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●MUSE Special Program│p2-3

ベルトラン・ドゥ・ビリー&ウィーン放送交響楽団が
ミューズに再登場！

●CLOSE UP MUSE│p4-5

・夏休み！ミューズ“とことこ”探検ツアー
・ミュージカル「葉っぱのフレディ」－いのちの旅－

・ピアニストの田部京子さんによる
「アウトリーチ・コンサート」を開催
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クルージング・インフォ・マート

ミューズへ、そして読者の皆さんへ。

Cruising info mart
“お昼どき”
パイプオルガン500円コンサート
～夏の空に輝く七夕コンサート～

1
2009年7月3日（金）アークホール
①開場11時　開演11時30分　
②開場14時　開演14時30分
出演／オルガン：近藤 岳
曲目／ウィリアムズ：「スター・ウォーズ」より

バッハ：パッサカリア ハ短調 ほか
●パイプオルガンの魅力を堪能できて楽しかった。テーマ
を話してくださったので、聴きながら頭の中でいろいろ
広がった。（所沢市・女性）

●大きいスクリーンで手元・足元も見ることができて良かっ
たです。音色に酔いました。（川越市・会社員）

●こんなに素晴しいコンサートが500円なんて大満足で
す!!パイプオルガンの音はいつ聴いても癒されます。
（東大和市・主婦）

MUSEカフェ＝コンセール
～室内楽・リサイタル・シリーズ～

森麻季 ソプラノ・リサイタル
4
2009年7月18日（土）マーキーホール
開場17時30分　開演18時
出演／ソプラノ：森麻季

ピアノ：山岸茂人
曲目／ヘンデル：オンブラ・マイ・フ

山田耕筰：からたちの花
プッチーニ：私のいとしいお父さん ほか

●透明感のある美しいソプラノを聴かせていただ
き大満足でした。（所沢市・女性）

●確かなテクニックと表現力は、さすが世界でご
活躍されている方だと納得しました。（豊島区・
女性）

●夏の蒸し暑さを吹き飛ばすような、涼やかな声
に魅せられました。（所沢市・主婦）

第63回所沢寄席
「柳家小三治独演会」3

2009年7月11日（土）マーキーホール
開場18時　開演18時30分
出演／柳家小三治 ほか
●芸の年輪を重ねた語り口が心に染みました。
（東村山市・公務員）
●小三治さんの落語は彼の持ち味が存分に出てい
てとても素晴しかったです。（所沢市・女性）

●実力者3人の大汗をかいての熱演に感動しました。
（所沢市・会社員）

米村でんじろう
サイエンスショー6

2009年8月20日（木）マーキーホール
①開場13時　開演13時30分
②開場16時　開演16時30分
●おもしろい科学を体験できて、と
ても楽しかったです。（飯能市・小
学生）

●でんじろう先生の説明がとても分か
りやすくて、大人でもたっぷり楽しめ
ました。（新座市・女性）

●楽しかったです。子供たちもとても
喜んでいました。夏休みのいい思
い出になりました。（所沢市・主婦）

親子で楽しむ
クラシックコンサート
「音楽の絵本」

5
2009年7月21日（火）マーキーホール
①開場10時30分　開演11時
②開場14時30分　開演15時
出演／ズーラシアンブラス、弦（つる）うさぎ
曲目／剣の舞、崖の上のポニョ、とんでったバナナ

威風堂々 ほか
●動物たちがかわいくて、演奏も楽しくてとても良かった
です。（所沢市・小学生）

●知っている曲があって楽しかったです。いろいろな楽器
があっておもしろかったです。（所沢市・小学生）

●まるで本物の動物たちが演奏しているようで、自分も一
緒に演奏している気持ちになりました。（所沢市・女性）

スタニスラフ･ブーニン＆
ワルシャワ国立
フィルハーモニー管弦楽団

2
2009年7月4日（土）アークホール
開場17時30分　開演18時
曲目／ショパン：ピアノ協奏曲第1番

チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」ほか
●ベテラン揃いの安定感ある演奏で大変楽し
めた。指揮者、オケ、ソリストの相性もピッタ
リだった。（所沢市・女性）

●オケとピアノが一体となって、素晴しい演奏で
した。（東村山市・会社員）

●ブーニン、ワルシャワ国立フィルいずれも音色の
美しさにうっとりしました。素晴しいコンサート
でした。（所沢市・男性）

Art Culture
Change of
P o w e r
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長い間実質自民党支配だった日本の

