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●MUSE INTERVIEW│p2-3

「ディズニー・オン・クラシック」が
ミューズにやって来る！

●MUSE INTERVIEW│p4-5

柳家小三治師匠は
歌の好きな少年だった!!

●CLOSE UP MUSE│p6
ミューズ名曲シリーズ

気軽にクラシック2010
飯森範親さんからのメッセージを紹介！
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現在民主党が行っている「事業仕分
け」についてあるアンケートによると

賛同の意思表明をする国民の方が多いら
しい。一層のこと民主党もこの法案だけ
に絞っておけばもう少し支持率が上がって
いたやもしれぬ。このところの論争の中
で公益法人というとあたかも税金の無駄
使いの権化みたいな目で見られ勝ちであ
る。同じ法人の肩書きを持つ民間のオー
ケストラには関係ないはずなのに、議論
が白熱すればするほど身が竦む思いをす
る。今回の「事業仕分け」第2弾後半戦で
対象となるのは、各省庁が設立した公益
法人が多く、調査の結果72公益法人に
2,300人もの官僚OBの天下りがあったと
報道された。税金で給料を支払うには少
し高額過ぎるのではとか、果たしてこのよ
うな法人や事業は廃止するべきではない
かという激論が連日マスコミを賑わしてい
る。話題の「蓮舫センセイ」や担当者の厳
しい眼力に、さすがのお役人等も防戦一
方の感がある。幸いなことに（？）高級官僚
たちはオーケストラへの天下りについてな
んら関心を示さない。そのくせ日頃、見向
きもしないはずの団体に「仕分け」を開始
した昨年度、文化庁からの助成金の内も
っとも重大な「重点支援」という項目が3年
後に半分になることが明言された。国は
芸術団体を何と心得ているのか！

公益法人は決して利益団体であって
はならない。その代り、国は認可団

体には税制面で優遇し企業からの寄付金
が免税される。しかしこの免税措置を悪
用してカネ目当てに走る輩が現れ、世のひ
んしゅくをかったばかりか逮捕者まで出て
しまった。こういうことも影響したのか、こ
のたび公益法人改革制度と称して全面的
に見直しが始まった。詳しくはここでは書
ききれないが、ようするに、ほんの一握り
の「悪

わる

」のために、今までコツコツと真面
目に努力してきた公益法人にとっては、ま
さに晴天の霹靂である。将来を考慮して
もこの改革が芸術文化の発展に何ら貢献
するとはとても思えない。そういう意味で
は「悪法」といわざるを得ない。その上、制
度改革が宣言された一昨年12月時点から
5年以内に申請して、認定か認可されない

と、間に合わなかった団体は解散命令を
下されるばかりか基本財産も没収される。
しかも2種類あって「一般財団」か「公益財
団」の内から団体の性質によっていずれか
を選択しなくてはならない。期限も今年
になって残るは、後3年しかなく、しかも現
時点では2.5パーセントほどの申請しかな
いくらい人気がない。この改革の骨子は
理事長を始めとして理事会を骨抜きにし、
権限を剥奪し責任のみ押し付ける。その
上、評議員会という上部組織が存在して
理事会を監視し、あたかも意地悪小姑の
如き存在らしい。このままでは理事長は
元より、理事の引き受け手は、いなくなる
のではないかと恐れられている。今日に
おける我々のオーケストラの理事長は高
給天下りどころか無給で、ボランティアが
現実である。それどころか金集めばかりさ
せられ、これじゃあ高級官僚は無視するわ
けだ。それでも引き受けてくださるのは、
やっている仕事の内容がコンサートであ
り、それをバックアップすることによって素
晴しい音楽が醸し出されるという感動が
あるからにほかならない。心配なのは新
公益法人を許可するのは文化庁ではなく
て「内閣府」というのだから恐れいる。こ
こに芸術文化を熟知する役人が何人いる
のか知らないが、彼らはどのような観点か
ら各団体を評価し認定、認可を与えるの
だろうか。

