
幹事より一言ごあいさつ 
　本日は、お忙しいところ足をお運びいただきありがとうござい

ます。エイパ（正式名：特定非営利活動法人日本アマチュア演奏

家協会）は1974年に東京で発足し、以来40年以上のべ数千人の

会員を抱えて活動してきましたが、その間一度も栃木県には例会

ができたことはありませんでした。私も東京や埼玉へ足を伸ばし

ていましたが、やはり近くのみなさんとも室内楽を楽しみたいと

思い、2016年4月に宇都宮例会を立ち上げました。まだまだ小さ

な例会ですが、今回の発表会には地元栃木で活躍している方々に

もたくさんご参加いただき、また遠くは鎌倉などから参加くださっ

た方もあり、大変充実した発表会となりました。出演者のみなさ

んに、厚く御礼申し上げます。 

エイパ入会方法 
エイパについて 
　NPO法人日本アマチュア演奏家協会（略称APA「エイパ」）は、1974年に

東京で井上某により設立されました。井上はJ.S.バッハ研究者で「広辞苑」

のバッハの項の執筆者でありますが、同時にアマチュア演奏家でもありま

した。合奏相手でもあった最愛の娘を亡くした失意のある日、通りすがり

の家から聞こえる楽器の音を耳にした井上は「誰知らぬその人と、合奏で

きたらどんなに楽しいだろうか。きっと日本中に沢山いる、こういう音楽

を愛する人同士の連絡網はできないだろうか」と思いつきました。そんな

井上の素朴な願いが実を結び、エイパは、音楽合奏を愛好する人々の、日

本で唯一の全国ネットワークとして、1974年に発足しました。 

　会員数は1,000人を超え、プロを招聘した年次大会・国際音楽祭等の音

楽イベントの開催や、全国に44ある地域の例会での音楽活動がさかんに行

われています。 

宇都宮例会の主な活動 
　　月1～∞回：通常例会 #室内楽アンサンブルの練習 

　　年3回：演奏合宿 #地の利を活かした100%天然源泉掛け流し付き 

　　年1回：コンサート #今日のこれです 

　　不定期：プロを招いての室内楽の勉強会 

　　不定期：福祉施設やイベント等への出張演奏 

入会するには 
　ご興味のある方は、お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスをお知

らせいただくか（apa-utsunomiya@gmail.com）、幹事まで一声おか
けください。#会員はアカデミアが10%OFFになります!!

