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子守歌、アヴェ・マリア……ぬくもりのある母の歌声
　春到来。桜の季節にふさわしく、あ

たたかく麗しい歌声がコンサートホー

ルを彩ります。人気のランチタイム・

コンサート・シリーズ「ちょっとお昼

にクラシック」、4 月 9 日（日）は、国

内外でその実力が高く評価され、人気

が高まっているソプラノ歌手の小林沙

羅さんを迎えてお贈りします。共演は、

CD やコンサートで小林さんの伴奏を

務め、透明感のある音色で心地よいア

ンサンブルを聴かせているピアニスト

の河野紘子さん。そして――これが今

回のコンサートの特色のひとつですが

――3 人目の共演者としてチェロが加

わります。読売日本交響楽団首席代行

を務める実力派チェリストの髙木慶太

さんです。人間の声に近い音調と言わ

れるチェロが、ときに歌に寄り添うよ

うに、また別のときには歌と対話する

ように、アンサンブルに加わると、音

楽は一層深みを増します。歌とピアノ

とチェロが奏でる、ぬくもりのある音

楽に、ゆっくりと身をゆだねてみませ

んか。

　小林沙羅さんは、オペラ歌手として、

また、宗教曲や声楽付き管弦楽曲のソ

リストとして、国際的な舞台で活躍さ

れてきました。水戸芸術館では 2014

年の「クリスマス・プレゼント・コン

サート」にご出演くださり、そのピュ

アで、しかも芯の通った歌声が大きな

拍手を巻き起こしました。けれども印

象的だったのは歌声だけではありませ

ん。このときは 30 分に満たない短い

ステージでしたが、薔薇の花に因んだ

歌曲から始めて、クリスマスに因んだ

曲、そして得意のオペラ・アリアで締

めくくり、アンコールで再び花の歌に

戻って自ら作詞作曲した〈えがおの花〉

を歌う、というプログラム自体がよく

練られた内容でした。

　今回のコンサートでも、小林さん

は明確なコンセプトをもとに曲目を

選んでいます。そのコンセプトは「母

性」という言葉に集約できるでしょう。

2014 年のステージからおよそ 2 年半。

その間に小林さんには第一子が誕生。

昨秋発売された小林さんの新譜 CD『こ

の世でいちばん優しい歌』（日本コロム

ビア）は、妊娠中に録音されたアルバ

ムでした。

　小林さんはインタビューのなかで、

妊娠と出産の体験が歌手としての表現

の幅を広げることにつながった、と

語っています。

「歌手って体が楽器なんです。だから

〔妊娠で〕その楽器が変わっていくんで

すよ、日に日に。どんどんお腹が大き

くなっていって、そうすると臨月の頃

なんかは息の入る場所が少なくなって

いって。あとお腹に赤ちゃんがいると

安定するんですよ。歌では「支え」と

言うんですけど、それがしっかりする

ので。今までは筋肉で支えていた部分

が、筋肉を使わなくても勝手に支えら

れるんです。だから赤ちゃんが大きく

なるにつれ、日に日に感覚が変わって

いきました。〔…中略…〕歌手として

はとても面白い経験だったなと思いま

す。短期間で色々な楽器を使ってみる、

というような。結果、色んな奏法を試

した事によって、発声法の引き出しが

増えたように思います。」（小池直也氏

によるインタビュー。『Music Voice』

より。http://www.musicvoice. jp/

news/20161231056021/）

　今回の約 1 時間のコンサートを貫

く 1 本の軸は、北原白秋作詞の童謡

〈揺
ゆりかご

籃のうた〉に代表される「子守歌」。

そして、様々な作曲家による〈アヴェ・

マリア〉がもう 1 本の軸になっていま

す。〈アヴェ・マリア〉は聖母マリアと

いう、いわば母親の理想像を讃える歌

と言ってよいでしょう。ドイツ後期ロ

マン派の作曲家マックス・レーガーに

よる〈マリアの子守歌〉のように、こ

の 2 本の軸の交点に位置する曲もあり

ます。新譜 CD『この世でいちばん優

しい歌』に収録された曲も数多く歌わ

れますが、今回のコンサートを逃して

はなかなか聴くことのできない、けれ

どもコンサートのコンセプトにぴった

り、という曲もあります。19 世紀にオ

ペラ歌手、作曲家、音楽教師として多

才ぶりを発揮し、同時に 4 人の子供を

育てた女性ポリーヌ・ヴィアルドによ

文　篠田大基

4.9   日 ちょっとお昼にクラシック　小林沙羅（ソプラノ）

小林 沙羅 ⓒNIPPON COLUMBIA



FO
C

U
S 

るソプラノとチェロとピアノのための

作品〈星〉には、ぜひご注目いただけ

ればと思います。地上を照らす星の光

が、母親の優しいまなざしのようにも

感じられ、安らかな気持ちになれる音

楽です。

　母親になって「体の状態も、精神的

な面でも凄く今エネルギーに溢れてい

るのを感じている」という小林さん（上

記インタビューより）。4 月 9 日、水戸

芸術館に再び響くことになるその歌声

は、2 年半前とはまた違った魅力をもっ

て、私たちを包み込むことでしょう。

ちょっとお昼にクラシック
小林沙羅（ソプラノ） 
4/9（日）13:30 開演（13:00 開場）

会場　水戸芸術館コンサートホール ATM
全席指定　1,500 円（1 ドリンク付）
曲目　シューベルト：アヴェ・マリア 作品 52 の 6、D839
　　　草川 信：揺

