
　2010 年から続くオーケストラ・ア
ンサンブル金沢の演奏会事業。今年は、
滋賀・彦根の街の魅力にスポットを当
て、その魅力を多くの方に感じていただ
けるお城と湖の名曲をお届けします。湖
とお城を連想させる曲は「白鳥の湖」「美
しき青きドナウ」や、日本の曲では「荒城
の月」などが思い浮かびます。
　「連作交響詩《わが祖国より》モルダ
ウ」はベトルジハ・スメタナの代表的な
作品で、1874 年から 1879 年にかけ
て作曲された6つの交響詩からなる作
品です。各曲の初演は 1875 年から
1880年にかけて別々に行われました。
今回は6つの中でも最も有名な第2曲
「モルダウ」を演奏します。「モルダウ」は
ドイツ語での呼び名で、「ヴァルタヴァ」
というのが正式な呼び名です。
　この曲は、ヴァルタヴァ川が源流から

プラハの街を流れやがてエルベ川に合
流していく様を音楽化したもので、合唱
曲などにもなった哀愁がある中にも力
強い主旋律が心に残ります。冒頭のフ
ルートが表現するのは、一滴から始まる
源流の様子。そこからヴァイオリンが有
名なモルダウのテーマを演奏します。プ
ラハ市内を流れる情景を非常に鮮明に
描写しているのです。雄大なモルダウ川
の流れを心に思い浮かべながら、この名
曲をOEK の力強くかつ繊細な演奏で
お楽しみください。
「琵琶湖周航の歌」は滋賀県民の方のみ
ならず多くの方に知られた琵琶湖の情
景を抒情性溢れる歌詞とメロディーが
多くの人の心をとらえる名曲です。ま
た、演奏会を開催する来年 2017 年は
琵琶湖周航の歌が誕生して100年を迎
える年に当たります。琵琶湖周航の歌は
1917年（大正 6年）6月に現在の高島
市今津で生まれました。1933 年（昭和
8 年）にレコード化されていますが、
1971 年（昭和 46年）に加藤登紀子さ
んがカバーし大ヒットして多くの人に
知られるようになりました。この名曲を
オーケストラでご堪能いただけます。
そして第2部には夏川りみさんをお迎
えします。
素晴らしい名曲を感動の演奏と歌声で
紡ぐ演奏会。是非ご来場ください！

夏川りみ&青島広志withオーケストラ・アンサンブル金沢公演
　彦根の音楽家を支援する会を設立し
てちょうど2年目を迎える演奏会には、
エコーメモリアル・チェンバーオーケス
トラとしても活躍されている足木かよ
さん（ヴァイオリン）、田中瑤子さん
（ヴィオラ）、小林祐香さん（チェンバロ）
をお迎えします。
　彦根出身者、彦根にゆかりのあるプロ
の演奏家が年に1回彦根に集うエコー
メモリアル・チェンバーオーケストラ演
奏会は来年4月で20周年を迎えます。
今回はそのプレコンサートとしての開
催です。
　井伊家との縁のある清凉寺でのクラ
シックコンサート。多くの方に聴きなじ
みのある曲やクリスマスナンバーもご
用意しています。心温まる時間を大切な
人と一緒に是非お楽しみください。
　ご来場をお待ちしています！

発行

公演についてのお問合せ・お申込み
〒522-0063 滋賀県彦根市中央町 7-47 K ビル 3階　fax.0749-27-6880

特定非営利活動法人ひこね文化デザインフォーラム

mail@hcdf.jpmail 0749-23-3383tel

EVENT CALENDAR
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※お問合せ時間 平日8：30～17：15
※プレイガイドがある公演のチケットのお申し込みは、プレイガイドへお願いいたします。

