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特集

1964 音風景」〜音を解放する〜

「

片山杜秀氏（音楽評論家）インタビュー
「1964音風景」
公演の企画監修をお願

―1964年は、
ケージの次の世代にあた

いしている音楽評論家・政治思想史研究

썪썷쎦쎠쎁썛썪썿썷썿思썝쎅썾썰。作曲

るアメリカ人作曲家テリー・ライリー

1964年当時の音
者の片山杜秀さんに、

家썣音選쎊쎂썪썷쎦썺썽、演奏家썣썴

が、
ミニマル・ミュージックの先
（1935-）

楽創作についてお話をうかがいました。

―今回の公演は、前回東京オリンピッ

쎣쎩正確쎂演奏썾썤쎢썢쎂썪썷쎦썺썽、

を作曲した年
駆的な名作である
〈インC〉

聴衆썣作曲家썿演奏家쎅썪썷쎦쎡쎩썤

でもあります。ミニマル・ミュージックと

썸쎪썿理 解썾썤쎢썢쎂썪썷쎦썺썽썛썶

はどのような音楽なのでしょうか。
また、
について少しお教えください。
〈インC〉

ク、
パラリンピック競技大会の開催年で

쎠、要썰쎢쎂쎀쎪쎀쎪音楽썣狭썦堅苦썮

ある1964年の音楽創造をテーマにして

썦쎁쎢썾쎆쎁썛썾썰썢。執着쎩捨썽썽自

쏩쏕쏨쏵・쏩쏯썗쏂쏍쎹쎩直訳썰쎢썿

おります。

由쎂쎁쎠쎁썛썿人間쎅文明쎆쎀쎪쎀쎪窒

「最小限쎅音楽」
썾썮쎞썝。
썿썛썺썽쎙、
1

1964年といえば、当時のわが国の多く

息썮썽썛썺썽썮쎕썝。쎻썗쏂썣仕掛써썶

秒쎛2 秒썾終쎦쎢쎟썝쎁、時間썣最小쎅

の作曲家たちが大きな関心をもっていた

쎅쎆、窒息寸前쎅近代人쎅精神쎅開放

音楽썾쎆썙쎡쎕썲쎪（笑）。
「最小限쎅素

が、
1962年
ジョン・ケージ
（1912-1992）

的쎁쏴쏙쏝쏴쏐썗쏁쏱쏽쎁쎅썾썮쎞썝。
썶

材썾、最大限썿言썺썽쎆言썛過썥썷써쎣

に引き続いて来日しています。
そして、
吉

썿썟쎇썙쎢一定쎅時間、
演奏者쎙聴衆쎙

쎀、
쎁쎢썶써長쎘쎅時間、
쎙썶썲쎟썝썿썰쎢

田秀和水戸芸術館初代館長は、
これら来

썴쎅
黙썺썽何쎙썮쎁썛썾썯썺썿썮썽썛썽、

音楽」
썿썾쎙申썮쎕썰썢。
썶썿썟쎇쏁쏽쏅쎿

日時の様子を
「ケージ・ショック」
と表現

썿썤空調쎅音썾쎙、鳥쎅声썾쎙、誰썢쎅

쎮쏀썗썾単音쎛和音쎩鳴쎠썮썺쎈쎁썮쎂

しました。
ケージはどのようなショックを

咳払썛썾쎙、썶쎕썶쎕聴썪썟썶쎙쎅쎂耳

썮썽引썤延쎇썮썽、썸쎞썺썿썮썶揺쎠썥썿

日本の作曲家や演奏家や聴衆たちに与

쎩傾써썽音楽쎩感썯썽쎙썛썛썯쎚쎁썛

썢、最小限쎅変化쎩썻써썽썛썦要領썾、

えたのでしょうか?