ゆりかご
籃のうた

　　　ヴィアルド：星　ほか

2                April  2017

オーディション　それは音楽家たちの真剣勝負

　毎年春、水戸芸術館コンサートホー

ル ATM で音楽家たちの真剣勝負が繰り

広げられます。茨城ゆかりの優れた音楽

家を発掘しようと水戸芸術館が行ってい

る「茨城の名手・名歌手たち」の出演

者オーディションです。今年の第 27 回

オーディションは 4 月 2 日（日）、鍵盤

楽器、弦楽器、邦楽（以上ソロ）、邦楽

アンサンブルの 4 部門を対象に審査を

行い、入場無料で公開いたします（出願

はすでに締め切りました）。

　このオーディションは毎年激戦で、例

年 50 組程度の応募に対して合格者は

10 組未満という回がほとんどです。そ

れでも水戸芸術館開館以来、過去 26 回

を経て、合格者はのべ 300 組を超える

ほどになりました。これまでの合格者の

なかには、第 1 回奏楽堂日本歌曲コン

クール第 1 位の小泉惠子さん（ソプラ

ノ／第 1 回合格）、リーズ国際ピアノ・

コンクール第 3 位の大崎結真さん（ピ

アノ／第 3 回合格）、第 66 回日本音楽

コンクール第 2 位（1 位なし）の清水良

一さん（バリトン／第 7 回合格）、最近

では、第 30 回日本管打楽器コンクール

第 1 位の箱﨑由衣さん（クラリネット

／第 22 回合格）、第 6 回アドルフ・サッ

クス国際コンクールで第 2 位の上野耕

平さん（サクソフォン／第 24 回合格）

など、今の日本のクラシック音楽シーン

で活躍中の演奏家が数多くいます。合格

者の活躍といえば、昨年 10 月の水戸室

内管弦楽団の第 97 回定期演奏会（指揮：

ナタリー・シュトゥッツマン）で、ヴァ

イオリン・パートに川又明日香さん（第

12・15・19 回合格）が参加したという

嬉しい出来事もありました。

　今回のオーディションでも、素晴らし

い演奏家の登場に期待しましょう。合格

者には 9 月 16 日（土）に開催する演奏

会にご出演いただくほか、今年から常陽

銀行のご支援により水戸市内の常陽藝文

ホールで開催する「茨城の名手・名歌手

たち 藝文コンサート」、その他、当館主

催の様々な演奏会にご出演いただく可能

性もあります。未来の大舞台に向かって

挑戦する音楽家たちの真剣勝負をどうぞ

ご覧ください。

文　篠田大基

4.2   日 「茨城の名手・名歌手たち 第 27 回」出演者オーディション

　
「茨城の名手・名歌手たち 第27回」
出演者オーディション
4/2（日）　※時間等、詳細は 3 月中旬決定
会場　水戸芸術館コンサートホール ATM
入場無料
審査部門：鍵盤楽器、弦楽器、邦楽（以上ソロ）、
　　　　　邦楽アンサンブル（2 人～ 5 人まで）
審査委員：池辺晋一郎、臼井英男、野平一郎、
　　　　　堀 伝、宮本文昭、吉村七重（五十音順）

2017.2.5
兼氏規雄 クラリネット・リサイタル

　古典派時代に書かれたクラリネット音
楽の豊かさや、その音色の幅広さを存分
に印象づけたのが、2 月 5 日に開催され