ひこね文化デザインフォーラムニュースペーパー

NEWS PAPER
Hikone Culture Design Forum 

季刊  ｜

発行  ｜ 2016.11.10

特定非営利活動法人
ひこね文化デザインフォーラム

no.7
2016 Autumn

Hikone Culture Design Forum NEWS PAPER

お知らせ

2016
12日11月 土 ジュニア歴史テナライ塾

玄宮園で感じたことを
俳句にしよう

19日 土 能楽ことはじめ

17日12月 土 彦根の音楽家を支援する会
（協力事業）
彦根ゾリステン
  年末コンサート at 清凉寺

27日 日 歴史手習塾 seminar23
史実・赤穂事件に迫る！
～義を貫いた者たちの真実～

29日 火 本町宿　夜学
井伊直弼
ーその人と生涯ー

12.17（土）13:00開場 /13:30開演

1,500円　■全席自由
お申し込み

清凉寺（彦根市古沢町 1110）会場

料金

◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

500円料金

お申込み先

◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

　本物に触れ、考え、感じ、実際に体験す
ることを大切にしてきたジュニア歴史
テナライ塾。今回は「玄宮園で感じたこ
とを俳句にしよう」と題し、秋の玄宮園
について学んだ後、俳句を詠んでいただ
きます。玄宮園での説明は彦根市教育委
員会文化財課の三尾次郎先生より、そし

11.12（土）10:00～12:00
玄宮園（彦根市金亀町3）場所

て俳遊館俳句会講師の寺村滋先生と一
緒に俳句を作っていただきます。解説を
聞きながら玄宮園をじっくりと見るこ
とのできる、貴重な機会です。綺麗なお
庭の見どころやポイントを聞くと、さら
に彦根のまちの価値を感じていただけ
ると思います。また日常生活で俳句を詠

む機会もなかなかないと思います。感じ
たことをそのまま飾らずに５・７・５とい
うことばとして表現する、という簡潔な
のですが奥深い俳句。今講座をきっかけ
に俳句の世界に飛び込んでみるのはい
かがでしょうか。ぜひご参加ください！

2017.1.29（日）14:00開演

ひこね市文化プラザ会場

夏川りみ＆青島広志with
 オーケストラ・アンサンブル金沢

料金
1 階席 
　　    5,500円/ 5,300円 / 5,000円
2階席
　　    5,000円/ 4,500円/ 3,000円

 S 1A 
※前売・当日同料金

SS

2A C B 

グランドホール（彦根市野瀬町 187-4）

プレイガイド
◆ひこね市文化プラザチケットセンター
◆チケットぴあ ◆ローソンチケット
◆セブンチケット ◆ビバシティ平和堂
◆アル・プラザ彦根 ◆滋賀県立文化産業交流会館

ジュニア歴史テナライ塾

玄宮園で感じたことを俳句にしよう

2017
29日1月 日 夏川りみ&青島広志

with OEK

彦根の音楽家を支援する会（愛称：ソシオひこね） 事業のご案内ひこね文化デザインフォーラムが支援する活動を紹介します

彦根の音楽家を支援する会 第 8回演奏会 「彦根ゾリステン年末コンサート at 清凉寺」

彦根の音楽家を支援する会
第8回演奏会

彦根ゾリステン年末コンサート
　　　　　　　　　　　at 清凉寺

【予定曲目】
クラヴサンコンソール第5番（ラモー）他

夏川りみさん 

夏川りみさんからメッセージが届きました！

この度はアンサンブル金沢さんと、歴史

ある街彦根でご一緒する事ができてとて

もうれしいです。

お越し頂いた皆さんが、

少しでも元気な

気持ちになれるように、

心を込めて歌わせて

頂きます。

一緒に楽しみましょうね。

昨年の公演より

好評発売中



　「赤穂事件」が発生したのは、元禄年間 
徳川綱吉が将軍の時代。浅野内匠頭によ
る江戸城内での刃傷事件に端を発し、そ
の旧臣による吉良上野介への仇討ちで
事件の幕を閉じます。「仇討ちの成功」を
世間では元禄太平の世の快挙ともては
やし、一連の「忠臣蔵」物語が作られて行
きます。しかし、赤穂旧臣の残した手紙や
聞書などを紐解くと、「忠臣蔵」とはかけ
離れた史実、赤穂旧臣たちの思い、江戸
時代の社会的習慣があったのです。「仇
討ち」までの間の赤穂旧臣たちの揺れる
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11.27（日）13:00開場 /13:30開講

