に対する情熱と指揮者への憧れを断ち難く同大学を中退の後、２

００７年東京芸術大学音楽学部指揮科に再入学した。 

２００９年には、小林研一郎氏の推薦により、北海道・札幌シンフ

ォニエッタ、四国・瀬戸フィルハーモニー交響楽団に客演するなど、

活躍の場を広げている。 

これまでに、指揮法を故佐藤功太郎、小林研一郎、尾高忠明、松尾

葉子、高関健、小田野宏之、田中良和、三河正典の各氏に師事。 

また、学内外において、ダグラス・ボストック、ジョルト・ナジ、

井上道義、広上淳一、下野竜也各氏の指揮マスタークラス、ワークシ

ョップを受講。 

現在、東京芸術大学音楽学部指揮科（４年次）に在学中。 

《公式ホームページ》http://www.k5.dion.ne.jp/~musicale/ 
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モーツァルト／交響曲第３９番 変ホ長調 KV.543 

－休憩－ 

シューマン／交響曲第１番 変ロ長調「春」 op.38 



 

   

 
 
 

 
                                  

 
 
 

 
 

 
                    

   
 

   
                                                                                     

〈曲目解説〉 

 

モーツァルト／交響曲第３９番 変ホ長調 KV.543 

 モーツァルトの交響曲において、いわゆる後期３大交響曲と言われる３曲（３９～４１番）はいずれもモ

ーツァルトの没する３年前、３２歳の作品とされています。このうち、今回取り上げる３９番はおそらく一

番演奏頻度が少なく、聞く機会も少ない曲なのではないでしょうか。ニックネームのついている４１番（ジ

ュピター）やモーツァルトでは数少ない短調の交響曲（４０番）に比べ、いまひとつインパクトがないとい

うことが理由の１つと言えるかもしれません。 

 また、アマチュアオーケストラにとって、モーツァルトなどのいわゆる（クラシック音楽の分類の中でも

さらに）「古典」の曲は、奏者にとっても勉強になる点も多いため潜在的なニーズは高いのですが、アマチュ

アならではの事情として、管打楽器奏者の参加人数（「乗り番」と呼んでいます。）上の制約もあります。例

えば木管楽器では通常の曲では各パート２人以上が「乗る」ことを想定しますが、今回の３９番では、フル

ートは１人、オーボエにいたっては出番がなく、なかなか選曲しにくいという事情もあったりします（他の

曲もクラリネットがなかったり、トランペットやティンパニがなかったりと制約は多いです）。もし、アマチ

ュアオーケストラがモーツァルトの交響曲を取り上げる演奏会に今後足を運ばれる際には、そういった事情

も考えてみると、そのオーケストラを取り巻く状況が見えてきて面白いのではないかと思います。 

 さて、曲そのものについても、簡単にご紹介します。 

  １楽章：Adagio-Allegro、変ホ長調。ゆっくりとした２分の２拍子（※）の序奏の後、４分の３拍子の

アレグロ。 

（※）冒頭の楽譜は となっています。２分の２拍子は、行進などに使わ 

れたりもする拍子ですが、この場合、非常にゆっくりとした２拍を刻んでいます。 

  ２楽章：Andante con moto、変イ長調。４分の２拍子。 

  ３楽章：Allegretto、変ホ長調。４分の３拍子のメヌエット。中間に置かれるトリオで曲想を変え、全

体としては、冒頭部分が繰り返されるＡ－Ｂ－Ａの形式となっています。 

  ４楽章：Allegro、変ホ長調。４分の２拍子。軽快に、また、途中でめまぐるしく転調しながら進みます。 

なお、この曲の調である変ホ長調は、 晩年に作曲された「魔笛」においても使用されている

調であり、モーツァルトが入会していたフリーメイソンを象徴する調とも言われています。こ

の交響曲との関係についてははっきりとはわかりませんでしたが、モーツァルトやその時代に

思いを馳せながらお聞きいただければと思います。 

 

 