た兼氏規雄さんのリサイタルです。最初
は、クラリネット草創期の名手・ルフェー
ヴルが作曲した〈クラリネットと通奏低
音のためのソナタ〉。チェンバロの長澤順
さん、チェロの城戸春子さんと、軽やか
で美しい演奏が披露されました。その後、
シュターミッツの〈クラリネット四重奏
曲〉、メインにはモーツァルトが残した傑
作〈クラリネット五重奏曲〉が演奏され、

水戸ゾリステン室内アンサンブルの前
澤扶美さん、山崎響子さん、澤康子さん、
城戸さんとともに、親しげな会話のよ
うに温かみのあるアンサンブルが繰り
広げられました。アンコールは、モー
ツァルト作曲〈アレグロ〉。《高巣》■
兼氏先生のクラリネットがとても上手
だった。また機会があったらいきたい
です♪（水戸市の方）■兼氏さんのつ
ややかでのびやかな音色に心地よい午
後のひとときを過ごさせていただきま
した。（水戸市の方）

1 ：兼氏規雄 クラリネット・リサイタル

最近の公演から

1
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2017年春、参加者大募集！！
新しい楽器への挑戦、水戸芸術館での演奏会の企画など、皆様の応募をお待ちしています。

　 「市民のためのオルガン講座」受講生募集
　国産最大級のパイプオルガンを弾いてみませんか？講師は、水戸芸術館音楽部門の元主任学芸員であり、現在はオルガニストと
して全国各地で活躍中の室住素子さん。「実技レッスンコース」（9 月から来年 3 月にかけて奏法を学び、春の発表会への出演を目
指す／定員 5 名）と「一回体験コース」（気軽に 1 時間、ご興味に沿った形でオルガンを体験／定員 12 組）があります。
■募集期間　4/1[ 土 ] ～ 6/4[ 日 ]　　■開講時期　2016 年 9 月～ 2017 年 3 月
※詳細は、3 月中旬にウェブサイトやチラシで発表します。

　 「準・メルクル 弦楽器貸与プロジェクト」 貸与者募集
　水戸室内管弦楽団と度々共演している指揮者、準・メルクルさんから寄贈された弦楽器のうち、ヴァイオリン 4 挺、ヴィオラ 2 挺を、
音楽を学ぶ茨城の学生の方に貸与します。さらなる研鑽を積もうとする若者の育成・支援を目的としています。
■募集期間 4/5[ 水 ] ～ 4/20[ 木 ]　　■貸与期間　2017 年 5 月より 3 年間
■実技審査 4/30[ 日 ]14:00 （会場：コンサートホール ATM）
※詳細は、ウェブサイトやチラシをご覧ください。

　 平成30年度「茨城の演奏家による演奏会企画」募集
　茨城ゆかりの演奏家、演奏団体の皆さんに、リサイタルや演奏会をコンサートホール ATM で開いていただく「茨城の演奏家によ
る演奏会企画」の平成 30 年度の実施企画を募集します。毎年 10 公演程度を、ご出演者・ご出演団体と（公財）水戸市芸術振
興財団との共催で開催しています。リハーサルのための会場使用は 5 日間、最大 20 時間まで可能です。募集の詳細は本紙 4 ペー
ジをご覧ください。コンサートホールでリサイタルや演奏会を開催するには、周りの方のご協力やたいへんなエネルギーが必要とな
ることと思いますが、多くの皆様からのチャレンジをお待ちしております。

