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話しを楽団員に戻そう。楽団員の日頃

の生活は音楽面でも大変厳しい世

界だ。オーケストラに入団するだけでも大

変なのに入ってからも絶えず自分の実力

を楽団並びにお客様に披露することに繋

がる。そのためには日頃の猛練習、猛鍛

錬が欠かせない。これを怠ると結局楽団

そのものの評価が落ちるばかりか、個人

的にも定年どころか年齢に関係なく肩た

たきが行われかねない。管楽器奏者で言

えば日頃からミスが目立つ楽団員は或る

意味、とても可哀想な立場にあって、下手

な技術を観衆の前で絶えずさらけ出してい

るようなものだ。逆に優秀な奏者は楽団

員、お客様から羨望と尊敬の眼差しで見

つめられ、喝采を浴びることとなる。弦楽

器でいえばコンサートマスター以外はこの

ような快感を味わうことはめったにない。

そうだからといって優れた奏者は下手な

管楽器奏者や弦楽器と較べて給料が特

別に高いというものでもないから面白い

世界だ。

人間誰しもだんだん年を取ってきて定

年が見えてくると、どうしても体力的

なことも重なり今までの努力が続かなく

なる。その分生活のこともあり身を守るた

めか定年延長を主張し始める。若くて元

気な頃はあれ程定年制発足を熱望して出

来た時は喜びを爆発させていたはずなの

に他人の悪口はエラソウに言うが、いざ自

分の番になると阿修羅の如く抵抗する。も

っと困るのは定年まで残すところ後数年

という楽団員から、オレはもうこの年にな

ったのだからクビにはならないだろう、と

思い始める輩が出始める。それまでの精

神的プレッシャーがそれほどきつかったと

いえばそれまでだが、同情もしておれな

い。もう開きなおっているから怖いものは

ない。やむなく今更クビにも出来ないとい

うことで演奏レベルを落とさないために

「窓際楽団員」を作ることになる。つまり楽

団員でありながらコンサートにはそれ以降

いっさい出演させないで基本給を支払っ

てでも自宅待機させる。当然欠員が出た

と同じになるわけだからそのセクションは

再募集することになる。その結果月給泥

棒！と陰口を叩かれ、この屈辱的とも思え

る扱われ方をされれば大概自主的に退団

するだろうと周りは期待する。甘い！アマ

イ！「窓際・・・」は辞めようとしないどころか

定年の最後まで踏ん張って退職金をガッ

ポリ（？）持ってお帰りになる！

しかし忘れてはいけないのは音楽家

全体にいえることだが、我々の仕事

は誰のために存在するのか？ということに

ある。何のために株式会社ではなくて芸

術団体の多くは公益法人なのか。無論株

式会社にも社会的役目というものはそれ

なりにあると思うが、公益法人の役割、目

的について定款第三条項に「この法人は

交響楽の普及向上に関する事業を行な

い、わが国芸術文化の発展に寄与するこ

とを目的とする。」とはっきり明記してある。

何処にも音楽家を守るためにこの団体が

あるとは掲げてはいない。まぁ元々採算

は度外視せざるを得ない業種だが、その

分、目的を達するためにはまだまだ足りな

いとしながらも国は芸術団体を助成した

り免税措置をもって優遇している。平たく

いえば、我々の演奏会の目的は自己満足

ではなくて聴きにきてくださるお客様が満

足してお帰りいただくことに全力を傾けな

くてはならないということだ。定年制が発

足した当初は60歳から年金が支給されて

いたがご存知の如く、年金支給年齢はこ

のところジリ、ジリと繰り上がりその対応

に日本中の企業が四苦八苦していると

か・・・。無論オーケストラも例外ではなく、

このままでは貧困な退職用財源もジリ貧

になることは目に見えており、先の見通し

も立たないのが現状だ。そんな事情もあ

り最近耳にすることは当楽団に限らず、定

年時、すぐに退職金を支払わないでお互

い話し合って定年退職延長を持ちかける。

これは蛇の生殺し的発想だが演奏に参加

させないで無理やり仕事を作って事務局

の手伝いみたいなことをさせる。すると事

務局側からすかさずクレームがくる。「オー

ケストラの事務局の仕事というのは音楽

家として通用しなくなった定年退職楽団員