1,200円
プレイガイド

龍潭寺（彦根市古沢町 1104）会場

料金

◆ひこね市文化プラザ
◆ビバシティ平和堂　◆アル・プラザ彦根

10.2開催 OEKプレ企画
オーケストラ・アンサンブル金沢
メンバーによるミニコンサート

10.22開催
古民家落語会～彦根の昔ばなし～

　彦根でお馴染みとなったオーケスト

ラ・アンサンブル金沢との演奏会。今年

も１月に行われる演奏会に先駆け、プレ

企画としてミニコンサートを開催しまし

た。金沢から来ていただいたのは、ヴァイ

オリンの坂本久仁雄さんとピアニストの

田島睦子さんです。ビバシティのセン

タープラザにヴァイオリンとピアノの音

色が響くと、お客様はうっとりと聞き惚

れているようでした。中でも皆さまが特

に注目されたのは「真田丸のテーマ」と、

「涙そうそう」の２曲ではないでしょう

か。格好いいテーマに会場は集中した空

気となり、涙そうそうではゆったりと音

を楽しむ姿が見られました。買い物の途

中に立ち止まって聞いてくださった方

や、美しい音色につられて集まってくだ

さった方もたくさんおられ、音の魅力に

惹きこまれているようでした。ご来場い

ただきました皆様、ありがとうございま

した！

　次はいよいよ本公演、１月29日の演

奏会になります。万全を期して皆さんを

お迎えしたいと思います。素晴らしい演

奏会になることを確信しております。

　ぜひご期待ください！

　2014年12月に彦根にゆかりのある

若手演奏家を支援するために立ち上

がった「彦根の音楽家を支援する会」。演

奏会も第7回を迎えました。今回は、彦

根市出身の平山ナミさんのコンサート。

大阪を中心に活躍されています。会場は

彦根藩初代藩主井伊直政公ゆかりの長

松院。長松院でのコンサートはお寺とし

ても初の試みだということです。演奏の

前には長松院の由緒などをご住職の手

塚さんよりご紹介いただきました。

　いよいよ、平山ナミさんの登場。「ハナ

ミズキ」（一青窈）、「糸」（中島みゆき）など

のカバー曲が3曲、その他すべてオリジ

ナル曲という構成。広い本堂は満席で

す。明るく元気で伸びやかな歌声が会場

を満たし、お客様の心に響き渡りました。

オリジナル曲「大丈夫」をアンコールにコ

ンサートは温かな雰囲気に包まれて終

演しました。来場者の方からは「大変感動

した、平山ナミさんのファンになりまし

た」「時間が経つにつれ、どんどん引き込

まれていき、素晴らしいコンサートでし

た」といったお声が聞かれました。このコ

ンサートをステップに、ますますのご活

躍をお祈りしています！

　今年で２度目となった「古民家落語会

～彦根の昔ばなし 弐～」。今回は落語家

の桂 弥太郎さん、彦根お話しを語る会の

川﨑敦子さんをお招きし、城下町の趣が

残る本町三丁目にある「本町宿」で開催し

ました。

　本町付近にお住まいの方にはお馴染

みの「腹痛み石」と、病気の母のために三

兄弟が梨を取りに出かけた話「なら梨と

り」を語りでお聴きいただきました。落語

では、人を褒めてタダで酒を飲もうとす

る男の話「子ほめ」、お伊勢参りへ向かう

２人組に不思議なことばかり起こる「七

度狐」の二題をご口演いただきました。

　多くのお客様で本町宿はいっぱいに

なりました。そして、あたたかい笑い声

や、語りの独特な空気。昔ながらの町家の

中で、非日常を体験していただける機会

になったかと思います。メール・インター

ネットの発達や忙しい日々の生活の中

で、話しをじっくりと聴く機会が少なく

なってきた今日のこの頃ですが、日本の

伝統文化である落語や語りは、時代が変

わっても大切に守っていきたいですね。

　ご来場くださった皆様、ありがとうご

ざいました。

10.9開催 彦根の音楽を支援する会
平山ナミ コンサート

彦根市内の中高生対象

お問い合わせ先

◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

1.15（日）

　2010年より文化交流を続けるオー
ケストラ・アンサンブル金沢メンバーに
よる楽器クリニックを開催させていた
だくこととなりました。
　対象は、彦根市内の吹奏楽部に所属す
る中高生の方々です。プロのオーケスト
ラの方々から楽器の扱い方や、演奏の方
法などのレッスンを受けていただきま
す。楽器はフルート・クラリネット・ホル
ン・トランペット・トロンボーンの5種
類。

　１月 15日（日）彦根市立西中学校で
開催します。大変寒い時期になるので雪
が降らないことを願いつつ、部活動に打
ち込む中高生の皆様にとって、いい機会
にしていただければと思います。