썢。쎴썗쏡쏽・쏨쎮쏽쏓썾썰쎟쎄。썙쎢썛

長썛時間쎙썶썲썽쎝써쎇、
썪쎣쎆쎙썝쏩쏕

쎆五線譜쎂썤썸쎪썿音符쎩書썦쎂썮썽

쏨쏵・쏩쏯썗쏂쏍쎹썾썰。쏳쎮쏴썗쎅仲間

根底썢쎠覆썮썶。썴썪쎂尽썤쎢썿思썛쎕

쎙、
썴쎅音쎅高썬쎛長썬쎛強썬쎩作曲家

쎅쏳・쏬쏽쏐・쏮쏽쎺썿썛썝人썣始쎘썶쏩쏕

썰。
쏬썗쏎쎫쏵쏒썾쎙쏣썗쏒썗쏾쎱쏽썾쎙、

썣自分쎅意思썾決쎘쎁썦썶썺썽썛썛썯쎚

쏨쏵・쏩쏯썗쏂쏍쎹쎆썴썺썸쎅系統썾썰。

쏃쏒쏳쏾쎭쏽쏃쎷썗썾쎙쏁쎱썗쏽쏣쏵쎹썾

쎁썛썢。実際、쎻썗쏂쎆易者쎅쎟썝쎂筮

쎙、
作曲家쎆썡쎅쎣쎅理性쎙感性쎙直観

竹（썳썛썸썦）썾占썺썽、쏞쎬쏘曲썢쎠

쏛쏉썗
썿썻쎅音쎅引썤延쎇썮썾쎆쎁썦썽、

쎙動員썮썽、
썪썝썾쎁써쎣쎇쎁쎠쎃썿썛썝

쎴썗쎻쏃쏒쏳曲쎕썾作쎡쎕썮썶。

쏽쎅反復쎁쎪썾썰。
♪쏓쏩쏓쏩쏓쏩썿썢、
♪

西洋音楽쎅常識、
近代人쎅当썶쎡前쎩

썮썢썮、쏳쎮쏴썗썣쎛쎡썷썮썶쎅쎆、쎉

썴썝쎁쎢썿、
쎙썝何썾쎙썙쎡쎖썶썛썾썰

쏓쏩쏇쏓쏩쏇쏓쏩쏇썿썢、
比較的쏁쏽쏡쏵쎁

썴쎅楽譜쎩쎁쎢썶써忠実쎂再現썰쎢썪썿

써쎣쎀、
쎛쎆쎡人間쎅文化쎅話썾썰썢쎠、

限쎠쎣썶쏛쏉썗쏽쎩쎁쎢쎐썦少쎁썛個数

쎂存在意義쎩見썛썷썮썽썤썶。聴衆쎙、

何썾쎙썙쎡쎂쎆쎁쎠쎁썛。
썛썦쎠自由썾쎙

組쎖合쎦썲썽、썴쎣쎠쎩何度쎙繰쎡返썮

作曲家썣自쎠쎅意思썾音쎩選쎪썾構築

無制限썿썛썝썪썿쎆쎁썛。
文化쎆쎀썪썢制

썽、
쎁쎢썷써長썛時間続써쎢썢썶썸썾쎅쏩

音쎩選쎪썾楽譜쎩書썛썽썤썶。
演奏家쎆

2

쎻썗쏂썣鈴木大拙썢쎠学쎪썷쎅쎆、

聞き手：中村 晃

썮썶美쎅쎮쏫썗쏂썿쎆何썢、
썴쎅쎮쏫썗쏂

約썣쎁써쎣쎇成쎡立썸쎕썲쎪。쎻썗쏂쎂

쏕쏨쏵・쏩쏯썗쏂쏍쎹썾썰쎄。썪쎅쏳쎮

쎩演奏家썣如何쎂解釈썮썽伝썟썽썦쎣썽

쎟썺썽硬直썮썽썛썶価値観쎩揺쎡動썢썬

쏴썗流쎅反復音楽썣、쏩쏕쏨쏵的썿呼쎇

썴
썛쎢쎅썢、
썴쎅2썻쎩懸命쎂聴썤取쎡、

쎣썽、
今쎕썾쎅썪썷쎦쎡썢쎠自由쎂쎁썺썽

쎣쎢系統쎅音楽쎅主流쎩作쎡出썮썶썿考

썪쎂썪썴音楽쎅喜쎊썣썙쎢썿信썯썽썤썶。

쎙썛썛쎅썷썿쏁쏱쏍쎹쎩受써썶쎠、次쎂

썟썽良썛썾썮쎞썝。

썿썪쎤썣쎻썗쏂쎆、日本쎅仏教思想

쎆、
썾쎆쎀썪쎕썾自由쎂쎁썺썽썛썛쎅썢썿

썴쎪쎁쏳쎮쏴썗썣썡쎅쎣쎅方向쎩見定

家、鈴木大拙쎅教썟쎛、20 世紀前半쎅

썛썝、
쎙쎅썰썫썛問썛썣쎅썮썢썢썺썽썦쎢

썾썰。
題名쎂
쎘썶最初쎅傑作썣
〈쎮쏽C〉

쏲썗쏷쏍쏛쎅超現実主義쎛쏊쏊쎮쏄쏪쎅

쎅썾썰。
今쎕썾、
썪썷쎦쎡쎅囲썛쎛壁쎅中

썙쎢C썿쎆쏓
（쏙）
쎅音쎅썪썿썾썰。
쏓쎅音