を定年延長目的として安易に仕事させる

程、軽 し々いものなのか！」とお叱りを受け

ることになる。18世紀までヨーロッパ社会

の多くは貴族社会であり芸術団体は貴族

階級が支配をし、一般大衆の意見が入り

込む余地などほとんど皆無だったが、

1789年のフランス革命以降ヨーロッパ貴

族制度全体が崩壊し始めたことにより民

衆が次第に実権を握り社会を大きく変革

させた。芸術面においても「我が街に芸術

を・・・」といういわば民衆の強い意志から

芽生えてきたことに今日がある。この点で

ヨーロッパと違って日本の場合は民衆か

らの自然発生的民意の意志での発想では

なくて戦後音楽家自ら自分達の生活の場

を作ることを目的として設立された団体が

大部分である。いうなれば国民的コンセ

ンサスを得ないで音楽家主導の形で設立

された。案の定、何十年にわたって永田

町、財界に足しげく助成金アップや寄付を

お願いに行ってもいまだに満足な答えが

返ってきたことがないことと無関係とも思

えない。しかし長年経済大国を自負してき

た日本が肝心の経済に、ほころびが見え

はじめた今日、いかにして魅力に富み、希

望に満ちた文化国家を構築することが何

より必要ではなかろうか。そのためにどう

すべきかを本気で心配してくださる御仁が

何処かにいらっしゃるのか不安に感じる。

一方我々、自身の責務として日本のオーケ

ストラが今後ますますの発展を目指すな

らば、定年退職制度とは関係なく楽団員

一人一人がどこまで個人の責任を意識し

自らを厳しく管理出来るかに関わっている

かと思う昨今である。

※そのⅠは、ミューズホームページをご覧ください。

オーケストラの定年退職制度（そのⅡ）
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

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。

所沢市市制施行60周年記念事業
柳家小三治 歌ま・く・ら
～僕は歌の好きな少年だった

3
2010年11月18日（木）マーキーホール
開場18時30分　開演19時　
はなし・歌／柳家小三治　ピアノ／岡田知子
●落語の声とは違う小三治師匠の声に驚き
ました。師匠の声はどれも心にしみて感
動しました。（川越市・女性）

●いつもの落語とは一味違った小三治さん
の魅力に出会えました。（新座市・主婦）

●小三治さんの歌声は初めて聴きました。
とても綺麗な声でビックリ！！ピアノも素晴
らしかったです。（所沢市・主婦）

所沢市市制施行60周年記念事業
ミューズ名曲シリーズ
気軽にクラシック2010
オーケストラのタイムトラベル！

1
2010年11月3日（水・祝）アークホール
開場14時　開演15時
14時15分よりロビーコンサート
出演／指揮：飯森範親　ソプラノ：高橋薫子

オルガン：松居直美　東京交響楽団
曲目／ヘンデル：オンブラ・マイ・フ

エルガー：威風堂々第1番
プッチーニ：私のいとしいお父さん
ラヴェル：ボレロ ほか

●飯森さんの解説がとてもわかりやすくて
音楽を２倍楽しめました。（所沢市・主婦）

●素晴らしい演奏で感激しました。高校生
との共演は大変良い企画だと思いまし
た。（所沢市・会社員）

●演奏もお話も絶妙で楽しめました。歌
もパイプオルガンの演奏も良かったで
す。（富士見市・主婦）

MUSEカフェ＝コンセール
～室内楽・リサイタル・シリーズ～
藤村実穂子 メゾソプラノ

2
2010年11月7日（日）マーキーホール　開場14時30分　開演15時
ピアノ／ヴォルフラム・リーガー
曲目／シューマン：リーダークライスop.39

ブラームス：「ジプシーの歌」より ほか
●こんなに美しく温かくドラマティックな歌声は聴いたことがあ
りません。とてもよかった。（所沢市・女性）

●海外で活躍する藤村さんの素晴らしい歌声を間近で聴くこと
ができて感激しました。（横浜市・主婦）

●素晴らしい声と表現力！心地よい時間でした。（清瀬市・女性）

所沢市生涯学習推進事業
劇団かかし座「三枚のおふだ」4

2010年11月21日（日）松井公民館　開場13時20分　開演14時
●また見たくなるようなおもしろいお話でした。（所沢市・小学生）
●大人も楽しめました。影が上手でした。（所沢市・主婦）