　昭和32年、岡山県生まれ。東京大学国史学
科卒業。文学博士。東京大学史料編纂所教授。
専門は日本近世史。「武士道の名誉」「赤穂事
件と四十六士」など著書多数。NHK・E テレ
「知恵泉」、「ラジオ深夜便」など、テレビ・ラジ
オの出演も多数。映画やテレビの時代劇の時
代考証も担当している。

講師 山本 博文 氏

思い、それを束ねた大石内蔵助の戦略は
どういうものだったのでしょうか。そし
て、赤穂事件が後世に残したものは何で
しょうか。
　江戸時代研究の第一人者、赤穂事件に
関しても数多くの著作があり、さらに歴
史手習塾初登場の山本博文先生をお迎
えし、真実の赤穂事件に迫ります。会場
は、赤穂旧臣が仇討ちの参考にしたとも
言われる「浄瑠璃坂の仇討ち」の首謀者
で、その後彦根藩士となった奥平源八の
墓所がある龍潭寺です。ご期待ください!

PROFILE!

11.19（土）14：00～15：30
明性寺（彦根市本町 3丁目 3-56）会場

料金

お申込み先
◆NPO法人ひこね文化デザインフォーラム

浦部好弘氏・浦部幸裕氏
（観世流能楽師）

出演

一般1,500円

能楽ことはじめ

オーケストラ金沢メンバーによる
楽器クリニック

歴史手習塾seminar23

史実・赤穂事件
～「義」を貫いた者たちの真実～

▼仮名手本忠臣蔵十一段目（豊国） 大石神社所蔵

観世流能楽師 シテ方　1940年生まれ 愛荘
在住 これまでに〔乱・石橋・道成寺・安宅・正
尊・望・砧〕を開曲するなど舞台で活躍。県内
各地で幅広い世代を対象に謡曲・仕舞の指導
にあたる。浦部好謡会主宰。愛荘町子供能楽
教室指導。重要無形文化財保持者認定。（社）
能楽協会会員。（社）京都観世会会員

講師 浦部 好弘 氏PROFILE!

観世流能楽師 シテ方　1967年生まれ 愛荘
在住 これまでに〔石橋・千歳・乱・道成寺〕を開
曲。京都を中心に多数の舞台で活躍する傍
ら、謡曲・仕舞の指導にあたる。東京芸術大学
音楽学部邦楽科能楽専攻。重要無形文化財保
持者認定。（社）能楽協会会員。（社）京都観世
会会員

講師 浦部 幸裕 氏PROFILE!

●内容…能についてのお話 / 謡「竹生
島」で聞き比べ / 謡体験「高砂」 / 仕舞
「高砂」 / 着付実演 / 舞「羽衣」

都にちかく交通の要衝であった近江は
様々な歴史の舞台となりました。能の演
目にも多くその縁の場所が登場し、近江
が舞台となる演目も 10曲ほどあると
言われています。そんな私たちの故郷に
深く関わる能を身近に体験いただける
催しを企画しました。能が初めての方に
も楽しんでいただける内容です。是非お
越しください！

彦根市立西中学校（彦根市金亀町8-1）場所

演奏者からのコメント
◆コンサートの印象

　特に2回目の演奏会ではお客様の反

応がすごく良くて、演奏していて楽し

かったです。音楽を奏でると自然に人が

集まってきてくださいました。今日の演

奏会で、彦根のお客様が音楽を求めてお

られることがよくわかりました。いろん

な機会を通じて何度もOEKの演奏をお

届けできることを願っています。

平山ナミさんからのコメント
　私にとって初めての彦根でのワンマ

ンライブ。「彦根の音楽家を支援する会」

の皆様にお声をかけていただき実現す

ることができました。本当にありがとう

ございます。家族や身内のみんなにもワ

ンマンライブを見てもらえて本当に嬉し

かったです。いつか自分の故郷である彦

根でワンマンライブができる日を夢に見

ていました。皆様のおかげです。これから

も頑張っていきますので彦根の皆様、応

援よろしくお願いします。

◆彦根の皆様へのコメント

　生の音の響きは心に響くものがありま

す。OEKの熱のこもった心からの演奏を

お届けしたいと思っています。夏川さん

の歌声、青島先生のキャラクターなど魅

力満載の演奏会です。1月29日心から

お待ちしています。

オーケストラ・アンサンブル金沢   

坂本 久仁雄さん  
ヴァイオリニスト　 