政治もこの度、民主党鳩山政権に代わ

った。今のところ不安と期待が半 と々い

ったところか。マニフェストとかあまり耳

にしなかったお題目が１人歩きしなけれ

ば良いのだが・・・・。

今までの政権はオセイジにも芸術文

化に理解があったとはとても思えない。

何とか表向きは体裁を繕っているよう

には見えたが仏作って魂入れずみたい

なところがあって政治家と会って芸術文

化の話をしても何だか白々しい思いに

なったものだ。

今度の鳩山政権はどうだろうか。今朝

の新聞に鳩山さんは記者団に「私はコン

ダクター的役割。皆が一番いい音色を

出せるよう努力する。総理であれ、指揮

者であれリーダーシップが求められるこ

とは当然である。指揮者が何処まで目

立った方がいいのか。一番大切なことは

美しいハーモニーが奏でられることだ」

素晴しいではないか！政治のことをこ

のような例えで話した総理は今までいな

かった。考えてみると無理もない。

鳩山さんの家系に渡邉暁雄という日

本の音楽界をリードした指揮者がいた

のだから当然といえば当然なことだ。

鳩山総理との関係は、渡邉さんの奥様

というのは、祖父で総理大臣だった鳩

山一郎氏の五女に当り、いうなれば現

鳩山総理の叔母さんに当る。ここで簡

単に渡邉暁雄氏のプロフィールを紹介

しよう。渡邉さんは1919年日本人牧師

を父に、フィンランド人で声楽家である

母との間に東京で生まれた。幼児の頃

より音楽的才能に恵まれ最初ヴァイオ

リンに夢中になった。当時天才少女と

いわれていた諏訪根自子や巖本真理、

辻久子なんかと肩を並べるくらいのヴァ

イオリニストとして一世を風靡したが

1940年東京音楽学校（現東京芸術大学）

本科器楽科卒業後指揮者に転向した。

1945年当時存在した東京都フィルハー

モニー交響楽団の専属指揮者に就任。

49年若くして東京芸大助教授、62年教

授まで上り詰めたが飽き足らずその後ア

メリカ、ジュリアード音楽院指揮科に留

学した。帰国後日本フィルハーモニー交

響楽団の創設に尽力、音楽監督兼常任

指揮者、常務理事に就任し、以降終生

日本フィルとは緊密な関係にあった。

彼は母親の関係からかジャン・シベリ

ウスを始めとした北欧の音楽に強く傾

倒し、それまで日本では馴染みの薄かっ

た多くの作品を音楽界に紹介した。そ

れらの功績が認められ58年フィンランド

政府より第一級騎士獅子勲章受章、63

年フランス政府よりシュヴァリエ・デザー

ル・エ・レトル勲章を受章した。日本でも

67年日本芸術院賞受賞、69年ロン・テ

ィボー国際コンクール審査員、70年京

都市交響楽団音楽監督兼常任指揮者、

73年東京都交響楽団音楽監督兼常任

指揮者、78年日本芸術院会員、その後

再び先の日本フィルハーモニーの音楽

監督に返り咲いた。指揮者としてはシベ

リウスを最も得意として演奏会のみに

は止まらず交響曲全曲のステレオやデ

ジタル初録音などを行い、音楽界発展

に大いに貢献した。

1984年日本シベリウス協会を創設、

初代会長に就任し亡くなる1990年まで

在任。従四位勲三等旭日中綬章を授与

された。長男渡邉康雄氏はピアニスト

兼指揮者、次男規久雄氏はピアニスト

として活躍している。2002年公益信託

設定の趣旨に基づき「渡邊暁雄音楽基

金音楽賞及び特別賞」を設置して、次代

の音楽界を担う優秀な指揮者とオーケ

ストラ業界に貢献したと思われる関係

者を表彰しようという音楽賞が設立さ

れた。何を隠そう、恥ずかしながら私自

身、この賞の特別賞を平成18年9月に賜

り感泣に咽んだ。

鳩山家の家系に存在する渡邉暁雄と

いう指揮者はこれくらい偉大な音楽家で

あることは鳩山首相だってご存知なはず

だ。民主党のマニフェストには入ってい

ないが少しは芸術文化に対して目を向

けてくださるのではなかろうか。とはい

っても正直わが国の文化政策を見渡し

ても将来的にとても不安だ。今日まで

に、かなり多くの政治家や役人、財界人

に芸術文化についてご意見を伺うことが

数多くあったが、何方も全面否定なさら

ないが何か話していて嘘っぽい雰囲気

が漂ってくるのはなぜなのか。口では

「日本もそろそろ文化立国でなくてはい

けない」と力説なさる政治家が多いのだ

が・・・今回の選挙の時の党首会談だって

互いに口角泡を飛ばしているにしては文

化的議論は私の知る限り皆無だった。

このところ日本を「経済大国」という人

は影を潜めた。むしろ中国からの大攻

勢にタジタジぎみだ。来年あたりG DP

世界第2位の座を中国に譲るらしい。こ