影響쎩受써썻썻、1950 年代쎅썝썸쎂썢

썾、
썙쎢意味、
安心썮썽生썤썽썛썶作曲家

쎩쏛쏵쏃状쎂♪쏓쏓쏓쏓쏓쏓…썿繰쎡返썮

쎁쎡新썮썛発想쎂到達썮썶。彼쎆、作曲

쎛演奏家쎛聴衆썣、
囲썛쎛壁쎩急쎂外썬

썽썛썺썽、
썴쎅上쎂♪쏓쏩쏓쏩쏓쏩썿썢♪쏩

家썣自쎠쎅意思썾美的쎂音쎩選쎪썾
「썪

쎣썽、
썬썙、
썙쎁썶쎆何썣出来쎢썢쎁썿問

쏟쎫쏇쏩쏟쎫쏇쏩쏟쎫쏇썿썢、
単純쎁쏛쏉썗

쎣썣私쎅音楽썷!」
썿쎬쏞썗쏵썰쎢썪썿쎂、

쎦쎣썽、
呆然썿썰쎢。
「쎻썗쏂・쏁쏱쏍쎹」
썿

쏽쎩繰쎡返썮썽쎝썦。
極端쎂言썝썿썴쎣썷

芸術쎅傲慢、
人間쎅奢쎡쎩見썽썮쎕썺썶。

쎆썴썝썛썝쎙쎅썾쎆쎁썛썾썮쎞썝썢。

써쎅曲쎁쎅썾썰。
쏛쏉썗쏽쎆全部썾53個

썙썺썽、
演奏順쎙決쎕썺썽썛쎢쎅썾썰썣、

썪썿썾쎆素直쎂並쎐쎠쎣쎢썿썪쎤썣썙쎢

―最後に、
今回のコンサートの聴きどこ

53個쎅썴쎣썵쎣쎩何回繰쎡返썰썢쎆쎬

썿思썛쎕썰。

ろや楽しみ方について、
お教えください。

쏽쎿쏽쏠쏵쎩構成썰쎢쏫쏽쏚썗썴쎣썵쎣

音楽쎂쎆良썛音楽썿悪썛音楽썮썢쎁

쎅自由쎂委쎄쎠쎣썽썛쎕썰。10回쎂썰쎢

―当時の日本の作曲界は、
ジョン・ケー

썛썿誰썢썣言썛쎕썮썶。作曲年代쎁쎀쎂

個々쎅勝手썾썰。
썬쎠쎂
썢30回쎂썰쎢썢、

ジの音楽思想の影響もあって、
様々な実

썪썷쎦쎠썱、
良썛音楽썷써聴써쎇쎟썛。
썴

言썝썿旋律쎅弾써쎢楽器쎁쎠쎀쎪쎁楽器

験的な試みが行われていました。それら

썝썛썝考썟方쎙썙쎡쎕썮쎞썝。써쎣쎀、良

썾쎙썛썛썮、奏者쎙何人居썽쎙썛썛쎅썾

の潮流について、今回演奏される湯浅

썛音楽썿썛썺썽쎙썛쎤썛쎤썙쎡쎕썰。
人間

10人쎅雅楽쎅쎬쏽쎿쏽쏠쏵썾쎙100人
썰。

譲二（1929-）、一柳慧（1933-）高橋悠

쎅美쎏쎅執着、芸術家쎅主意的쎁思썛

쎅交響楽団썾쎙出来쎢。
繰쎡返썮쎅回数

治（1938-）各氏の作品に触れていただ

쎩徹底썬썲썽쎅音作쎡썢쎠썛썺썶쎪自由

썣自由썾썰썢쎠、
演奏時間쎙30分썷썺썶

きながら、ご紹介いただけましたらと思

쎂쎁썺썶썿썪쎤쎂썙쎢、
良썛音楽썿썛썝쎙

쎡1時間썷썺썶쎡、演奏次第썾変쎦쎡쎕

います。

쎅쎙썙쎢。
썴썝思썛쎕썰。
썴썮썽、
썴썝썛썝

썰。
쎙썸쎤쎪53쎅쏛쏉썗쏽全部쎩早쎘쎂

湯浅譲二쎅〈쏡쏷쏂쎱쎹쏁쏱쏽・쎲쏅쏪

方向쎩作曲家썶썸썣追求썮썽썛썺썶쎉썿

弾썤切썺썽上썣썺썽썮쎕썝쏡쏶쎮쏮썗쎙居

쏡쏳쏃쏐쎭쎹〉쎂쎆生身쎅演奏者쎆居쎕

썻쎅大썤쎁節目썣1964 年썾썮썶。썴쎅

쎣쎇、
遅쎣썽쎛썺썽썛쎢人썣居썽쎙썛썛쎦

썲쎪。쏥쏹쎮쏒・쏘쎮쏄썾作쎠쎣썶쏐썗쏡

