
  文京フィルハーモニック管弦楽団 

第 23 回定期演奏会 
2023 年 1 月 22 日(日) 

13:30 開演 

板橋区立文化会館大ホール 

 

♪♪♪♪♪ ご挨拶 ♪♪♪♪♪ 

 

本日は、文京フィルハーモニック管弦楽団第 23 回定期演奏

会へお越しいただきまして誠にありがとうございます。 

2006 年に創立された社会人によるアマチュアオーケストラ

が活動 15 周年というところでコロナ禍に見舞われ、この三

年間、様々な制限がある中、楽員一同力を合わせて、新型

コロナウイルスと音楽に立ち向かってきました。 

今回はブラームスの交響曲 2 番というアマオケでも人気の

ある曲をメインに据え、ブルックナー、ベートーヴェンと

ドイツの名作曲家の佳作を並べ、それぞれに難所が全然違

うという今までにないプログラムとなりました。 

ズバリ今回の聴きどころは、「音色」です。いままで散々、

音程が悪い、弦楽器が弱いと言われ続けた当楽団が、いよ

いよオーケストラらしい艶やかな響きをお届けできるのか?

結果についてはアンケートに記載してお知らせいただけれ

ば幸いです。 

 

音楽監督・主席常任指揮者 

野 勝治 

  



 

♪♪♪♪♪ 本日の演奏曲 ♪♪♪♪♪ 

 

アントン・ブルックナー (1824 年生-1896 年(72 歳)没) 作曲 

・序曲 ト短調 WAB*98（*ブルックナー作品目録番号） 

 

ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン (1770 年生-1827

年(56 歳)没) 作曲 

・交響曲第 2 番 ニ短調 作品 36 

   

第 1 楽章 Adagio molto (とてもゆるやかに) - Allegro con 

brio (元気に快速に) 

  第 2 楽章 Larghetto (適度にゆったりと) 

  第 3 楽章 Scherzo (スケルツォ：諧謔曲) 

  第 4 楽章 Allegro molto（とても快速に） 

 

< 休憩:10 分 > 

 

ヨハネス・ブラームス (1833 年生-1897 年(63 歳)没) 作曲 

・交響曲第 2 番 ニ長調 作品 73 

   

第 1 楽章 Allegro non troppo (速すぎず快速に） 

  第 2 楽章 Adagio non troppo (遅すぎずゆるやかに) - 

L'istesso tempo, ma grazioso (同じテンポで、しかし優雅に） 

  第 3 楽章 Allegretto grazioso (優雅にやや快速に) - Presto 

ma non assai (極めて速く、しかし適度に)-Tempo I (最初のテ

ンポで) 

  第 4 楽章 Allegro con spirito (元気に快速に) 

  



 

 

 

 

♪♪♪♪♪ 楽曲解説 ♪♪♪♪♪ 

 

アントン・ブルックナー作曲：序曲 ト短調 
 

ブルックナーの序曲を最初に練習したときに感じたのは、

「普通にいい曲だな」という印象でした。定型的な、あま

りにも定型的すぎる構成−ゆっくりした導入部から厳格なソ

ナタ形式に従う本体に続き、コーダで盛り上がって終わる−

おおよそ序曲といえばそんなものだろうという安心感のあ

る曲だなと思ったのです。 

 

一方でブルックナーらしさが全くないかといえばそんなこ

ともありません。最初のオーケストラ全体でのオクターブ

下降の強奏はなんとなく交響曲第 9 番の第一楽章の冒頭で

最も盛り上がる部分（63 小節目）のそれを感じさせます

し、序曲の第二主題の甘美なフレーズは同じく交響曲第 9

番の第三楽章のフレーズに似ているようにも聞こえます。

けれども、後世ブルックナーの名を冠して呼ばれることに

なる様々な技法（ブルックナー開始・ブルックナーリズ

ム・ブルックナー終止など）は影を潜めていますし、そも

そも曲も短いのです。 

 

この「ブルックナーらしさが出かかっている感」が何に由

来するのかといえば、当時のブルックナーの状況にあるよ

うです。オルガニスト・宗教曲作家としてキャリアを開始

したブルックナーは 30 歳前後から改めて作曲を勉強しなお



します。最初についた師匠からは厳格な音楽理論を仕込ま

れ、次についた師匠からはベートーヴェンやシューマンの

交響曲など、当時の「生きた」楽曲の分析を通してオーケ

ストレーションの勉強をしたことがわかっています。序曲

は 1862 年の 11 月から 1863 年の 1 月、この勉強の時代の最

終期に書かれました。ブルックナーが初めて生でワーグナ

ーの曲の演奏に接したのはこの直後、1863 年 2 月のこと。

当時ブルックナーは 38 歳でした。この序曲と同時期に最初

の交響曲（00 番）を書き、彼は交響曲作家への第一歩を踏

み出します。 

 