ういう時こそ日本は経済がだめなら芸

術があるぞう！と吼えれたらカッコ良い

なぁ～と思うのだが、現状は文化省さえ

未だない。しかも17名いる閣僚の中に

「文化」のつく閣僚がいないというのも

他国からみて異常な国に映るのではな

かろうか。先進国は無論のこと今やア

ジア諸国を見渡しても見当たらず気恥

ずかしい。「東アジア共同体」とやらも何

も経済、エコだけではなく文化につい

て討論することも大切なのではなかろ

うか。出来立ての鳩山政権への期待は

経済や地球温暖化について論議は充分

行ってもらいたいが、その議論の合い間

にこれからの日本の有り方について、芸

術文化はどうあるべきか、という議論を

起すことにある。妙な犯罪が多発して

いる日本社会に少しでも健全な世の中

を目指すとするならば芸術文化をもっと

活用するべきと思うのだが・・・文化立国

構築のために芸術文化も時にはマニフ

ェストに入れて議論してみては如何か

な？鳩山さん！小沢さん！民主党の皆様！

政権交代と芸術文化の将来
金山茂人

Shigeto Kanayama

ミューズアドバイザー／財団法人東京交響楽団　最高顧問
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ミューズ名曲シリーズ 気軽にクラシック2009
究極のオルガン名曲集
～400年の時を超えて～14

2009年9月21日（月・祝）アークホール
開場14時30分　開演15時
出演／オルガン：川越聡子

サックス：須川展也
曲目／バッハ：トッカータとフーガ ニ短調

マンシーニ：ムーン・リヴァー
バッハ：小フーガト短調 ほか

●パイプオルガンのダイナミックな音量とサックスの心
に染みる音色に感動しました。（所沢市・女性）

●とても感動しました！演奏が始まるときに鳥肌が立ち
ました。（日高市・小学生）

●スクリーンに演奏の様子を映したり、楽器や曲の
紹介もありとても楽しめました。（所沢市・会社員）

ウィーンの森　バーデン劇場
モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」15

2009年9月23日（水・祝）アークホール　開場16時30分　開演17時
出演／モーツァルティアーデ管弦楽団、バーデン劇場合唱団 ほか
指揮／クリスティアン・ポーラック　演出／ルチア・メシュヴィッツ
●期待以上の素晴しさでした。出演者の迫力、技術ともに素晴しく大満足でした。
（国分寺市・会社員）
●幸せな時間を過ごしました。オペラはあまり見たことがないのでとても興味深く、
楽しかったです。（清瀬市・公務員）

●初めてのオペラ鑑賞でしたが、目が離せなくなりとても感動しました。（狭山市・会社員）

ザ・ニュースペーパー16
2009年9月25日（金）マーキーホール
開場18時30分　開演19時
●あまりにおもしろくて涙が出ました。
歌も上手でした。（所沢市・主婦）

●最新のニュースや所沢の情報もたく
さん入っていて、とても見ごたえがあ
って楽しかったです。（所沢市・女性）

●素晴しいコントでした。本当に腹の
底から笑いました。（所沢市・男性）

MUSEカフェ＝コンセール
～室内楽・リサイタル・シリーズ～

佐野成宏テノール・リサイタル
19
2009年10月9日（金）マーキーホール
開場18時30分　開演19時
出演／テノール：佐野成宏、ピアノ：河原忠之
曲目／ビゼー：「カルメン」より花の歌

トスティ：マレキアーレ
デ・クルティス：帰れソレントへ

●佐野さんの輝く声に胸が熱くなりました。
（武蔵野市・女性）
●柔らかくて、力強くもある声が素敵でした。
感動しました。（新宿区・女性）

●佐野さんの公演を聴くのは初めてですが、
びっくりしました。素晴しい声、格調高い歌
声に鳥肌立つ思いです。（川越市・女性）

ミューズ名曲シリーズ 気軽にクラシック2009
ヨーロッパ１周
オーケストラの旅

18
2009年10月4日（日）アークホール
開場14時　開演15時
14時15分～ロビーコンサート
出演／指揮：金 聖響

ヴァイオリン:松田理奈
東京交響楽団

曲目／サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
ラヴェル：ボレロ ほか

●親しみやすい曲が多く、また曲間に適切な解
説が入ったりインタビューがありクラシックが
身近に感じられました。（所沢市・女性）

●金聖響さんが素敵でファンになりました。松田
理奈さんのヴァイオリンも美しい音色でした。
（吉川市・女性）
●曲目もよく、とても充実した時間を過ごせました。
（所沢市・主婦）