2017.2.8,9,10
中学生のための音楽鑑賞会 2017
2017.2.10
ちょっとお昼にクラシック　トリオ・インク

　水戸市立中学校を中心とする１年生と引
率の先生、約 2,600 人を対象に 5 回の音
楽鑑賞会、さらに最終日の 6 回目を一般向
けの「ちょっとお昼」公演として開催した。
出演は、水戸室内管弦楽団メンバーの川崎
洋介さん（ヴァイオリン）を中心に、ヴォル
フラム・ケッセル（チェロ）、ヴァディム・セ
レブリャーニ（ピアノ）から成るトリオ・イン
ク。テーマは「世界中に広がる音楽」。バッ
ハからはじまり、モーツァルト、ベートーヴェ
ン、リスト、チャイコフスキー、ガーシュウィ
ン、ピアソラ、ケージ、武満、メシアンの
作品を駆け足で演奏し、曲間にはこの公演
のために特別に制作したアニメーションを上
映した。それぞれの作曲家が先人の影響を
受けて創作を行い、時代や地域を超え、ヨー
ロッパ起源の音楽が世界中に広がって行っ
た様子を演奏と映像でお楽しみいただいた。
アニメーションに合わせて ACM 劇場でお
なじみの俳優・堀口理恵さんがナレーショ
ンを担当した。さらに、中学生公演では終
演後にパイプオルガンによるバッハ〈小フー
ガ ト短調 BWV578〉の演奏も行った。オ
ルガン演奏は野田優子さん。《中村》「ちょっ
とお昼」公演のアンケートから■まるで世
界の遊覧音楽旅が出来たようです。3 人の
息のあった深い温かい演奏で感動いっぱい
です。（茨城県内の方）■時間と世界をこん

2017.2.12
合唱セミナー 2017
講師：清水敬一

　茨城県合唱連盟ほかとの共催により、水
戸芸術館で毎年行っている「合唱セミナー」。
今年は、日本を代表する合唱指揮者で全日
本合唱連盟理事の清水敬一氏を講師にお招
きしました（ピアノは田中直子氏）。講習曲
は、池辺晋一郎氏作曲の〈私たちが進みつ
づける理由〉（作詞：キム・ロザリオ、訳詞：
堤未果）、〈今日は日曜日…昔気質のプロテス
トソング〉（作詞：片岡輝）の 2 曲。〈私た
ちが進みつづける理由〉については、シンプ
ルで力強い英語原詩の文体が紹介され、ま
た〈今日は日曜日〉については、歌詞の中で
言及される「40 年ほど前」、「30 年ほど前」、

「20 年ほど前」、「10 年ほど前」、「1年ほど
前」の出来事（世界各地で起こった戦争や虐
殺）が解説され、それらを踏まえて、歌詞
のメッセージを効果的に伝えるための抑揚の
付け方、強調すべき単語とその発音のし方な
どが指導されました。講習は終始なごやか
な、打ち解けた雰囲気で進み、ユーモアを
交えた清水氏の指導に、会場からはたびた
び笑い声が起こっていました。セミナーの最
後は、200 名を超える受講生全員がステー
ジに上り、清水氏の指揮のもと、講習曲を
合唱して締めくくりとなりました。《篠田》