ラトビア国立交響楽団
西本智実：指揮　ミッシャ・マイスキー：チェロ6

2010年12月4日（土）アークホール
開場13時15分　開演14時
曲目／ワーグナー：「ニュルンベルクのマイスタージンガー」

第1幕への前奏曲
ドヴォルジャーク：チェロ協奏曲 ロ短調
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番「革命」

●西本さんの指揮、マイスキーのチェロ、オーケストラの演奏のどれ
もが素晴らしかったです。（50代・女性）

●オケ、西本さん共に素晴らしい演奏で大満足でした！こんなに美し
いショスタコーヴィチは今まで聴いたことがないです。（30代・女性）

●素晴らしい演奏で、来てよかったと心から思いました。（10代・女性）

所沢市市制施行60周年記念事業
ミューズ名曲シリーズ
気軽にクラシック2010
コンサート・ソムリエと
味わうオルガン名曲

5

2010年11月27日（土）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

コンサート・ソムリエ：朝岡聡
曲目／バッハ：小フーガト短調

：トッカータとフーガ ニ短調
リスト：バッハの名による

前奏曲とフーガ ほか
●朝岡さんのユーモアを交えたお話と、川越
さんの解説と迫力ある演奏で、とても楽し
いひと時でした。（飯能市・女性）

●パイプオルガンから溢れ出るシャワーのよ
うな音色を全身に感じ、今まで味わったこ
とのない感動を感じました。（所沢市・主婦）

●美しく壮大な響きを十分に堪能できまし
た。（入間市・会社員）

“お昼どき”パイプオルガン500円コンサート
～オルガン連弾で贈るXmasコンサート～7

2010年12月10日（金）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：徳岡めぐみ、ジャン＝フィリップ・メルカールト
曲目／①クリスマス名曲 ほか

②チャイコフスキー：「くるみ割り人形」より ほか
●パイプオルガンの演奏を初めて聴きました。音色が幅広くとて
も感動しました。（東村山市・女性）

●とても美しく素敵な演奏でした。演奏の様子などが映写された
のも良かったです。（練馬区・男性）

●パイプオルガンの重厚で温かい音色がクリスマスソングに合っ
ていました。（所沢市・女性）
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MUSE Christmas Presents
アンフォゲッタブル・コンサート Vol.89

2010年12月18日（土）マーキーホール
開場18時　開演18時30分　
出演／国府弘子スペシャル・トリオ

国府弘子（p）、八尋洋一（b）、岩瀬立飛（dr）
＜ゲスト＞夏川りみ、藤原道山（尺八）

●とても楽しかったです！！歌もピアノもドラムも尺八もすべて
がマッチして素晴らしかった。（所沢市・女性）

●プロミュージシャンの卓越した技に感動です。（狭山市・男性）
●出演者と会場が一体となって、１つのコンサートを作り上
げた感覚になれた。（所沢市・女性）

東京フィルハーモニー交響楽団
ダン・エッティンガー：常任指揮者
ベートーヴェン：交響曲第9番

10
2010年12月19日（日）アークホール
開場14時30分　開演15時
出演／ソプラノ：森麻季　アルト：谷口睦美　

テノール：シー・イージェ
バス：堀内康雄
合唱：東京オペラシンガーズ

●エッティンガー氏の力強さや優しさに、
演奏者の力が合わさってとても素晴らし
かったです。思わず涙が出ました！（蕨市・
会社員）

●とても感動的な第九でした。とくに合唱が
よかったです。（川越市・男性）

●初めて第九を聴いたのですがこんなに感
動するとは思いませんでした。また聴き
たいです。（所沢市・会社員）

歌舞伎ルネサンス
「応挙の幽霊」11

2010年12月19日（日）マーキーホール
開場13時30分　開演14時
出演／朝丘雪路、萩原流行 ほか
内容／第一部　歌舞伎ワークショップ

「三番叟ができるまで」
第二部　歌舞伎舞踊「操り三番叟」
第三部　歌舞伎「応挙の幽霊」

●楽屋の中の様子など貴重なものをプ
ロジェクターで見せて下さり、とてもよ
かった。（入間市・女性）

●楽屋で行われている事が分かって面白
かった。応挙の幽霊もとても楽しめま
した。（所沢市・主婦）

●ワークショップは珍しくて良かった。
三番叟も応挙の幽霊も面白くて良かっ
た。（入間市・女性）

平日に贈る大人のための
500円コンサート15

2011年1月13日（木）キューブホール
①開場10時　開演10時30分
②開場12時30分　開演13時
出演／ハープ：景山梨乃
曲目／ヘンデル：ハープコンチェルト