BACH×4
～J.S.バッハと出逢う至福の午後～
無伴奏チェロ組曲 選集
ジャン＝ギアン・ケラス／チェロ

17
2009年9月27日（日）マーキーホール
開場14時30分　開演15時
曲目／無伴奏チェロ組曲　

第1番、第2番、第4番、第6番
●チェロそのものが語りかけてくるような素晴しい
演奏だった。（飯能市・男性）

●優雅で上品な演奏に引き込まれました。（清瀬
市・男性）

●感情がこもっていて、じっくり味わうことができま
した。素晴しい熱演でした。（所沢市・主婦）

「メッセージソングでみんなの心に夢と灯りを、所沢に元気を！」をテーマに、地元所沢出身
の4組のアーティストが出演しました。会場に灯されたキャンドルのもと、心に夢とあかりを
感じさせるコンサートとなりました。

88

所沢市生涯学習推進事業
魅惑のタンゴ　バンドネオンの響き13

2009年9月12日（土）小手指公民館分館ホール
開場13時20分　開演14時
出演／バンドネオン：小川紀美代、ピアノ：須藤信一郎
曲目／エル・チョクロ、ガウチョの嘆き ほか
●とても心地よい響きでした。細かい動作なども見られて良か
ったです。（所沢市・主婦）

●タンゴのよさを堪能しました。バンドネオンとピアノの息が合っ
ていて素晴しく迫力ある演奏に感動しました。（所沢市・主婦）

第5回
ところざわ夢あかり音楽会12

2009年9月5日（土）情報市場
開場18時　開演18時30分
出演／Assy、CAPPELLATTE

ROADFRIENDS、JULEPS

伝統芸能普及事業　能楽講座
「触れてみよう！能楽の世界」10

2009年8月30日（日）キューブホール
開場12時30分　開演13時
出演／観世流シテ方、遠藤喜久、ほか能楽囃子方
●体がゾクゾクするくらい良かったです。迫力がすごく、想像力も培われ
そうです。（所沢市・女性）

●初めての能、感激致しました。身近に感じることができてとても有意
義な１日でした。（狭山市・女性）

●生徒発表は皆さんの頑張った成果が出ていたと思います。後半の着
付け、能はとても素晴しく感動しました。（所沢市・主婦）

版画に見る印象派展
～陽のあたる午後、天使の指がそっと～7

2009年8月22日（土）～9月6日（日）ザ・スクエア
●絵画と違った素晴しさ、繊細さを知ることが
できた。（清瀬市・女性）

●作品量が多く見ごたえがあった。画家の油
絵と版画に対する意識の違いがおもしろか
った。（所沢市・主婦）

●版画の繊細なタッチに魅了されました。（国
分寺市・主婦）

夏休み！ミューズ
“とことこ”探検ツアー8

2009年8月24日（月）アークホール
①開場10時45分　ツアースタート11時
②開場12時45分　ツアースタート13時
③開場14時45分　ツアースタート15時
●とても楽しかった。パイプオルガンの
音がきれいだった。（所沢市・小学生）

●パイプオルガンに感動した。とてもよか
った。（所沢市・男性）

●とても貴重な体験をさせていただき良か
ったです。ミニコンサートも素敵でした。
（所沢市・主婦）

ミュージカル
「葉っぱのフレディ」－いのちの旅－9

2009年8月28日（金）マーキーホール
①開場13時30分　開演14時
②開場17時30分　開演18時
出演／宝田 明 ほか［①春組②夏組］（Wキャスト）
●とても感動しました。あらためて自然は大切だと思
いました。（狭山市・小学生）

●みんな歌が上手で、感動しました。（入間郡・中学生）
●心が温かくなり、元気が出ました。素晴しい内容で
した。（所沢市・女性）

MUSEカフェ＝コンセール
～室内楽・リサイタル・シリーズ～

ダネル弦楽四重奏団　
清水和音〔ピアノ〕

11
2009年9月1日（火）マーキーホール
開場18時30分　開演19時
曲目／モーツァルト：弦楽四重奏曲第15番

ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第1番
「クロイツェル・ソナタ」

シューマン：ピアノ五重奏曲 ほか
●とても心地よく聴かせていただきました。5つ
の楽器の音が1つになって素晴しい演奏でし
た。（所沢市・女性）

●曲の構成が良く、とても楽しめた。演奏も
素晴しかったです。（練馬区・主婦）

●4人・5人の息がピッタリで、すべての曲が素
晴しかった。（所沢市・男性）



1111

What is 
the pipe organ?