なふうに旅することができるなんて素晴らし
い！水戸の子ども達はなんとめぐまれている
のでしょう。（取手市の方）

2 ：中学生のための音楽鑑賞会 2017/
　  ちょっとお昼にクラシック　トリオ・インク

3-4： 合唱セミナー 2017
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編集後記

information
　　
　　　

妹の勤める小学校で、穴うさぎが大
量発生（事務員さんが餌代に頭を

抱えるほど）したため、我が家でも一
羽請け負うことになりました。まだ対面
していませんが、ペット用の品種では
ないので、野性味溢れる様子です。（り）

外が好きな長男（1 歳 9 か月）と朝
散歩に行くのが日課。半年前は車

の出入が少ない近所の駐車場が遊び場。
やがてその先の公園で遊ぶようになり、
その先、さらに先へ。子どもの世界は
広がり、私は出勤前に疲労困憊。（篠）

ぞうのババール公演、3 月は水戸に
加えて碧南にも旅します。そして

急遽開催が決まったのが「ババールのぬ
りえをやってみよう！」企画。優秀作品
は柳家花緑さんが当日舞台上で紹介し
てくれるかも!？詳細はウェブにて。（樹）

CD プレーヤーが読み込みも再生も
できなくなり、メーカーに修理に

出したところ「何の問題もありません
よ」。うそだ、あれだけ不調だったの
に ...。宅配トラックに揺られたのが良
かった？配送料＝修理代ですな。（て）

碧南市芸術文化ホールは 1993 年の
開館以来、当館との提携公演を行っ

てくれている。昨年は MCOメンバー島
田真千子さんが、リサイタルを行った。そ
の時のヴィヴァルディ〈四季〉等のライブ
録音が、ALTUSよりリリース予定だ。（中）

野菜のマリネ作りに嵌っています。
小さい頃は酸味が苦手だったので

すが、最近になってやっと美味しさに気
が付きました。作り置きすることができ
るので、休みの日に一気に作って、毎
日少しずつ食べるのが楽しみです。（峠）
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次号は・・・MCO の歴史的な公演！！
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チケットに関するお問い合わせ
　　　　　　　水戸芸術館チケット予約センター　TEL 029-231-8000
　　　　　　　営業時間 : 9:30 〜 18:00（月曜休館）
公演内容や企画に関するお問い合わせ　
　　　　　　　水戸芸術館音楽部門　TEL 029-227-8118
ホームページ   http://arttowermito.or.jp/
公式ブログ　   http://blog.arttowermito.or.jp/staff/
ATM 便り　    毎月１回茨城新聞に不定期登場
   　　　　  　 @ConcertHall_ATM　　@art_tower_mito
   　　　　  　 www.facebook.com/arttowermito

　　
　　　

　　

■ちょっとお昼にクラシック　吉野直子（ハープ）
　6/7（水）13:30 開演
　料金［全席指定］￥1,500（1 ドリンク付き）

■ラッヘンマンの肖像
　6/17（土）15:20 ～ラッヘンマン自身によるプレ・トーク（通訳付き）、16:00 開演
　料金［全席指定］一般 ￥4,000 ／ユース（25 歳以下）￥1,500

《3 月 25 日（土）発売分》

　

※ 3/1（水）現在の状況です。
※固定席が売り切れ次第、補助席を販売いたします。

○・・・残席あり（20 席以上）　　△・・・残席わずか（20 席未満）　　×・・・残席なし
中央・・・中央ブロック　左右・裏・・・左右ブロックおよびステージ裏　　補助・・・補助席
◎小さな聴き手のためのコンサート　音楽物語「ぞうのババール」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/26（日）中央○、左右○
◎ちょっとお昼にクラシック　小林沙羅（ソプラノ） ～母の祈りの子守歌～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/9（日）中央△、左右○
◎水戸室内管弦楽団　第 99 回定期演奏会
　（第 2 部指揮：小澤征爾、ピアノ：マルタ・アルゲリッチ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5/12（金）完売
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5/14（日）完売

これからの演奏会・残席情報

オルガニスト・室住素子さんによる丁寧なご指導のもと、国産最大級のパイプオ
ルガンを弾いてみませんか？詳しくはチラシや当館ウェブサイトをご覧ください。

【募集期間】2017 年 4 月 1 日（土）～ 6 月 4 日（日）［当日必着］

2017年度「市民のためのオルガン講座」受講生募集！
■藤森照信展―自然を生かした建築と路上観察
　3/11（土）～ 5/14（日）9:30 ～ 18:00　※入場は 17:30 まで
　［休館日］月曜日　※ただし、3/20（月・祝）は開館、翌 3/21（火）休館
　［入場料］一般 ￥800 ／前売り・団体（20 名以上）￥600
　※中学生以下・65 歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添いの方 1 名は無料