ドビュッシー：２つのアラベスク
ポッセ：ヴェニスの謝肉祭 ほか

●ハープの流れるような優しい響きに感
動した。（所沢市・主婦）

●美しく幻想的なハープの音色にうっ
とり聴き惚れてしまいました。（所沢
市・女性）

●音色の多彩さと力強さに驚きました。
また聴きたいです。（所沢市・女性）

新世紀ギターの潮流II
古典そして現代へ！ギタリストたちの真剣勝負
福田進一

22
2011年2月5日（土）キューブホール
開場14時30分　開演15時
曲目／バッハ：組曲 ト長調BWV1009

：組曲 ニ長調BWV1012
野平一郎：ギター独奏のための「波の記憶」

（ミューズ委嘱新作初演）ほか
●ギターの響きと豊かな音色、ギターとバッ
ハを知りつくした福田さんの演奏に感動し
ました。（入間市・女性）

●ギターがこんなにも表情豊かな楽器である
ことに感動しました。（所沢市・女性）

●福田さん渾身の演奏を素敵なホールでたっ
ぷり聴かせていただくことができて大満足
です。（杉並区・会社員）

新世紀ギターの潮流II
古典そして現代へ！ギタリストたちの真剣勝負
村治佳織

18
2011年1月23日（日）キューブホール
開場14時30分　開演15時　
曲目／バッハ：無伴奏パルティータ第2番

二短調BWV1004
権代敦彦：ひびきわたる孤独

（ミューズ委嘱新作初演）ほか

●テレビでしか聴いたことがない村治さんの
ギターを生で聴けて素晴らしさに感動しま
した。（所沢市・会社員）

●村治さんのギターを味わった後で、４人の
ハーモニーを味わえるなんて貴重な経験で
した。（小平市・女性）

●この素晴らしい演奏会に来られて本当に良
かったです。４人の楽しそうな演奏が印象
的でした。（所沢市・公務員）

新世紀ギターの潮流II
古典そして現代へ！ギタリストたちの真剣勝負
大萩康司

16
2011年1月16日（日）キューブホール
開場14時30分　開演15時　
曲目／バッハ：リュート組曲 ホ短調BWV996

ブローウェル：ギター・ソナタ
小出稚子：植物組曲－マートル、

キャラウェイ、アルカネット
（ミューズ委嘱新作初演）ほか

●音が綺麗でよく響いており、ギターの音色の美
しさに陶酔することができた。（入間市・会社員）

●美しい音色でした！プログラムも良かったで
す。（江戸川区・教員）

●曲の感じがいろいろ変わって、飽きずに楽
しめました。（市原市・女性）

新世紀ギターの潮流II
古典そして現代へ！ギタリストたちの真剣勝負
鈴木大介

13
2011年1月8日（土）キューブホール
開場14時30分　開演15時
曲目／バッハ：組曲ト短調BWV1011

バリオス：大聖堂
フランセ：パッサカリア
猿谷紀郎：二つの記憶と一つの未来の記憶

（ミューズ委嘱新作初演）ほか
●繊細かつ多様な音色に酔いしれました。心
地よいひと時でした。（狭山市・男性）

●演奏力と表現力が凄いと思った。（東村山
市・会社員）

●ギターの音色を最高に楽しめました。（所沢
市・男性）

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

20
2011年1月29日（土）山口公民館
開場13時20分　開演14時
出演／小川紀美代（バンドネオン）

須藤信一郎（ピアノ）
●バンドネオン演奏の力強さに圧倒されま
した。ピアノとのコラボも楽しめました。
（所沢市・女性）
●リズミカルでとても良かったです。トークも気
さくな感じで良かったです。（所沢市・主婦）

白石加代子
「百物語」シリーズ第一夜17

2011年1月22日（土）マーキーホール
開場17時30分　開演18時　
演目／
夢枕獏：「ちょうちんが割れた話」

：「二ねん三くみの夜のブランコの話」
筒井康隆：「如菩薩団」 半村良：「箪笥」
出演／白石加代子
構成・演出／鴨下信一
●白石さんの物語世界にどっぷりと浸
かれ、至福の時でした。（所沢市・主婦）