パイプオルガンとは何か、という質

問はなんとも陳腐というか今更のよう

にも思うが、最近改めて説明をする機

会があり、少し考えた。

パイプオルガンは鍵盤楽器である。

と同時に、風をパイプに通して音を鳴

らす管楽器の一種である。風が、つま

り息が振動して音を出すということだ

から、息が声帯を鳴らす人の声とよく

似ている。ヨーロッパで中世以来、唯

一、この楽器が教会の楽器として認め

られてきたのは、人の声と同じ原理で

音が出ること、それゆえに良く調和す

るからである。また、様々な音色、音

域のパイプを有し、それらが調和して

一つの楽器を形作っていることから、

パイプオルガンは大宇宙の調和、すな

わち、神の摂理を現す楽器として認識

されていたことも、教会の楽器として

尊重された理由である。17世紀のイ

タリアの楽器を見ると、正面の飾りパ

イプが7つの部分に分けられて立って

いることが多い。7は聖なる数字であ

り、オルガンが神の楽器であることを

象徴していた。ドイツの巨大なバロッ

ク楽器は、楽器を持った天使や、聖人

の像がオルガンを取り囲むように飾ら

れていることが多い。これも神性の表

現である。

20世紀になって、技術の発展ととも

に楽器の世界にも電子の力が活用さ

れるようになった。ポピュラー音楽の

ための楽器と、パイプオルガン的、つ

まりチャーチオルガンと呼ばれる楽器

が生まれてきた。ポピュラー音楽のた

めの楽器は、いわゆるシンセサイザー

と言ってよい。楽しい機能がたくさん

付いている（らしい）。チャーチオルガ

ンは、パイプオルガンが大きく重量も

あるためそれなりのスペースが必要な

こと、一台ずつ手作りのオーダーメイド

であることから安価とは言えないこと

などのある種の不便さを補うものとし

て、多様なニーズに応える現実的なも

のとして歓迎され、普及した。初期の

ころの電気的に合成された不自然な

音は、昨今の、本物のパイプオルガン

の音色をサンプリングするという技術

の開発により、よりリアルな音色へと

変化しており、教会、自宅での練習な

どには十分な楽器も登場している。最

近はさらに、メカニックのパイプオルガ

ンのようなタッチの変化が付けられる

楽器が開発されたという。日本の技術

は本当にすごい。一方、各地のコンサ

ートホールでの普及活動も少しずつ実

ってきたように思える。パイプオルガ

ンというと「それ、何ですか？」という問

いには出会わなくなった。オルガンの

コンサートを聴いてオルガン科に進学

する学生が出てきたことも、隔世の感

ありである。マンション・サイズのパイ

プオルガンも考案され、自宅にオルガ

ンを持つ人も増えてきている。しかし、

それはやはりスペース、防音などの条

件が整って実現することで、電子オル

ガンの有難味は変わらない。

このように便利な電子オルガンであ

るが、一種の電化製品であることに変

わりはない。我が家の洗濯機のように

20年経っても故障しない優れモノもあ

るが、早い場合は10年ほどで故障を

起こし、使用不可となってしまうことも

ある。一方、パイプオルガンは電気の

力に頼るのはモーター部分のみのた

め、適切なメンテナンスを行えば長い

寿命を持つ。ヨーロッパでは300年前

に建造された楽器が毎週のように礼

拝に、コンサートに現役で活躍する例

が珍しくない。しかも、その音色は時

に磨かれた美しさを持ち、そのような

楽器はそれ自体、貴重な芸術品である。

筆者は電子オルガンとパイプオルガ

ンをいたずらに比較し、電子オルガン

を批判したいわけではない。電子オル

ガンには重要な役割があり、私自身

恩恵を被っている一人である。

ただし、2つは異なる楽器である。

そのことを使う側がきちんと認識して

いれば、技術の進化とともに誕生する、

便利で楽しく、しかも安価な文明の利

器と、長い伝統と精神的背景を持つ

「文化」そのもの、とでもいうべき楽器

を享受することができる。

私にとって決定的な、そして大切な

両者の違いは、大きさでも値段でも

ない。自然の音の持つ倍音の力であ

る。本来、自然界の音は一部の例外

を除き無数の倍音とその振動によって

構成されているが、電子的に合成し、

スピーカーで増幅した音にはそれがな

い。そして我々は、自然な良い振動に

も人工的な悪い振動にも意識、無意

識に反応し、影響されている。その影

響は、思っている以上に大きく、時に

深刻なのではないかと思っている。情

報も音も電波も、全てが過多な中で

疲弊していることに気付かないでいる

のではないだろうか。そのような中で、