シューマン／交響曲第１番 変ロ長調「春」 op.38 

 春には、新しく動き出すというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。草木が芽吹き、新し

い生活を始め（これは日本の習慣による部分も多いのでしょうが）、街の風景までも変わって見えたりします。

シューマンが当時住んでいたライプツィヒは、北海道よりも緯度が高い地域です。冬が終わり、春が来るこ

とは、現在のわれわれが感じているよりもはるかに大きな季節の変化だったのではと想像されます。 

 話は変わりますが、シューマンといえば、多くのピアノ曲、歌曲とともにオーケストラのための曲も多く

残していますが、アマオケの奏者にとっての評判はいいものばかりではありません。例えば、典型的に言わ

れるのは、同じ音を奏でる楽器が多い、楽器のバランス悪くメロディーが聞こえにくいといったものです。

実際、著名な作曲家が楽器を「間引いた」編曲を行っていたりもするので、この手の話はアマチュアプレー

ヤーのわがままにとどまらない話なのかもしれません。 

 本日の演奏が、（そのような困難を抱えながらも、それを感じさせず）ご来場の皆さまにとって「春」を感

じるものであったとすれば、何よりの喜びとするところです。 

 後に、各楽章の紹介に替えて、シューマンが（ 終的には削られましたが）各楽章につけていた表題を

ご紹介します。１楽章「春の始まり」、２楽章「夕方」、３楽章「楽しい遊び」、４楽章「真っ盛りの春」。表

題を消してしまった作曲者の意図には反するかもしれませんが、皆さまのご参考になれば幸いです。 



演奏者一覧 （○は各パートトップを示します。） 
 

〈1st Violin〉 

阿部 純子 

臼田 慧太郎 

○太田 喜久 

河田 小百合 

近藤 かおり 

田中 彩恵子 

保立 有希子 

納富 史仁 

松波 晴彦 

山田 麻美 

 

〈2nd Violin〉 

○赤谷 麻愛 

飯塚 美理 

江田 和宏 

河合 志保 

河合 徳子 

佐合 俊久 

宮下 詩織 

山川 絢子 

和田 沙織 

〈Viola〉 

伊藤 慧 

小倉 由衣 

吉良 爽 

小島 綾太 

高柳 文恵 

○堀口 岳史 

望月 皓平 

 

〈Violoncello〉 

小畠 幸法 

○清水 研一 

西方 正輝 

福井 綾 

矢部 愛 

 

〈Contrabass〉 

岡本 潤 

秦 敦子 

山田 大志 

 

 

〈Flute〉 

○小杉 枝里 

早川 博美 

 

〈Oboe〉 

岡本 憲治 

○高寺 宏典 

 

〈Clarinet〉 

北原 まどか 

○佐貫 美弥子 

 

〈Fagott〉 

菊地 拓也 

○宮澤 新 

 

〈Horn〉 

大高 奈穂子 

唐木 智史 

○小磯 治 

森合 利之 

 

〈Trumpet〉 

○迫田 英晴 

髙関 悠 

橋本 綾子 

 

〈Trombone〉 

小野 芳清 

鳥羽 高清 

○林 剛史 

 

〈Percussion〉 

  大坪 あかね 

○横田 直人 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 
団 長 堀口 岳史 

副 団 長 迫田 英晴、林 剛史 

会 計 林 剛史、保立 有希子 

広 報 赤谷 麻愛、橋本 綾子 

ライブラリアン 近藤 かおり 

イ ベ ン ト 佐合 俊久、納富 史仁 

コンサート・マスター 太田 喜久 

弦セクションリーダー 堀口 岳史 

木管セクションリーダー 高寺 宏典 

金管セクションリーダー 石川 真一 

 

 

霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団について 
霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団（通称「霞ヶ関フィル」）は、平成 16 年に霞ヶ関で働く新社会人を中心に

発足したオーケストラです。発足以来、50～60 人の社会人、学生等が集まり、東京都内で月に２～３回練習

を行っています。 

本団は、「音楽を愛する心」を何よりも重視し、オーケストラの楽しさ、クラシック音楽の素晴らしさを日々

探求し、演奏の向上に努めております。現在は年に１回の定期演奏会に向けた練習を中心に活動を行っている

ところですが、今後はボランティアコンサートなど、活動の領域を広げていきたいと考えております。 

団員一同、常に質の高い演奏の実現を目指し、皆様のご支持をいただけるアマチュア・オーケストラとして

成長していきたいと考えておりますので、ご声援のほど宜しくお願い申し上げます。 

 
〈ホームページ〉http://kpo.nomaki.jp 〈お問い合わせ〉kasumi_phil@yahoo.co.jp 

霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団 第７回定期演奏会のご案内 
日 時：平成２２年１０月２日（土） 午後 

場 所：所沢市民文化センターミューズ アークホール 

曲 目：モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲 

シベリウス／交響詩「フィンランディア」 

チャイコフスキー／交響曲第６番「悲愴」 
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