世の中不況といわれて久しいが音楽
界そのものは不景気の影響でスポ

ンサー筋の変化は多少あるようだが、だか
らといって極端にチケットが売れなくなっ
たとか、毎月のコンサートが急減したなどと
いう愚痴は聞かない。しかし世の中全体に
人々がとてもヒステリックになっているよ
うに感じるのは私だけだろうか。昔は大家
族で家がどんなに貧しくとも子供を大切
に育て、家中が力を合わせて懸命に生き
ようと努力をしていた。このところメディア
を賑わせている幼児虐待や無差別通り魔
事件（先日も大阪で32歳の女が会ったこ
ともない小学校２年生の女の子を理由も
なく刺した）なんて昔は考えられないこと
だった。もはやこのようなニュースは現代
では珍しくもなくなり人間の心の荒廃を考

えると、とても怖くて嫌な時代に差し掛か
っているような気がしてならない。

音楽界においても例外ではなく、この
ところ演奏会場においてお客様同

士のトラブルが続出している。つい最近と
てもショッキングでヒステリックな現場に
遭遇した。在京のほとんどのオーケスト
ラ、オペラ、バレエ、それといくつかの室内
楽が参加して盛況の内に毎年開催されて
いる都民芸術フェスティバルの会場で、わ
が東京交響楽団が演奏した某日、事件が
起きた。指揮は若手のホープ飯森範親
君、ピアノはこれまた所沢市在住で期待
の俊英、末永匡君が奏でるベートーヴェン
のピアノ協奏曲第5番「皇帝」が力強く始
まった。両者の呼吸がぴったりで観客を
魅了していた・・・・と第1楽章が終わり第2
楽章に入ろうとした刹那、私の2～3列斜
め前のお客様に真後ろから「頭をふらふら
動かすなよ！」突如かなりきつい怒声が聞
こえた。すると「動かしてなんてイネェ～
ヨ！」と、いわれた方も怒鳴り返しつつも、
超静寂な第2楽章が厳かに始まって間も
なく、後ろの人が、おもむろに前の人の頭
を両手で挟み、押さえつけた。あ！やられ
た方は振り向きざまボディにパンチいっ
ぱ～つ！一瞬の出来事だった。幸い1階の
後ろの方の座席だったので指揮者、演奏
者、現場周辺以外のお客様にはほとんど
気づかれることもなく何事もなかったか
の如く名演は奏でられ、やがて「皇帝」は
無事終了した。その後休憩時にいきり立
つ双方をなだめつつ、１人を2階の席に移
動して、どうにか現場は収まった。心の安
らぎを求めて聴きにきたはずのコンサート
で、しかも演奏の最中に年甲斐もなくバ
カを仕出かしたオッサンたちは終了後、家
路を急ぐ道すがら後悔したとしても同情は
得られない。以前だったら、通勤電車内
ならイザ知らず、コンサート会場で多少腹
の立つことがあっても、まさか暴力を振る
うなんてあり得なかった。初対面同士で
あっても音楽愛好家仲間という連帯意識
が芽生えて互いに譲歩しあったであろう。
ある意味ではこのような殺伐とした時代
だからこそ尚のこと、音楽家の役目は大き
いのではと思う昨今である。

このところのクラシック界、気になること
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
パイプオルガンスクール
生徒発表会

7
2010年3月28日（日）アークホール
開場13時　開演13時15分

平成21年度パイプオルガンスクール
初級クラス生徒による卒業演奏と修
了式が行われました。

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
ベルトラン・ドゥ・ビリー指揮
ウィーン放送交響楽団1

2010年3月5日（金）アークホール
開場18時30分　開演19時
出演／ハープ：グザヴィエ・ドゥ・メストレ
曲目／ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」より第2組曲