パイプオルガンという、自然な倍音を

実際の複数のパイプで構成するという

アナログの極みともいえる楽器の音

は、それゆえに人間の感能の深い部分

を振動させる。これもパイプオルガン

が長い間、神の楽器として用いられて

きた大きな理由であり、なにより聴く

人を魅了する理由であろう。

あいうえ　おるがん○50

「パイプオルガンとは」
松居直美

Naomi Matsui
オルガニスト／ミューズ音楽アドバイザー
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写真撮影／松﨑 満（1・3・19・23の24日）、谷 亮（2・15・20）、池田敏明（4）、村田ひろこ（5・9・11）、津田資雄（6・8・13・14・16）、中村 仁（10・17・22・24）、西山元博（18・21・23の25日）、MUSE（7・12）

オパヴァ シレジア劇場
スメタナ「ダリボル」（日本初演）24

2009年10月25日（日）マーキーホール
開場14時30分　開演15時
出演／オパヴァシレジア劇場管弦楽団／合唱団

ダリボル：ミハイル・ヴォイタ
ミラダ：カタリーナ・ヴォフコヴァー ほか

音楽総監督／ヤン・スニーチル
●なかなかチェコの作品を観る機会がないので、初演
として観られたのはとても嬉しく思いました。（日野
市・教員）

●めったに観られぬ作品を素晴しい上演で観ることが
できて大変良かった。（八王子市・男性）

●こんなに素晴しいオペラの日本初演を聴けて良か
ったです。（所沢市・会社員）

「万作の会」
狂言公演22

2009年10月23日（金）
マーキーホール
開場18時30分　開演19時
出演／野村万作、野村萬斎 ほか
演目／「解説＆ワークショップ」

「萩大名」「釣針」
●万作さん、萬斎さんの声のはり、
動きがとても素晴しくあっとい
う間の楽しいひと時でした。
（所沢市・女性）
●初めての狂言でしたが、解説が
あったおかげで話の内容も分か
り、声を出して笑ってしまうほど楽
しめました。（東村山市・学生）

●敷居が高いと思っていた狂言が、
とても分かりやすく鑑賞できて良
かったです。（所沢市・会社員）

所沢市生涯学習推進事業
番外・所沢寄席「新所沢東亭」21

2009年10月18日（日）新所沢東公民館講堂　開場13時20分　開演14時
出演／柳家喬之助、春風亭鹿の子、太田家元九郎
●3人3様で大変面白かったです。（所沢市・男性）
●表情豊かで、それぞれの人柄が出ていて楽しめた。（所沢市・女性）

MUSEハッピー オン ステージ
in 所沢市民フェスティバル23

2009年10月24日（土）・25日（日）
ミューズ情報市場・野外特設ステージ
24日（土） 出演／ZUKAN（ポップスコンサート）

杉山兄弟（シャボン玉ショー）
25日（日） 出演／パンポップ・パラダイス（スチール・ドラム演奏）

風船太郎（バルーンショー）
【ZUKAN】
●とても楽しいパフォーマンスありのバンドで惹きつけられた。（狭山
市・主婦）

●いい声で、一生懸命だったのですごく良かったです。（飯能市・主婦）
【杉山兄弟】
●家族みんなで楽しめたので良かったです。（所沢市・主婦）
●シャボン玉が綺麗で楽しく、子供たちも喜んでいました。（所沢市・主婦）
【パンポップ・パラダイス】
●中学校の吹奏楽でパーカッションをやっているのでとても参考にな
りました。（所沢市・中学生）

●明るく、心がワクワクしました。（練馬区・女性）
【風船太郎】
●年齢に関わらず楽しめる内容で良かった。（所沢市・主婦）
●テレビとは違った風船太郎さんも最高でした。（南埼玉郡・女性）

MUSE音楽祭'09
～キミにYELLを！～20

2009年10月18日（日）
マーキーホール
開場15時　開演16時
出演／Assy、JAY'S GARDEN

ROADFRIENDS
スペシャルゲスト／JULEPS
●それぞれ個性があり、いろいろなステ
ージを楽しめました。（所沢市・女性）

●こんなにじっくり所沢のアーティストの
歌を聞ける機会は少ないので、とても
良かったです。（所沢市・女性）

●どのアーティストも素敵でした！（所沢
市・女性）



The Museum of info mart
インフォ・マート美術館 表紙を飾ったアーティスト・鈴木吐志哉37

生態のエネルギーを木版画で表現してゆきたい
関東地方上空は厚い寒気団に覆われ、例年にない冷気に包まれ

ている・・・。午前五時、ラジオのスイッチを切る。制作は深夜から早朝
にかけて行う。日中の雑務に追われ、やむをえず覚えた習慣である
が、喧騒からしばし離れて孤独になれるこの時間が嫌いではない。
深夜、せっせと版木を彫っていると気付けばまた朝になっている。