■高校生ウィーク 2017
　3/11（土）～ 4/9（日）　【無料招待対象】高校生または 15 歳～ 18 歳の方
　※学生証または年齢がわかる証明書をご提示ください
　【カフェ開場時間】（火 - 金）15:00 ～ 18:00、（土・日・祝）13:00 ～ 18:00
　【カフェ会場】現代美術ギャラリー内ワークショップ室

現代美術ギャラリー

■伝統芸能のススメ［狂言］ 野村万作抄 24
　4/15（土）18:30 開演
　料金［全席指定］S 席 ￥5,000 ／ A 席 ￥4,500 ／ B 席 ￥3,500

■ゆうくんとマットさんの『ラチとらいおん』
　4/29（土・祝）、30（日）11:00 ／ 15:00 開演、5/3（水）11:00 開演
　料金［全席指定］大人 ￥2,000 ／こども（小学 6 年生以下）￥1,000

ACM 劇場

エントランスホール
■パイプオルガン　プロムナード・コンサート
　4/1（土）石川優歌、8（土）田宮亮、23（日）安井歩
　各日 12:00 ～／ 13:30 ～（各回 30 分程度）　入場無料

■プロムナード・コンサート　EXTRA
　4/16（日）牛草春（ヴァイオリン）ほか
　12:00 ～／ 13:30 ～（各回 30 分程度）　入場無料

水戸芸術館の主な 4 月のスケジュール

■「茨城の名手・名歌手たち　第 27 回」出演者オーディション
　4/2（日）時間未定（3 月中旬決定）　入場無料

■ちょっとお昼にクラシック　小林沙羅（ソプラノ） ～母の祈りの子守歌～
　4/9（日）13:30 開演
　料金［全席指定］￥1,500（1 ドリンク付き）

コンサートホール ATM  

チケット・インフォメーション

【応募要項請求方法】
　①水戸芸術館エントランスホール・チケットカウンターにて直接入手
　② 82 円切手を貼付し返信先を記入した封筒を同封の上、下記宛て郵送
　③水戸芸術館ホームページ［http://arttowermito.or.jp/］よりダウンロード

【応募対象】
　個人：イ）茨城に本籍を有する
　　　　ロ）現在、茨城県内に居住している
　　　　ハ）現在、茨城県内に通勤、通学している（週に 4 日以上）
　　　　ニ）過去において茨城県内に居住・通勤・通学したことがある
　団体：茨城県を中心に活動されている団体
　※ただし、平成 28、29 年度の「茨城の演奏家による演奏会企画」にご出演
　　された方はご応募できません。

【受付期間】2017 年 5 月 9 日（火）～ 6 月 9 日（金）［当日必着］
【開催時期】平成 30 年度（2018 年 4 月～ 2019 年 3 月）
【提出資料】①所定の申込用紙
　　　　　 ②これまでの演奏歴を示す資料（演奏会チラシ等）
　　　　　 ③住民票の写し
　　　　　 ④ 2016 年 6 月 1 日以降の演奏のデモ音源
　　　　　 ⑤返信用封筒一部（82 円切手を貼付し、本人の住所・氏名を明記すること）

【お問い合わせ】〒310-0063 茨城県水戸市五軒町 1-6-8
　　　　　　  　水戸芸術館 音楽部門「演奏会企画」係
  　　　　　　　TEL.029-227-8118 ／ FAX.029-227-8130（担当：中村）

　　　水戸の主な 4 月の演奏会
■佐川文庫　TEL ／ 029(309)5020
　・Andiamo 大須賀恵里 ピアノ室内楽シリーズ
　　～未来を嘱望される若者を迎えて～　4/27（木）18:30 開演

平成30年度の「茨城の演奏家による演奏会企画」を下記の要領で募集いたします。 　　　