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲

：交響詩「海」
●オーケストラの響きは心に残り、指揮者は体全体で
全ての音を出しているかのように素晴しかった。ハー
プも素晴しかった。（所沢市・主婦）

●とても美しい響きで夢心地の演奏でした。（所沢市・
女性）

●ハープの音がきれいでした。手の動きがすごくて良か
ったです。（所沢市・小学生）

テレ玉開局30周年記念

が～まるちょば サイレントコメディー
JAPAN TOUR 2010

2
2010年3月10日（水）マーキーホール　開場18時30分　開演19時
●サイレントでここまで感動を与えることができるのは本当に素晴しい
です。笑いはもちろん、涙が出そうになりました。（20代・女性）

●大人も子供も、言葉や文化の違いを越えて共感できる演技に拍手!!
（60代・男性）
●めちゃくちゃ楽しかったです。こんなに笑ったLIVEは初めてです。
（20代・男性）

劇団四季
ソング＆ダンス55ステップス5

2010年3月14日（日）・15日（月）マーキーホール
開場18時　開演18時30分
●歌もダンスも素晴しかった。舞台装置が華やかで綺麗で、楽しか
った。（所沢市・会社員）

●舞台と客席が一体となり楽しい時間でした。（所沢市・女性）
●歌も踊りも引き込まれました。地元でこのようなショーが観られて
幸せでした。（所沢市・主婦）

ダニエル・ロート
オルガン・リサイタル3

2010年3月13日（土）アークホール
開場14時30分　開演15時
曲目／ヴィドール：オルガン交響曲第6番〈インテルメッツォ〉

：オルガン交響曲第7番〈フィナーレ〉
ヴィエルヌ：オルガン交響曲第4番

〈メヌエット〉〈ロマンス〉〈フィナーレ〉
フランク：3つのコラール

●すごく迫力ある演奏で感動しました。（所沢市・中学生）
●パイプオルガンにはいろいろな音色、曲風があると初
めて知り、美しいメロディと素晴しい演奏に感激しまし
た。（所沢市・主婦）

●とても迫力あるオルガンの音色を存分に楽しむことがで
きました。（比企郡・男性）

第66回所沢寄席
華の三つ巴競演会8

2010年4月10日（土）マーキーホール
開場18時　開演18時30分
出演／立川志らく、柳家花緑

林家三平、柳貴家小雪
●落語を生で初めて見ましたがと
ても面白かったです。（所沢市・
会社員）

●顔がほころびストレスが腹から
消えていく面白い公演でした。
（所沢市・主婦）
●とても楽しい時間でした。また是
非来たいと思います。（狭山市・会
社員）

所沢市生涯学習推進事業
番外・所沢寄席「小手指亭」4

2010年3月13日（土）小手指公民館ホール
開場13時20分　開演14時
出演／柳亭楽輔、桂文月、松旭斎静花
●三人三様のお話で、とても良かったです。（所沢市・主婦）
●3席ともに楽しかったです。次回を心待ちしています。（所沢市・男性）

ミューズ シネマ・セレクション
世界が注目する日本映画たち PartⅩ6

2010年3月20日（土）・21日（日）・22日（月・祝）マーキーホール

2010年3月20日（土）
①14時30分～『ディア・ドクター』監督：西川美和
②18時～『ウルトラミラクルラブストーリー』監督：横浜聡子
●上映のみならず監督さんのトークを毎年楽しみにしています。今回
も楽しかったです。（練馬区・女性）

●色々な映画を観られるので、毎年楽しみにしています。（所沢市・
女性）

2010年3月21日（日）
①12時～『空気人形』監督：是枝裕和
②15時30分～『愛のむきだし』監督：園子温
●映画のセレクトと組合せが非常に良いと思いました。（西東京市・
会社員）

●こんなに面白い映画を観たのは久しぶりです。（所沢市・男性）

2010年3月22日（月・祝）
①11時15分～『ぐるりのこと。』監督：橋口亮輔
②14時30分～『人のセックスを笑うな』監督：井口奈己
③18時～『フィッシュストーリー』監督：中村義洋
●監督が３名とも来場し、とても嬉しかったし楽しかった。（東村山
市・女性）