年쎂絞썺썽썪썴、聴썪썟썽썦쎢쎙쎅썣썙쎢

써썾썰。

音楽썾썰。쏐쏶쏝쎅放送썣終쎦썺썶썙썿

쎅썾쎆쎁썛썾썮쎞썝썢。

썪썪썾쎅쏳쎮쏴썗쎆쎻썗쏂썿쎆違썺썽、

썾盛大쎂聴썪썟쎢쏁쏭썗쏍썺썽썛썝쏘쎮쏄
―ありがとうございました。

自分쎅美的쎁意思썾、
쏓쎅音쎩土台쎂썰

썣쏥쏹쎮쏒・쏘쎮쏄썾썰쎄。
誰쎙썣音楽썢

53個쎅音型쎩作曲썰쎢썪썿쎙、
쎢썪썿쎙、

쎠쎒쎀遠썛썿思썺썽썤썶雑音썾썮쎞썝。
썴

썮썽썡쎡쎕썰。썮썢썮、썫説明썮썶쎟썝쎁

썪쎂音楽쎩聴썪썝썿썮썶作品썾썰。
쎻썗쏂

今回のコンサートでは、
現代作品を演

具合썾썰썢쎠、
演奏者쎅裁量썣썿썽쎙大

쎛쏳쎮쏴썗쎂優쎢썿쎙劣쎠쎁썛発想쎅転

奏する楽団としてわが国随一の存在であ

썤썛。
聴썦側쎙、
作曲家쎅決쎘썶音쎩演奏

換썾썰쎄。

るアンサンブル・ノマドが出演します。ま

家썣썮썺썢쎡再現썰쎢様쎩味쎦썝썿썛썝

一 柳 慧쎆 、쎻썗쏂썢쎠쎙쏩쏕쏨쏵・

た、
演奏の合間に片山さんの楽しい解説

쎟쎡쎙、쎼썗쏪쎅大쎕썢쎁手順썷써썣決

2썻
쏩쏯썗쏂쏍쎹썢쎠쎙大썤썦影響썬쎣썽、

も入ります。皆様のご来場をお待ちして

쎕썺썽썛썽썙썿쎆何썣起썤쎢썢読쎘쎁썛

쎅流쎣쎅総合쎩1970年前後썢쎠今日쎂

おります。

音楽쎂耳쎩썴쎇썷썽썽、
響썤쎅混沌쎅中

至쎢쎕썾図썺썽썤썶作曲家썿쎙呼쎐쎢썾

쎂自分쎁쎡쎅楽썮쎖쎩発見썮썽썛썢쎁써

썮쎞썝。弦楽四重奏曲第1番쎆썿썛썝썿、

쎣쎇쎁쎠쎁썛。
쎻썗쏂썿쎆쎕썶別쎅次元썢

썪쎣쎆쎕썬쎂1964 年쎅音楽썾썰。五線

쎙썮쎣쎁썛써쎣쎀、
쏳쎮쏴썗썾쎙쎛쎆쎡作

譜썣썙썺썽音符쎙書썛썽썙쎢쎅썾썰썣、

曲家썿演奏家썿聴衆쎅関係쎆伝統的쎁

五線譜쎅上下쎩逆転썮썽弾썛썽쎙쎟썛쎁

西洋쎹쏳쏁쏍쎹音楽쎅썙쎡쎟썝썿쎆썱썛쎍

쎀、演奏者쎅裁量쎅幅썣썿썽쎙大썤썛。

쎪異쎁쎢쎅썾썰。

演奏썰쎢度쎂썢쎁쎡썢썶썸썣違썺썽当썶

1960 年代썿쎆、学生運 動썾쎙何썾

Ensemble Nomado ©Maki Takagi

쎡前쎅自由쎁四重奏쎁쎅썾썰。

쎙、쏒쏍쏡썣仕切썺썽皆썣言썝썪썿쎩聞

쎆今回쎅
高橋悠治쎅
〈쎹쏷쏨쏬쏵쏟II〉

썦썢썶썸쎅上意下達型쎅組織運営썣嫌

曲目쎅中썾쎆썛썸쎇쎪썤썸쎪썿五線譜쎂

쎦쎣썶時 代썾썰쎟쎄。分썢쎡쎛썰썦쎆

書썛썽썙쎢音楽썿썛썝썪썿쎂쎁쎢썢쎙썮쎣

쏜쏍쏞썗썿썢。
抑圧쎅쎁썛쎅썣썛썛。
쎹쏳

쎕썲쎪。
썾쎙、
作曲쎅仕方쎆、
作曲家썣美

쏁쏍쎹音楽쎅世界썾쎙、
全部쎩楽譜쎂썤

的쎁意思썾音쎩選쎍쎅썿쎆違썝手続썤

썸쎪썿書썛썽、썴쎅通쎡쎂指揮者썣合

썣取쎠쎣썽썛쎕썰。
썿썛썺썽쎙、