凍るような冬の朝は美しい。厚化粧に見えた街並みもこのひと時だ
けは無防備なのか無口な素顔をひょいと見せてくれる。
渡り鳥は何故、危険な旅をしてまでその場所に飛行しなければな

らないのだろう・・・。以前、東北は青森に滞在していた時に見た風
景が頭から離れない。菜の花の季節だけウミネコが産卵のために渡
ってくる島がある。他にもっと安全な場所があるだろうにウミネコ達は
まるでその小さな島だけが宇宙かの如く引き寄せられてゆく。小さな
動物達と小さな島の磁力にも似た生態のエネルギー。そうした風景
の断片を木版画で原始的に表現してゆければと考えている。
あのウミネコ達は今頃どこを旅しているのだろう・・・。冬の朝、そん

な事を思いながら制作を終える。
表紙■「A・FRAGMENT-17」

木版　110×78 mm 1996年

Toshiya Suzuki
1968年東京都生まれ。97年9月の「ミューズ秋の美術展」にご登
場いただいた鈴木吐志哉氏。96年創形美術学校研究科版画課程
修了「高澤賞」。95年第24回現代日本美術展「神奈川県立近代美
術館賞」以来、96年第9回ウッジ国際ミニプリントビエンナーレ
（ポーランド）。2002年第70回日本版画協会展「準会員佳作賞」
03年第3回飛騨高山現代木版画ビエンナーレ「大賞」、紙と版画
展（オランダ）。04年日本の木版画100年展。05年第4回東京国
際ミニプリントトリエンナーレ。07年あおもり国際版画トリエン
ナーレ2007。08年第4回山本鼎版画大賞展など、東京、新潟、秋田、青森、バングラデシュ
にて個展、その他グループ展に多数出展。98年アーティストインレジデンス アートスタジオ
五日市にて制作（東京／あきる野市）2000年～2004年三戸町立現代版画研究所にて制
作（青森／三戸町）。2002年文化庁インターンシップ国内研修員。現在、日本版画協会会員。

「北奥への飛行」
木版　910×1120mm
2007年

「鯨景」
木版　
300×225mm
2009年

「2つの磁場-cobalt-」
木版　180×125mm 2004年

1515 1414

♪は音楽に関すること、◆はその他の情報です。※本文中のデータは2009年12月20日現在のものです。

ミューズオルガンスクール生徒募集！！
所沢市民文化センターミューズでは、平成22年度もオルガンスクールを開講いたします。「オルガ
ンを弾いてみたい！」「オルガンのことを知りたい！」という、鍵盤楽器の演奏経験のある方は是非ご
応募ください。１年間のレッスンを通じて、より広くオルガン音楽の魅力を体感してください。

■初級クラス
【期 間】平成22年5月～平成23年3月（8月は休講）
●個人レッスン：月2回／1回40分／10時～21時頃
＊水曜日（変更の場合もあります。）
＊5・6月はAV室にて小型練習用オルガン（2段鍵盤・2
ストップ）、7月以降はアークホールのパイプオルガンで
のレッスンです。

●開講式：平成22年4月11日(日)
●特別講座：年間2回（7月4日／10月17日）
●発表会＆修了式：平成23年3月27日(日) 【申込期限】平成22年1月31日（日）必着

【申込方法】
「ミューズオルガンスクール初級クラスor上級ク
ラス参加申込書」に必要事項を記入し、所沢市
民文化センター管理棟3階事務室宛てに、郵
送、FAXまたは持参してください。（12月28～1
月3日、1月19・20日は休館日です。）
●申し込み用紙は、所沢市民文化センター
ミューズで配布しています。FAXでもお送
りいたします。
また、ホームページからも取得できます。
http://www.muse-tokorozawa.or.jp

【申込書宛先・問合せ先】
所沢市民文化センター ミューズ
オルガンスクール係
〒359-0042 所沢市並木1-9-1
Tel.04-2998-6500 Fax.04-2998-6566