●映画を観る機会があまりないのでミューズで観られて嬉しいです。
監督のトークも嬉しいです。（所沢市・女性）

西川美和監督

横浜聡子監督

是枝裕和監督橋口亮輔監督井口奈己監督中村義洋監督
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BWV578 
Fugue J.S.Bach

「トッカータとフーガ　二短調」と並

んで、数少ない「有名なオルガン曲」に

「小フーガ　ト短調」という作品があ

る。この２曲、共に鑑賞教室や入門コン

サートの定番だが、セットで演奏され

ることも多い。「ラーミードーーシラド

シラソシミー」という、大変美しい叙情

的で歌唱的な旋律で始まる、J.S.バッ

ハの佳作である。曲自体が美しいこと

はもちろんだが、「小フーガ」というニ

ックネームもチャーミングである。そ

れでそのニックネームなのだが、なぜ

「小」フーガなのか疑問に思われている

方も多いのではないだろうか？答え

は、バッハのオルガン曲の中にト短調

のフーガが2曲あるから、である。その

2曲のうち、規模の大きな作品が通称

「大フーガ」、短いものがこの「小フー

ガ」である。大フーガは、「ファンタジ

アとフーガ ト短調 BWV542」のフー

ガだが、小フーガは単独のフーガであ

る。バッハには、こういうオルガンのた

めの単独フーガ4曲、さらに、偽作が疑

われるもの4曲が知られている。真作4

曲はハ短調「レグレンツィの主題によ

る」BWV574、ハ短調BWV575、ト短調

「小フーガ」BWV578、ロ短調「コレッ

リの主題による」BWV579、そのうち、

574 、575、578がアルンシュタット、

579がワイマール時代の作である。ア

ルンシュタット時代とは、青年バッハ

が初めて教会オルガニストの職につい

た「駆け出し」の時代で、作風にはまだ

未熟なところが見られる。いろいろな

作曲家のスタイルを模倣し、挑戦と模

索の中から自分の作曲テクニックを向

上させていくのがこういう初期の作品

を追うと見えてきて、興味深い時代で

ある。「レグレンツィの主題」「コレッ

リの主題」というのもそれぞれ、レグレ

ンツィとコレッリの曲から主題が取ら

れていることを示す。ちなみに「大フー

ガ」は、当時ネーデルランドで流行った

農民の踊りの旋律に基づいた主題で作

られた。これは、バッハがハンブルクの

聖ヤコビ教会のオルガニスト試験に応

募したときに演奏した曲で、審査員で

あったヨハン・アダム・ラインケンがオ

ランダ出身であったからと言われてい

る。頑固一徹な逸話の多いバッハにも

このようなユーモアというか、自己ア

ピールの如才なさがあったことを伝え

るエピソードである。

今回の主役小フーガBWV578に戻

ると、この曲の主題は、冒頭でご紹介

した部分が前半、さらに弦楽器的な音

型を持つ後半が続くかなり長いもの

である。印象的なのは前半で、もしか

したらこれも当時の俗謡俗曲の旋律

だったのかもしれない。この親しみや

すくのびやかで美しい曲は、アンドレ

アス・バッハ本に所収されている。ア

ンドレアス・バッハ本とは、バッハの

兄クリストフの筆写譜で、後に従兄ア

ンドレアスが所有したためこの名が

ついた。現代のように電話一本、メー

ル一通で買い物ができる時代と違い、

印刷が途方もなく高価だった当時、自

分が勉強する曲を自分で写譜をする

ことは当たり前であった。大変な労力

であったと思うが、音を一つ一つ自分

の手で書くことは、素晴しい効果的な

勉強でもあったろう。筆写譜を見ると、

これを写した若い音楽家はどんな人

物だったのかと思う。最も今日、写譜

のみが現存する曲の場合、筆写者の写

し間違いを常に考慮しなければなら

ないことから多くの議論、混乱が存在

するのも確かである。この話はこのあ