●表情がとても豊かで、声色の使い分
けも上手で良かった。（所沢市・会
社員）

●白石さんの迫力ある語りがとても良
かったです。（東久留米市・女性）

第69回所沢寄席
「江戸VS上方～落語天王山～」19

2011年1月28日（金）マーキーホール
開場18時30分　開演19時
出演／三遊亭好楽、柳家権太楼

林家染丸、桂雀々 ほか
●話術も上手で客の心もしっかり掴んでおり、面白
かったです。（所沢市・主婦）

●一人ひとりが大看板の噺家さんの噺を心ゆくまで
楽しめました。贅沢な一夜でした。（所沢市・会社員）

●江戸・上方それぞれの特色が味わえ、良い落語会
でした。（狭山市・男性）

アルフィート・ガスト
オルガン・リサイタル21

2011年2月3日（木）アークホール
開場18時30分　開演19時
曲目／
リスト：バッハの名による前奏曲とフーガ
メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ

第3番イ長調op.65-3
シューマン：ペダル・ピアノのための

4つのスケッチop.58 ほか
●圧倒的な音の世界に引きずり込まれま
した。重低音の響きがすごかったです。
（所沢市・主婦）
●迫力があって感動しました。（所沢市・
小学生）

●パイプオルガン演奏は初めてでした
が、迫力ある音に驚きました。（所沢
市・男性）

聖夜のバッハ
ゴルトベルク変奏曲BWV98812

2010年12月25日（土）アークホール
開場14時30分　開演15時
出演／ピアノ：コンスタンチン・リフシッツ
曲目／バッハ：前奏曲とフーガ

変ホ長調BWV552
：ゴルトベルク変奏曲
ト長調BWV988

●最後まで繊細かつ力強い素晴らし
いゴルトベルクでした。（所沢市・
主婦）

●初めて聴く演奏でしたが、一音一音
重みがあり素晴らしかった。（東久
留米市・女性）

●90分を越える非常に緊張感のある
リサイタルで感涙を禁じえなかっ
た。（飯能市・男性）

MUSE
ニューイヤーコンサート201114

2011年1月10日（月・祝）アークホール
開場14時　開演15時
14時15分よりロビーコンサート
出演／指揮：秋山和慶　ピアノ：中村紘子

東京交響楽団
曲目／J.シュトラウス2世:「こうもり」序曲

ショパン：ピアノ協奏曲第1番
ドヴォルジャーク：交響曲第9番

「新世界より」
●素晴らしいオーケストラの演奏と中村紘子
さんのピアノに感激しました。（所沢市・男性）

●新春にふさわしい良いコンサートでした。
とくに中村紘子さんのピアノは円熟された
技術で素晴らしかったです。（所沢市・女性）

●大好きな曲ばかりでとても楽しめました。
素晴らしい演奏でした。（所沢市・主婦）

所沢市生涯学習推進事業
声明コンサート「大般若転読会」8

2010年12月11日（土）富岡公民館
開場13時20分　開演14時
出演／新井弘順 ほか
●心が洗われ、すがすがしい気分になりました。
（所沢市・会社員）
●事前の説明がありわかりやすかった。声明
を聴き日本音楽を見直した。（狭山市・男性）

★スペシャル・カルテット
本シリーズの奏者４人全員が集結した
ギター・カルテットの演奏
曲目／湯浅譲二：組曲「藍より青く」

（ミューズ委嘱新作初演）ほか
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今年はフランツ・リストの生誕200年記