結局のところ、この序曲が示していることを言い直せば、

「後の交響曲作家としてのブルックナーらしさの半分」な

のだろうと思います。だからこそ、この序曲はドイツ古典

派や前期ロマン派の自然な延長としての「普通にいい曲」

であり、そこはかとなく後年の作品の響きを先取りしてい

る部分もあるのでしょう。この序曲が交響曲作曲家として

のブルックナーの処女作だとすれば、「作家は処女作に向か

って成熟しながら永遠に回帰する」というよく聞く言葉

は、ブルックナーにこそよく当てはまるかもしれません。 

 

普通のことを普通に実行することほど難しいことはありま

せん。当楽団にそれができるのか、ご笑覧いただければ幸

いです。 

 

（トランペット：市川翼） 

 

  



 

 

 

 

ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン作曲： 

交響曲第 2 番 

 

交響曲第二番は、1802 年にベートーヴェンがウィーン郊外

のハイリゲンシュタットで作曲し、1803 年にウィーンで初

演されたものです。ちょうどこの頃、ベートーヴェンは、

自分の耳の病が悪化していることを自覚し、弟達にあてた

遺書を書いています。にもかかわらず、絶望を意識してい

たとは感じられない明るく前向きな曲調が特徴です。交響

曲第一番が古典派の色を残していたのに対し、第二番はロ

マン派音楽への転換の様相が随所に見られ、ベートーヴェ

ンっぽさを感じさせられる交響曲です。交響曲第三番「英

雄」が余りにも個性的で有名な作品であるため、影に隠れ

てしまうことが多いのですが、第二番もベートーヴェンが

力を入れて作曲した名曲です（演奏時間は約 35 分）。 

 

まず、冒頭のジャジャーンから始まる第一楽章は、緊張感

を持った序章で始まり、チェロとヴィオラの軽快な第一主

題、そして管楽器の行進曲風の第二主題へと疾走。若々し

さや力強さにあふれ、第一楽章だけでもお腹いっぱいにな

れそうです。 

 

続いて第二楽章は、第六番「田園」が主に作曲されたハイ

リゲンシュタットで作曲されただけあり、牧歌的でロマン

チックな美しいメロディーです。「田園」には、雷や嵐が来

るなど物語がありましたが、この曲はどちらかというと穏



やかな休日が似合います。まるで第一楽章で満足した人の

眠気を誘う心地よさです。 

 

そして、第三楽章は、突然、交差点のど真ん中に立たされ

たような気にさせるスケルツォ、フォルテとピアノは赤信

号と青信号が交互に代わる様なのか、メリハリの利いたダ

イナミックな曲調です。 

 

最後は、第三楽章の激しさを残したまま始まる第四楽章。

フィナーレに相応しい華々しさで、弦楽器と管楽器がメロ

ディーを奏で、こちらは回転木馬からスリルのある乗り物

までそろった遊園地の楽しさに似た趣があります。 

 

以上はあくまで筆者個人の感想ですが、実は、この交響曲

第二番は、コロナ禍で中止になった前々回の定期演奏会で

演奏するはずでした。中年になってからチェロを始めた筆

者が、文京フィルに入団して、初めてオーケストラでチェ

ロを演奏した交響曲でもありましたので、再び演奏する機

会が持てて嬉しく思っています。ベートーヴェンの交響曲

は奥が深いのですが、私のようなアマチュアも楽しんで演

奏できる度量の広さも持ち合わせています。楽譜にあるす

べての音符を忠実に弾けなくても、オーケストラ全員の息

と気持ちが合えば、楽しく合奏ができます。弦楽器を触っ

たことがあるという方がいらっしゃれば、是非、練習の見

学にお越し頂ければと思います。 

 

（チェロ：田村崇行） 

 

  



 

 

 

 

ヨハネス・ブラームス作曲：交響曲第 2 番 

～リサイクル職人、短 2 度への執着～ 

 

ブラームス交響曲第 2 番、4 つの楽章を持つ（急―緩―急―

急）全体で 45 分程度の大作です。この長大な曲を最後まで

飽きずに、眠気を我慢して聴いて頂くのは至難の業だと思

います。この文章が、少しでも音楽を楽しむための手助け

になれば幸いです。 

 

たとえば友人との会話で、45 分間あますところなく、たっ

ぷりと自分の思いの丈を語ったつもりなのに、相手から

「つまりこういうことでしょ？」と一言でまとめられてし

まうことがあります。なんとも切ない話ですが、冷静に振

り返ると長々喋ったものの結局伝えたいことはひと握りだ

けだった、というのは誰にも心当たりがあるのではないで

しょうか。 

 

曲はチェロとコントラバスの「レド＃レ」という低く落ち

着いた伴奏で静かに始まります。これにアルプスの清々し

い空気を漂わせるホルンのメロディーが第 1 主題を紡いで

ゆきます。 

この「レド＃レ」という短 2 度でつながる 3 つの音こそ、

ブラームスがこの長大な曲全体を通してもっとも言いたか

ったことのひとつで、曲が進むにつれ随所に現れてゆきま

す。調性やリズムを鮮やかに変えながら、たとえば「ラー

ソ＃ラ(ファ＃)」や「レーッド＃レ(ファ＃レ)」など。とき



には音型をひっくり返したりしながら、たとえば「(ファ＃)