たりで切り上げるが、ハイテクを駆使

しての筆跡から紙の出自に至るまで

の譜面の研究は大変興味深いもので

ある。このアンドレアス・バッハ本に

はパッヘルベル、ブクステフーデを含

む様々な作曲家の作品が収められ、バ

ッハ兄弟の勉強の軌跡が検証できる。

またバッハ自身の初期の作品も何曲

か所収されており、作品の背景から成

立年代まで様々な研究のための一級

の資料となっている。

ところでそもそも、フーガ、日本語

で言う「遁走曲」とは何か。フーガとは、

ある特定の旋律が複数の声部に順次

現れる、対位法音楽を代表する様式の

ことである。多声の声楽曲から出発し、

リチェルカーレ、ファンタジアなどの

名前で、バロック初期には似たような

対位法作品が作られたが、やがてフー

ガの名のもとに技法が統一されてい

った。特定の旋律、すなわち「主唱」が

まず一つの声部で提示される。次に異

なる声部が「応唱」と呼ばれる音程を

変えた「主題」で応える。「主題」は「対

旋律」と言われる、常に「主題」に寄り

添う旋律を伴って、全ての声部に提示

される。まったく「主題」の現れない喜

遊部を間に置き、最後は、「主題」が畳

みかけるように次々と現れる「ストレ

ッタ」が現れ、コーダあるいは最後の

カデンツ（終止）を迎える。これはフー

ガの基本的、典型的な姿であるが、必

ずしも常にこのように進行するばか

りではない。対旋律のないフーガがあ

る一方、「主題」の縮小、拡大、逆行、鏡

像、あるいは複数主題を持つものなど、

複雑な数式を見るような、あるいは精

緻な音の構造物を見るような作品が

ある。代表的な例の一つは「フーガの

技法」であろう。これらはしかし、単に

理論的なだけでなく、強固な構造物の

持つゆるぎない巨大なエネルギーと

でもいうべき強い表出力を持つ見事

な芸術作品なのである。

錦織 健
テノール・リサイタル12

2010年5月29日（土）アークホール
開場14時30分　開演15時
ピアノ／多田聡子
曲目／山田耕筰：からたちの花

ヘンデル：オンブラ・マイ・フ
プッチーニ：「星は光りぬ」（『トスカ』より）
ララ：グラナダ ほか

●声量の豊かさ、澄んだ声、本当にお見事です。自由
自在の声の表現に感激しました。（所沢市・女性）

●抜群の歌唱力で素晴しかった。感動しました。（昭
島市・女性）

●歌の素晴しさはもちろんのこと、トークの面白さ、ギ
ターを弾きながら客席へ降りて歌ってくださってすご
く嬉しく思いました。（ふじみ野市・女性）

あいうえ　おるがん○52

「オルガン名曲ガイド」
②J.S.バッハ作曲「小フーガ」ト短調　BWV578

松居直美
Naomi Matsui

オルガニスト／ミューズ音楽アドバイザー

「万作の会」狂言公演11
2010年5月28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」「附子」

「仁王」
●最初のワークショップで緊張が解けとても
楽しく鑑賞できました。狂言がとても身近
に感じられて良かったです。（小平市・女性）

●ワークショップで勉強してから本編だった
ので、子供たちにも初心者にも分かりやす
くて良かった。（練馬区・主婦）

●初めて観る狂言がこんなに楽しく面白い
とは・・・。また是非観たいです。（所沢市・
主婦）

“お昼どき”
500円スペシャル・コンサート
N響メンバーによるブラス・クインテット

10
2010年5月28日（金）アークホール　開場12時30分　開演13時
出演／関山幸弘、井川明彦（Tp）、今井仁志（Hr）、新田幹男（Tb）

池田幸広（Tub）
曲目／ブラームス：ハンガリー舞曲より

バーンスタイン：「ウエストサイド・ストーリー」より ほか
●普段聴く機会の少ない編成で、それぞれの楽器の音色や素晴し
いソロを聴くことができて感動しました。（所沢市・主婦）