APA宇都宮例会 
一周年記念コンサート 

2017年9月2日(土) 13:00開演 
雀宮 まつぼっくり にて 

13:00 

メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番ニ短調Op.49 

13:35 頃 

ベートーヴェン 弦楽三重奏曲ハ短調Op.6-3 

休 憩 

14:10 頃 

チェロアンサンブル 
フンク 組曲 

ゴルターマン セレナード 

クレンゲル ガボット 

3分間クッキングのテーマ 

イバノビッチ ドナウ川のさざなみ 

モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス 

14:35 頃 
モーツァルト 弦楽四重奏曲ハ長調KV.465「不協和音」 

休 憩 

15:15 頃 
ブラームス 弦楽四重奏曲第1番ハ短調Op.51-1 

15:50 頃 

ラヴェル 弦楽四重奏曲へ長調Op.35 

# 時間は目安です。演奏の都合により大幅にズレる可能性がございます。

プログラム

打ち上げのご案内 
雀宮駅へ歩いていく途中左側少し入る 

「焼肉松井」 
費用実費 

お客さまもご一緒にどうぞ。感想などお聞かせください。



5. ブラームス 弦楽四重奏曲第1番ハ短調Op.51-1 
Vn1 高松 恭子 / Vn2 慶光院 尚子 / Va 浅生 穎一 / Vc 桑名 俊光 

　弦楽四重奏曲第1番ハ短調作品51-1は、ブラームスが40歳を迎えた1873年、第2番作品

51-2と同時に、最初に「発表」した弦楽四重奏曲である。「発表」と強調したのは、この

曲は第1番とカウントされているものの、最初に「制作」された曲ではないからである。 

　ブラームスは自己批判が強く完璧主義で、曲を発表するのに大変に慎重だったため、弦

楽四重奏の分野でも、作品51の2曲を発表するまでに多くの歳月を要した（この2曲の制作

自体も最低8年間を費やしている）。その前にも20曲を越える習作を書いたが、「発表す

るに値しない作品」として、全てを破棄してしまったらしい。先人ベートーヴェンの残し

た16曲の弦楽四重奏曲を偉大なものとして敬いつつ、それらを超えるような作品を生み出

さねばならないという重圧に常に悩まされ、とてつもなく高いハードルを自らの中に設定

していたのであろう。 

　しかし、現代のアマチュア奏者の立場からすると、破棄した作品のうちいくつかでも残

しておいてくれたならば、重要かつ歓びに満ちたレパートリーになっていたに違いないと

考えると、くれぐれも残念だと思わざるを得ない。 

　もっとも、結果として残された3曲はいずれ劣らぬ佳作ぞろいであり、この曲もそんじょ

そこらの「第1番」とは違って、なんと完成度の高い作品であろうか。演奏を聴いた者がそ

こに少しでも未熟さを感じたとすれば、それは奏者のせいであり、少しでも感動を覚えた

とすれば、それは作品の力である。奏者にとっては全く割りに合わない曲と言えるが、そ

れを分かっていてもなお取り組みたいと思わせる内容と魅力に詰まった、禁断の果実のよ

うな作品である。 

第1楽章 Allegro（ハ短調）  

　付点のリズムとシンコペーションに乗って進む旋律は、暗い情熱と内に秘めたエネル

ギーを感じさせるが、そのエネルギーの大きさと対比された哀切感が印象的。 

第2楽章 Romanze: Poco Adagio（変イ長調）  

　第1楽章から引き継いだ付点のリズムに、今度は3連符が絡み合う。なかなか縦の線が合

わず、苦い思い出(トラウマ)を抱いている弦楽器奏者は少なくないとか…。 

第3楽章 Allegretto molto moderato e comodo（ヘ短調）  

　何度も繰り返される踏ん切りのわるいメロディが、ブラームスらしい孤独な歩みを感じ

させる。途中、華やかな舞踏会の調べが聴こえてきたかと思いきや、実はそれも夢で、一

層の孤独感を深めるというような展開。 

第4楽章 Allegro（ハ短調）  

　常に何かに追われているような切迫感に充ちた楽章。たまに平穏さが訪れたと思うと、

暗い情熱の激流にたちまち呑み込まれ、そのエネルギーに終始圧倒されながら締め括りを

迎える。（桑名） 

6. ラヴェル 弦楽四重奏曲へ長調Op.35 
Vn1 八巻 一康 / Vn2 石堂 慎士 / Va 二本木 真宏 / Vc 萱森 康隆 

　初めてこの曲を聴いた私の印象。流麗で、美しく、どこかフワフワしていて…といった

感じで、割と好きでした。しかしいざ楽譜を開いてみると、そこにはカオスな世界が。私

だけかと思いきや、どうやら全パートがそうらしい。初合わせの日、一回通すのに半日か

かりました。かつてなく4人で焦りました。合奏してみて初めて気付く、緻密の極み。それ

を１つ１つ紐解く苦労と快感。八巻さんが毎回差し入れてくれるスイーツの美味しさ。な

んやかんやで、30分ほどで通せるようになりました。フランス独特の色彩感、香り。どう

ぞ五感を刺激されてください。（二本木）

プログラムノート 4. モーツァルト 弦楽四重奏曲ハ長調KV.465「不協和音」 
Vn1 小松崎 倫子 / Vn2 慶光院 尚子 / Va 中村 淑江 / Vc 菊地 史郎 