念の年である。フランツ・リストは、ご存知

のとおり、ヨーロッパ各地で活躍した19世

紀を代表するピアニスト、作曲家である。

ハンガリーに生まれたリストは幼いころか

ら音楽の才能を示した。10歳になる前か

ら演奏活動を開始、その演奏はヨーロッパ

中にセンセーションを巻き起こし、彼の超

絶技巧は指が6本あるらしいという噂にな

り、有名な「ピアノの魔術師」というニック

ネームが献呈された。その信じがたい技術

は、今日に至るまでそれを越えるピアニス

トは未だいない、と言われ、以後のピアノ

のテクニック自体を飛躍的に引き上げるこ

とになった。ベートーヴェン、ショパン、メン

デルスゾーン、クララ・シューマンなどが絶

賛したというエピソードが残る。とにかくエ

ピソードに事欠かない人物であった。ピア

ニストとして、恋多き男性として、苦悩する

人間として。このようなリストにオルガン作

品があることは、あまり知られていない。リ

ストの高い演奏技術は、オルガンの作曲、

演奏技法も飛躍的に発展させ、大オルガ

ンを駆使した交響詩的大曲という分野の

先駆けとなった。彼のオルガン曲のほとん

どがワイマールの宮廷楽長を務めた1848

年から1859年に書かれているのは、近郊

メルゼブルクの大聖堂の大オルガンとの

深い関わりを示している。メルゼブルクの

大聖堂に、当時のドイツを代表する名匠ラ

ーデガストがロマン派様式を持つ大オル

ガンを完成（正式には、それまでにあった

楽器の改修・増築である）したのは1855年

である。このオルガンは、当時のドイツ最

大の81ストップ、4段手鍵盤を持つ、中部ド

イツ初のロマンティック・オルガンで、その

音色は豪壮華麗な重低音と、天上的な美

しい弱音を兼ね備えていた。この記念碑

的な楽器の奉献演奏会でリストの30分は

かかる「アド・ノス、アド・サルタレム・ウン

ダムによる幻想曲とフーガ」が演奏されて

いる。この曲はマイアベーアのオペラに着

想を得たシンフォニックで壮大な大曲で、

循環形式の交響詩と言って良い作品であ

る。この曲が、豊かな響きの空間で新しい

ラーデガスト・オルガンの性能を遺憾なく

発揮したであろうことは容易に想像でき

る。また、本来、この奉献演奏会のために

作曲され、結果的に間に合わなかった「バ

ッハの名による前奏曲とフーガ」は、今日

最も多く演奏される彼の代表作である。バ

ッハの名前BACHをドイツ音名に当ては

めた４音をテーマとした、彼のオルガン曲

の中で最も緻密で高度な作曲技法との評

価の高い曲である。もう一曲の代表的な

オルガン曲は、1863年ローマで書かれた

「バッハのカンタータ“泣き、嘆き、悲しみ、

おののき”とミサ曲ロ短調“十字架につけ

られて”の通奏低音による変奏曲」である。

長女ブランディーヌを失った悲しみを表現

していると言われ、喪失の悲しみが時に静

かに嘆くように、時に運命に反抗するよう

に激しく表情を変えて訴え続けられる。そ

の尽きぬ悲しみのエネルギーに圧倒され

たころ、ついに「神のなされることは全て良

きことなり」のコラールが、あたかも天から

の光が差し込むように歌われ、苦しみ続け

た魂に救済がもたらされる。この後、リスト

は僧籍に入るなど、キリスト教の世界に傾

倒してゆく。

リストは1886年、バイロイトでワーグナ

ーの楽劇を鑑賞したのち、客死する。作曲

家として、演奏家として華やかな生涯を送

ったヨーロッパ音楽界の寵児はかの地に

埋葬され、立派な碑が建てられた。

あいうえ　おるがん○54
「フランツ・リストとオルガン」

松居直美
Naomi Matsui

オルガニスト／ミューズ音楽アドバイザー

平成22年度優秀映画鑑賞推進事業
MUSE名画シアター27

2011年2月19日（土）・20日（日）
マーキーホール
2011年2月19日（土）
①13時～『吹けば飛ぶよな男だが』
②15時～『おかしな奴』
2011年2月20日（日）
①13時～『喜劇・大安旅行』
②15時～『あゝ 軍歌』
●日本映画の良さ、面白さを再認識しま
した。（70代・男性）

●久しぶりに主人と２人で大笑いし、楽し
いひと時を過ごしました。（60代・女性）

●久しく忘れていた若い頃のトキメキに
触れたような気がします。（70代・男性）

サキタハヂメ のこぎりコンサート28
2011年2月20日（日）キューブホール　開場14時30分　開演15時　
出演／のこぎり：サキタハヂメ　ヴァイオリン：内山ふみ　ピアノ：丹千尋
曲目／中田章：早春賦　ハチャトゥリアン：剣の舞

プッチーニ：誰も寝てはならぬ　サキタハヂメ：光のさす方へ ほか
●のこぎりから音が出て、しかも演奏ができるなんて想像もしていなか
った。素晴らしい音でした。（所沢市・主婦）

●のこぎりという鋭いイメージを一蹴する柔らかい音色と、面白く温かい
奏者の雰囲気でとてもいい時間を過ごせました。（所沢市・女性）

●素晴らしい演奏でした。トークもとても楽しかったです。（所沢市・主婦）

“お昼どき”パイプオルガン
500円コンサート
～愛のバレンタインコンサート～

23
2011年2月11日（金・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：マイケル・アンガー
曲目／①小さな世界 ほか