【選考方法】
〈書類審査〉応募者多数の場合は、プロフィール審査

を行います。
〈実技審査〉ピアノによる実技審査を平成22年3月

7日（日）9～19時頃に行います。

〈審 査 員〉松居直美
（オルガニスト／ミューズ音楽アドバイザー）
川越聡子（ホールオルガニスト）
ミューズ事務局

●課題曲：J.S.バッハ「2声のインヴェンション」
全15曲より任意の1曲

オーストリア・リーガー社製のミューズのオルガン

【特 典】スクール生の方は、ミューズ主催のオルガンコン
サートを研修券（無料）にて鑑賞いただけます。

【対 象】中学生以上で、ピアノ、電子オルガンなど
鍵盤楽器の演奏経験のある方。

＊過去に本講座を修了された方は、再受講できません。

【定 員】10名

【講 師】川越聡子（ミューズホールオルガニスト）

【受講料】年間95,000円
＊一度納入された受講料はお返しできません。
＊オルガンシューズが必要になります。

■上級クラス
【期 間】平成22年5月～平成23年3月（8月は休講）
＊基本は1年間。最長で2年間まで受講できます。
＊2年間の受講後に発表会を実施予定です。
●個人レッスン：月1回／1回45分／10時～21時頃
＊水曜日（変更の場合もあります。）

【対 象】ミューズオルガンスクールの修了生または
修了見込みの方。

＊過去に本講座を修了された方は、再受講できません。

【定 員】5名

【講 師】松居直美
（オルガニスト／ミューズ音楽アドバイザー）

【受講料】年間63,000円
＊一度納入された受講料はお返しできません。

※その他詳細は募集要項にてご確認ください。

チケットの
お求めは

ミュー ズ チ ケットカ ウ ンタ ー
0 4 - 2 9 9 8 - 7 7 7 7

◆電話予約／10時～18時　◆窓口販売／10時～19時（休館日を除く）

チケットぴあ 0570-02-9999 ローソンチケット 0570-000-407

◎発売初日は、お一人様6枚までとさせていただきます。
◎ご予約いただいたチケットは、ミューズチケットカウンターのほか、チケットぴあ、ファミリーマート、
サークルK・サンクスにてお引き換えいただけます。

（10：00～20：00オペレーター対応）

マークのある公演を対象に
託児サービスを実施します。

◆託児サービスの申し込み（有料・要予約）

【申し込み先】イベント託児・（株）マザーズ
（月～金曜日／10時～17時）

0120-788-222
TEL03-3294-1544

【託児料金】0歳児／2,000円
1歳児以上／1,500円

託

インフォ・マート
豆事典

今号で登場した人物や用語、海外
の文化・芸術情報など、
知って得する豆知識を紹介します。

♪は音楽に関すること、◆はその他の情報です。※本文中のデータは2009年12月20日現在のものです。

◆葉っぱのフレディ-いのちの旅-
アメリカの哲学者・レオ・バスカーリア（'24年～'98
年）が書いた、一枚の葉っぱ、フレディの一生を描い

た童話。文章と葉っぱのイラスト、四季の移り変わ
りの森の写真という構成で、子どもたちはもちろん、
中高年からお年寄りにまで大人気となり、110万
部のベストセラーとなっている。ミューズ マーキー
ホールで、8月28日に開催された、「ミュージカル
『葉っぱのフレディ-いのちの旅-』」は日野原重明（聖
路加国際病院理事長・名誉院長、聖路加看護大学理
事長）の企画・原案により、完全舞台化したミュージ
カルで初演は2000年。06年には美智子皇后も観
劇された。

◆宝田明
1934年生まれ。'54年に東宝ニューフェイスの第6
期生として俳優活動をスタート。デビュー作品は『か
くて自由の鐘が鳴る』。特撮映画の金字塔である『ゴ
ジラ』（'54年）で初主演。長身で美形の二枚目スター
として、その後数々の映画に主演、映画の出演本数

は200本を超えている。日本におけるミュージカル
俳優の草分け的な存在で、『アニーよ銃をとれ』『南太
平洋』『風と共にさりぬ』『マイ・フェア・レディ』などに
出演。「ミュージカル『葉っぱのフレディ-いのちの旅-』」
では、葉っぱと共に若者たちを優しく見守り、勇気
を与える、元小児科医のルーク役で出演している。

◆マニフェスト
宣言・声明書の意味で、個人または団体が方針や意図
を多数の人に向かってはっきりと知らせること、その
ための演説や文書のこと。日本では、2003年春の統
一地方選挙に際し、当時三重県知事だった北川正恭
がマニフェストの作成を提唱した。岩手県や神奈川
県などの知事選挙候補者がマニフェストを掲げて選
挙をしたことで、マニフェストづくりが現実のものと
なった。03年は「マニフェスト選挙元年」と呼ばれ、
その年の「日本新語・流行語大賞」に選定された。
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