　モーツァルトの弦楽四重奏曲のうち、よく演奏されるのは、ハイドンセットと言われ

る、師ハイドンに捧げられた6曲の弦楽四重奏曲と、プロシャ王セットと呼ばれる、3

曲の弦楽四重奏曲ではないでしょうか。演奏するのは、そのうちのハイドンセットの6

曲目です。モーツァルトの作品は、ケッヘルが整理した番号がついています。私は、こ

の3桁の数字がさっぱり覚えられないのです。それは、どうでもよいことですが。今日

の4人の演奏者が分担して、4つの楽章の解説を書いてみました。（菊地） 

第1楽章 〔序奏〕Adagio 4分の3拍子 〔主部〕Allegro ハ長調 4分の4拍子 ソナタ形式 

　力の入れぐあいが露骨に作品に顕れるモーツァルトの中で、文句なく「力作」に分類

される弦楽四重奏曲。精緻に作り込まれており、研究すればするだけ新しい発見がある

ので面白く弾けるが、裏を返せば完全なる理解への道のりははてしなく遠い。 

　序奏の冒頭でVaのAs音とVn1のA音が一瞬重なるように聞こえるので「不協和音」の

通称がついていますが、主部はモーツァルトらしい、快速で明るい曲想です。彼のオペ

ラのように、いろんな声部の登場人物が出てきて、入れ替わり立ち替わり歌います。上

手く演じ分けられるかな？5回くらい主題が出てきますが、毎回和声付けが異なるので

飽きません。（慶光院） 

第２楽章 Andante cantabile ヘ長調 4分の3拍子 展開部のないソナタ形式 

　一見明るくおおらかな長調の音楽ですが、どこか寂しげで、少し翳りの表情を持つ楽

章です。曲が進んで行くにつれて、その陰影がはっきりと響き始めます。最後の方は、

内声部が音の高さを変えながら、何度も同じリズムを繰り返し、単調な中にも哀しみや

懐かしさを歌い上げるところにMozartの素晴しさが表れています。 

　この曲を聴いていて、私自身は一番好きな楽章ではありますが、表現するのは１番難

しい音楽だと思います。私たちも練習の時から、この2楽章に関しては、いろいろな意

見を出し合いながら様々な表現方々や弾き方についてアプローチを試みました。今日は

そんな苦労が少しでも表現できれば幸いです。（小松崎） 

第3楽章 Menuetto Allegro ハ長調 4分の3拍子 

　半音階を使った流れるようなフレーズを含んだメヌエット、鋭角的で遊び心のあるト

リオ。（中村） 

第4楽章 Allegro ハ長調 4分の2拍子 ソナタ形式 

　私がこの曲の初めて出会ったのは、高校か大学の時。FM放送でクラシック番組をい

ろいろ聞いていたときです。バルトーク弦楽四重奏団が来日して演奏した時の録音でし

た。印象に残るところがたくさんあり、すぐに好きになりました。終楽章で言えば、ド

ドシという、ユニゾン。最後の方で、ファーストヴァイオリンとチェロが輪唱のように

歌うところです。今日聞かれたみなさんも、どこか印象に残るところや、好きなところ

が見つかるとよいのですが。（菊地）

1. メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番ニ短調Op.49 
Pf 曽我 栄子 / Vn 家入 蒼生夫 / Vc 西田 満 

　メンデルスゾーンというと、結婚行進曲、ピアノ曲の「春の歌」、ヴァイオリン協奏

曲などがよく知られています。室内楽の作品も多く、弦楽四重奏曲が6番まで、弦楽五

重奏曲が2曲、そして有名な弦楽八重奏曲などがあります。ベートーヴェンやシューベ

ルトの作品に比べると、弦楽八重奏曲以外は演奏される機会は少ないですが、どれも素

晴らしい作品です。 

　さて、これから演奏するピアノ三重奏曲。この曲だけが、今日の演奏曲目の中で、ピ

アノの入った室内楽曲ということになります。音楽仲間では、ヴァイオリン協奏曲は、

メンコン、そして、弦楽八重奏曲はメンパチなどと呼ばれますが、このピアノ三重奏曲

はメントリとして親しまれています。メンデルスゾーンは、第2番も書いていて、こち

らもなかなかよい曲なのですが、圧倒的にこの1番の方が有名です。 

　第1楽章はチェロのゆったりとしたソロで始まり、第2楽章は3つの楽器がゆっくりと

したと美しいメロディーを歌い交わします。第3楽章は、真夏の夜の夢の中の音楽など

にも使われている、メンデルスゾーンお得意のスケルツォ。そして終楽章は、情熱的は

アレグロ。ニ短調で始まりますが、最後はニ長調に転調し明るく華やかに曲を締めくく

ります。（家入代） 

2. ベートーヴェン 弦楽三重奏曲ハ短調Op.6-3 
Vn 木村 章子 / Va 木村 俊明 / Vc 馬場 正恭 

　作曲は1798年でピアノソナタ「悲愴」を作曲した頃、日本でいえば江戸時代後半に

入った11代将軍家斉の寛政改革の時代だとか。ベートーヴェンは30歳手前、新進気鋭

のピアニスト/音楽家だった頃ですが、もうすでにひどい難聴だったそうな…。 

　曲は4つの楽章に分かれ、「悲愴ソナタ」と同じ得意のハ短調で始まります。青年期

の作品らしく溌剌としていながら、とても洗練されたものだと思います。 

　弾く側からすると、弦楽四重奏などで４人でやることを3人でやるわけで、高音や重

音、メロディ分担が多く、演奏者にとって悩ましい箇所がたくさんあります。 

　私たちの喜びと苦しみを、是非お楽しみ下さい。（馬場） 

3. チェロアンサンブル 
Vc1 菊地 史郎 / Vc2 瀬畑 むつみ / Vc3 川原 淳一 / Vc4 馬場 正恭 

　チェロだけの合奏というと、真っ先に思い出すのは、ベルリンフィルの12人のチェ

リストのものではないでしょうか。1曲目は、彼らのアルバムにもある、フンクの組曲

です。2曲目は、チェロの四重奏では定番となっている、ゴルターマンのセレナード。

3曲目は、クレンゲルの4つの小品から、ガボット。次に、ちょっと趣向を変えて、

キューピー3分間クッキングのテーマ曲。（編曲はエイパ会員のチェリスト石島さんで

す。次のイヴァノヴィッチも）イヴァノヴィッチのドナウ川のさざ波。 

　最後は、モーツァルトのアヴェヴェルムコルプス。私は、宇都宮大学管弦楽団でチェ

ロを弾いていましたが、その時の同級生でコンサートマスターだった、故瀬畑（旧姓園

田）健雄さんに、最後の曲の演奏を捧げます。彼は、熊本に住んでいて、もうすぐ真岡

市に引っ越すという時に、大地震に見舞われました。その時の無理がたたったのでしょ

うか、昨年急逝されました。真岡に引っ越してきたら、また室内楽で楽しめるねと話し

ていた矢先の出来事で、本当に残念でなりません。もう、かなり前になりますが、この

まつぼっくりで、毎年チェロの四重奏を楽しんでいましたが、奥さんのむつみさんのアッ

シー君で来ていた健雄さんが、ヴァイオリンを持ってきていたので、私が、チェロの高

い音域で弾かなくてはならず、苦労していたときに、この曲のファーストチェロのパー

トを弾いてもらったことがありました。そんな、思い出の曲です。（菊地）
1月例会　 

決意のお書き初めを眺める「きぶな」