ファ＃-ソファ＃(ミレミ)」のように。 

作曲家が最も伝えたいメロディーは、曲のクライマックス

で奏でられる例が多いのですが、この曲も然り、様々な

「レド＃レ」音型が、神の楽器トロンボーンをはじめ色々

な楽器によって高らかに大音量で歌われます。 

 

彼の遺した作品にはこの音型がよく見られますが、興味深

いことに、本日のプログラム前半に演奏されるベートーヴ

ェン交響曲第 2 番、冒頭の堂々とした序奏のあと速いテン

ポの第 1 主題、これも「レド＃レ(ミファ#)」で始まりま

す。そして同じ様に、曲全体を通して短 2 度が執拗に繰り

返されます。ブラームスは先達ベートーヴェンから大きな

影響を受けたとされますが、同じ調性で同じ第 2 番、この

辺りにもその影響が感じられるかもしれません。 

 

ブラームスのものとされる言葉に「ドヴォルザークの仕事

場のゴミ箱から、いくつか旋律を拾い出してつなげれば曲

になる」というのがあります。美しいメロディーを次々と

生み出す後輩ドヴォルザークへの称賛とともに、「メロディ

ーは思うように浮かばないものの、リサイクルした素材を

職人技で自在に料理」するブラームスの手腕、への自信の

表れにもとれます。 

 

さて、本日の演奏会では、曲全体でいくつ「レド＃レ」が

現れるでしょうか？そして、ブラームスはなぜ「レド＃

レ」の短 2 度音型にそれ程までに執着していたのか？そも

そも「短 2 度」を使って音楽的に何を表現したかったの

か？など、興味は尽きないところですが、このお話の続き

は文京フィルにて。毎週土曜日に練習しておりますので、



ぜひ見学にお越しください。そして一緒に音楽を楽しみま

せんか？初心者大歓迎です♪ 

 

（ヴィオラ：川上晴輝） 



♪♪♪♪♪ 文京フィルハーモニック管弦楽団について ♪♪♪♪♪ 

 

文京フィルハーモニック管弦楽団は 2006 年 7 月設立の楽団

です。 

楽器初心者や合奏未経験者と一緒に管弦楽を楽しむことを

目的として設立されました。 

 

・Audier, Spectare bene をモットーとします｡(ラテン語「よく

見る、よく聞く」という意味です。) 

・楽器初心者・合奏未経験者を中心とした楽団です。 

・練習に来ない上手な人より、練習に来る下手くそを大切

にする楽団です。 

・技術の向上のみならず、人間的なつながりを大切にする

楽団です。 

・「毎回本番」を標榜し、練習を大切にする楽団です。 

・リズム、メロディー、ハーモニーを大切にする団です。 

・他のアマオケがやっているから、という理由だけで音楽

をしない楽団です。 

・練習した曲は使い捨てではなく、レパートリーに出来る

楽団です。 

・室内楽に積極的に取り組み、演奏技術の向上を図る楽団

です。 

・色んな音楽のあり方を否定しない楽団です。 

・先生やトレーナーはいません（今のところ）、音楽を習う

場ではなくて、演奏を実践する楽団です。 

 

  



♪♪♪♪♪ 本日の演奏者 ♪♪♪♪♪ 

 

指揮 

 野 勝治 

 

第 1 ヴァイオリン  

 大嶋 涼子  

 坂本 昌士 

 寺田 未登 

 濱本 忠直 

 藤井 麻実⭐︎  

 

第 2 ヴァイオリン 

 荒井 葉子 

 大澤 晶子 

 片山 貴博⭐︎ 

 河村 世礼奈 

 草野 友紀  

 宮崎 大二 

 山本 洋子 

  

ヴィオラ 

 大谷 みち子 

 川上 晴輝  

 高橋 誠  

 茶木 京子⭐︎ 

  



 

チェロ 

 郡司 ふみ 

 古賀 美紀 

 田村 崇行⭐︎ 

 朴 善恵 

 

コントラバス 

 上田 慎也⭐︎ 

 

フルート 

 木村 華子⭐︎ 

 髙野 真里 

 

オーボエ 

 生野 大介 

 山田 睦雄⭐︎ 

 

クラリネット 

 金澤 千春⭐︎ 

 福原 真由美 

 

ファゴット 

 新井 友樹⭐︎ 

 倉嶋 和良 

  



 

ホルン 

 伊藤 瑠美 

 大西 萌 

 鈴木 健一⭐︎ 

 鈴木 祐佳 

 

トランペット 

 市川 翼 

 野村 英司⭐︎ 

 

トロンボーン 

 上田 英樹♬ 

 堀田 亜樹子⭐︎ 

 丸茂 雄斗♬ 

 

チューバ 

 鈴木 梨胡♬ 

 

ティンパニ 

 益田 雄真 

  

⭐︎ パートリーダー 

♬ 賛助出演  

  



 

♪♪♪♪♪ 次回 第 24 回定期演奏会のお知らせ ♪♪♪♪♪ 

 

本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。 

次回の演奏会にもお運びいただけると幸いです。 

 

2023 年 9 月 24 日(日) 午後 

板橋区立文化会館大ホール 

 

今後とも文京フィルハーモニック管弦楽団をよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 