쎻썗쏂쎅

奏쎩厳格쎂統率썰쎢쎖썶썛쎁行썤方썿

易썾쎆쎁썦、師匠쎅쎹쏅쏔쎷쏃쎅쎛쎡方

쎆別쎅썙쎡쎟썝썣希求썬쎣쎆썯쎘썶時代

쎂学쎪썾쎅数学쎅確率論쎩応用썮썶音

썿言썟쎢썾썮쎞썝。
쎻썗쏂썿쏳쎮쏴썗썾쎆、

쎅選択썾썰。非常쎂音썣散쎠썢썺썽썡쎡

出썽썦쎢音쎆썷썛쎍쎪違썝쎅썾썰썣、쎀

쎕썰。썴쎅散쎠썢쎡方쎂脱人間的썿썛썝

썸쎠쎙1960 年代쎁쎠썾쎆쎅自由쎅風쎩

썢、
人間쎅美쎏쎅썿쎠쎦쎣쎩超썟썶自由

率先썮썽吹썢썲썶作曲家썾썙썺썶썿썛썝

썬쎩感受썾썤쎢썢쎙썮쎣쎕썲쎪。

■公演情報

1964音風景

2021.7.11（日）14：00
[全席指定]一般￥3,000/
U-25（25歳以下）￥1,000
「アンサンブル・アンテルコンタンポラン演奏会」
（8/27）チケットの割引有り
●出演
アンサンブル・ノマド、磯部英彬（エレクトロニ
クス）
、
片山杜秀
（企画監修・おはなし）
●プログラム
湯浅譲二：ホワイト・ノイズによる〈プロジェク
ション・エセムプラスティク〉
高橋悠治：クロマモルフII
ジョン・ケージ：
〈ピアノのための電子音楽〉
より
一柳慧：弦楽四重奏曲 第1番
テリー・ライリー：インC

3

INFORMATION

※以下は6月3日現在の情報です。公演等に関する最新情報は当館ウェブサイトにてご確認ください。

チケット・インフォメーション
《 6.26（土）発売分》
■宮田 大 ミニ・コンサート
8.13（金）19:00

■アンサンブル・アンテルコンタンポラン演奏会
8.27（金）19:00

6・7月の主な音楽イベント

演劇・美 術のイチオシ企 画 !
AC M 劇場

コンサートホール ATM

◆新・未来サポートプロジェクト

◆講座『ディスクとともに語る吉田秀和初代館長の思い出』

ADACHIHOUSEラボvol.1
『目指せミュージカル水戸黄門?』
出演：安達勇人
（歌手・俳優・声優）
加藤良輔
（俳優・歌手）
神田真紅
（講談師）
ICHI（Lockingダンサー）
TAKU（HipHopダンサー）
塚原ゆうき
（マジシャン）
7.31（土）14:00/18:30、8/1（日）14:00
料金
［全席指定］S席¥5,000、
A席¥4,000

お話：大津良夫（水戸芸術館副館長）
ゲスト：堀 伝（水戸室内管弦楽団楽団長）
【第一回】6.13（日）14:00
戦後日本の音楽教育と小澤征爾、水戸室内管弦楽団
【第二回】7.4（日）14:00
パリ、ウィーン、ミュンヘン〜ヨーロッパの芸術都市〜
料金［全席指定］各回¥800
（※財団運営維持会員および水戸芸術館メンバーズ：各回¥500）