②バッハ：パッサカリアハ短調BWV582 ほか
●子供と一緒に気楽に本格的な音楽を聴くことが
できてとてもよかったです。（所沢市・女性）

●初めてパイプオルガンの演奏を聴きましたが、
ダイナミックで感動しました。（東村山市・会社員）

●マイケル・アンガーさんの演奏がとても素敵でし
た。（川越市・主婦）

所沢市生涯学習推進事業
番外・所沢寄席「三ケ島亭」24

2011年2月12日（土）三ケ島公民館
開場13時20分　開演14時
出演／春雨や雷蔵、三増紋之助

三遊亭春馬
●落語も色物も力強さがあって引き込
まれました。（所沢市・会社員）

●涙が出るほど楽しかった。感動でし
た。（所沢市・主婦）

クリストフ・プレガルディエン（T）
アンドレアス・シュタイアー（Pf）
リートデュオ・リサイタル

25
2011年2月13日（日）マーキーホール　開場14時30分　開演15時
出演／テノール：クリストフ・プレガルディエン

ピアノ：アンドレアス・シュタイアー
曲目／シューベルト：歌曲集「白鳥の歌」より

シューマン：歌曲集「詩人の恋」ほか
●明るく素晴らしい歌声で感激した。（新座市・女性）
●低音も高音も伸びやかで素晴らしい歌声だった。（所沢市・女性）
●プレガルディエンさんの人柄を表わすような、穏やかで伸びと
暖か味のある高音、胸にしみ入る歌声でした。（日野市・女性）

所沢市生涯学習推進事業
番外・所沢寄席「新所沢亭」30

2011年2月27日（日）新所沢公民館
開場13時20分　開演14時
出演／桂小文治、江戸家まねき猫

桂米福
●3人ともとても楽しく上手でした。
（所沢市・会社員）
●それぞれ名演でとても良かった。
（所沢市・女性）

タブラトゥーラ・コンサート29
2011年2月26日（土）キューブホール
開場14時30分　開演15時
出演／リュート／ラウタ／ウード：つのだたかし

リコーダー／ショーム：江崎浩司
パーカッション／
ハンマーダルシマー：近藤郁夫

フィドル：田崎瑞博
＜guest＞歌：波多野睦美

曲目／新しい自転車、エル・ソンブレロ
コンパス、レセルカーダ
スカボロー・フェア ほか

●古楽器がこんなに楽しく素晴らしいとは知
りませんでした。また聴きたいです。（世田
谷区・女性）

●曲も演奏も話もとても楽しめました。（東大
和市・男性）

●古楽器の音を生で聴いて幸せな気分になっ
た。（板橋区・女性）

所沢市生涯学習推進事業
番外・所沢寄席「小手指亭」26

2011年2月19日（土）小手指公民館
開場13時20分　開演14時
出演／三遊亭遊吉、林家正楽

春風亭鹿の子
●近くで楽しむことができ、大変良か
ったです。（所沢市・主婦）

●３人共とても充実していた。（所沢
市・男性）
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イ ン フ ォ ・ マ ー ト 美 術 館 　 表 紙 を 飾 っ た ア ー テ ィ ス ト ・ 古 谷 博 子41

表紙■風の影　木版、69×70cm 2006年制作

Hiroko Furuya

1961年東京目黒区生まれ。88年多摩美術大学大学院修了。
第56回日本版画協会展で山口源新人賞、準会員推挙。90年
に平成2年度芸術家国内研修員。これまでに個展をはじめ、
国内外のグループ展で積極的に作品を発表。主なグループ展
は、92年「木版-明治末から現代-」展（練馬区美術館）。95年
第1回鹿沼市立川上澄夫美術館木版画大賞展で準大賞受賞。

2000年Y2K International Exhibition of Prints（台湾）。
2001年Contemporary Japanese Woodblock Prints（スコッ
トランド）。2003年「現代版画-技法と表現-」（黒部市美術館）。
2004年日本版画の100年展（名古屋）。2007年に平成17年
度文化庁買上優秀美術作品。2008年第7回高知国際版画ビ
エンナーレで準大賞を受賞。 漂-韻

木版、60×47cm
2008年制作
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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