●素晴しい演奏と楽しいおしゃべりで最高のひと時を過ごせまし
た。（東村山市・主婦）

●さすがN響の音は素晴しく美しいハーモニーでした。曲目も多岐
にわたり、楽しい時間でした。（所沢市・主婦）

所沢市生涯学習推進事業
番外・所沢寄席「吾妻亭」13

2010年5月29日（土）吾妻公民館ホール
開場13時20分　開演14時
出演／柳家喬之助、三遊亭小円歌

雷門花助
●久しぶりに落語を聞き大変楽しかった。
久しぶりに大声で笑えた。（所沢市・女性）

●演者各位の熱意が伝わってきた。（所沢
市・男性）

“お昼どき”
パイプオルガン500円コンサート
～春のぽかぽか陽気に誘われて～

9
2010年4月29日（木・祝）アークホール
①開場10時30分　開演11時　②開場14時　開演14時30分
出演／オルガン：桑山彩子
①曲目／スーパーマリオブラザーズ・メドレー

T．デュボア：トッカータ ト長調 ほか
②曲目／エルガー：威風堂々第１番

R.シューマン：ペダル付ピアノのための練習曲第５番 ほか
●子供と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。（新座市・会社員）
●初めてパイプオルガンを生で見てとても感動し、すごいなと思いまし
た。パイプオルガンについて興味を持つことができました。（川越
市・中学生）

●演奏者の手元や足元の様子をスクリーンで見ることができ、技術の
素晴しさに驚かされました。大変楽しいひと時を過ごせました。（東
村山市・主婦）



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・古田恵美子39

生きるということ
絵を描かずにはいられない。何故なのかはよく解らない。職人さんが小さ
な精巧なボルトを造りあげたその時の、満足感－何かを生みだせたとい
う－喜び－何かの役に立つのだという－それに似ているかも知れない。
絵描きはいろいろいるけれど、私の場合は誰かが、ほんの少しでも、心が
和み、安らぎ、サァーいくぞ－って気になってくれたら、ほんとうに嬉しい。
そんな贅沢な事はそうそうあるものではないけれど。ただ、日々描き続け
ていく、60歳を迎えた普通のオバサンです。

表紙■「月光」 油彩・画布、18×14cm 1998年

EMIKO FURUTA
1950年北海道生まれ、千歳市で育つ。
95年9月の「ミューズ秋の美術展《屹
立のリリシズム》」、97年9月の「ミュ
ーズ秋の美術展《現代美術の精鋭》」に
ご登場いただいた古田恵美子氏。
80年に武蔵野美術短期大学油絵専攻を卒業。90年より作品発表を始める。以来、
個展、グループ展などで積極的に作品を発表している。97年に第16回安田火災美
術財団奨励賞展にて《tomorrow-希望-》で新作秀作賞を受賞。2009年には、74
年に描いた「自画像」から2009年までに描いた作品の中から153作品を納めた『画
集 古田恵美子』を三好企画（047-347-3211）より出版。また、2010年7月には
北海道千歳市の千歳市民ギャラリーで「画集刊行記念 自選展」を開催する予定。

「children」
油彩・画布、16×23cm 2002年

「ツイノスミカ」
油彩・画布、40.5×40.5cm 2005年

「菜の花 あかり」
油彩・画布、21×12cm 2008年

1515 1414

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、セブンイレブン、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・マザーズ
（月～金曜日／10時～17時）

0120-788-222

【託児料金】0歳児／2,000円
1歳児以上／1,500円

託
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2010 SUMMER

●MUSE INTERVIEW│p2-3

「ディズニー・オン・クラシック」が
ミューズにやって来る！

●MUSE INTERVIEW│p4-5

柳家小三治師匠は
歌の好きな少年だった!!

●CLOSE UP MUSE│p6
ミューズ名曲シリーズ

気軽にクラシック2010
飯森範親さんからのメッセージを紹介！