◆1964 音風景

7.11（日）14:00
料金［全席指定］一般¥3,000、U-25（25歳以下）¥1,000

現代美 術ギャラリー
◆第52回水戸市芸術祭 美術展覧会第2期

※「アンサンブル・アンテルコンタンポラン演奏会」のチケット割引あり。

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
（入場無料/要事前予約）

□ 6.19（土）12:00〜12:30/13:30〜14:00 加藤慶子
□ 6.26（土）11:00〜11:30/12:30〜13:00 尾崎麻衣子
□7.10（土)12:00〜12:30/13:30〜14:00 中澤未帆
□7.31（土）12:00〜12:30 本田ひまわり

■所 香菜 ピアノ・リサイタル
9.5（日）15:00

6.23（水）〜7.4（日）
［公演内容］書・写真・デザイン・イン
スタレーションの作品を紹介する、
市民の方々による美術展覧会です。
［休館日］月曜日
［開館時間］9:30〜18:00
※入場は17:30まで

［入場料］無料

美術展覧会第2期
（2019）
インスタレーション

茨城の名手・名歌手たち 第30回 出演者オーディション

2021.11.23（火・祝）に開催予定の演奏会に向けて出演者オーディションを行います。
【開催日】
：管楽器、
打楽器
（以上ソロ）
、
器楽アンサンブル
（2人〜5人）
8.7（土）
8.8（日）
：声楽
【申込受付期間】6.22
（火）
〜7.6
（火）
［当日必着］
【資料請求方法】・当館ウェブサイトよりダウンロード
・当館エントランスホールチケットセンターにて直接入手
・84円切手を貼付した返信用封筒と、
受験する楽器
（編成）
を書いた
メモを同封し、
右記宛先まで郵送

※出場資格等、
詳細は応募要項、
またはウェブサイトをご覧ください。
【お問い合わせ】
水戸芸術館
音楽部門
「茨城の名手・名歌手たち」
係
〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-6-8
TEL.029-227-8118（担当：鴻巣・篠田）

2021年6月8日発行（第243号）
編集：水戸芸術館音楽部門 ｜ 中村晃、関根哲也、高巣真樹、篠田大基、鴻巣俊博、高木春佳
発行：
（公財）水戸市芸術振興財団 〒 310-0063 茨城県水戸市五軒町 1-6-8 Tel.029-227-8118（音楽部門）
Tel.029-231-8000（チケット予約センター 9:30〜18:00・月曜休館） https://www.arttowermito.or.jp/
デザイン：K5 ART DESIGN OFFICE.
印刷製本：山三印刷株式会社

1964年、
経済成長と共に
東京では屋上ビアガーデンが
開店ラッシュ!
50軒に達したらしいよ。

■ 編 集 後記
蒸し暑い日が多くなり、仕事終わりはもっぱらビールです。水戸の駅ビルには某大手クラ
フトビールのレストランがあるし、住宅街の中にもマイクロブルワリーが…。水戸が密かに
「クラフトビール都市」になりつつあります。
（ 鴻）

最 近 私の中で辛い物ブームが到来しているのですが、白い服を着ているときに限って辛
い物を食べたくなる自分がだんだん嫌になってきます… . 。私 服に白い服が圧倒的に多い
事に気づきました。
（ 春）

あずまきよひこ『よつばと! 』がコミック15 巻、連載18 年にして、漫画の中の時間は半年も
経っていないと知り驚愕。1話がだいたい1日にあたるペースとか… ! ところで、四つ葉の
クローバーを見つけるのがなぜか得意です。
（ 篠）

小さい頃にピアノを習った先生は声楽 専門の方で、大きなイヤリングがトレードマーク。
歌っている時が一番 輝いているマダムでした。それから約四半世紀、久しぶりに弾くピア
ノが楽しい今日この頃。いつのまにか基礎を培ってくれていた先生に感謝。
（ 樹）

4 年半ぶりくらいにスマホを変えました。愛用してきた小さめの機種はもはやなく、大きく
て重いけどやむなしと購入を決めた機種が今やほとんど最小クラスなんだそうで。老眼に
は少し優しくなりました。
（ て）

第2次大戦後、
芸術音楽の伝統に風穴を空けたジョン・ケージと西欧の伝統に依拠しつつ新し
い音響を模索したピエール・ブーレーズ。
2人は親交を結び、偶然性をめぐり決別した。この両者
が核となる演奏会が、
「1964音風景」
と
「アンサンブル・アンテルコンタンポラン」
公演だ。
（中）

