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本日は大変お忙しい中、群馬大学フィルハーモニックオーケストラ第 25

回定期演奏会にお越しいただき、誠にありがとうございます。 

 今年もこの様に定期演奏会を行うことができるのも、皆様のご支援の賜

物と部員一同、心より感謝しております。 

 本年は、台風や地震などの自然災害が多く、暗い話題の多い年だったと

思います。そのような中、皆様に明るい話題を提供したいと願い日々練習

を重ねて参りました。本日の演奏会では、日頃の練習の成果を十分に発揮

した演奏が出来るよう様にと思っております。そして本日の演奏会が皆様

にとって良い思い出の一つとなっていただければ幸いです。 

 今年も指揮をしていただく塩谷先生には、合奏での熱心なご指導はもち

ろんのこと、その他様々な面で大変お世話になりました。さらに、ＯＢ、

ＯＧ、エキストラの方々にも、御指導、御協力いただきました。皆様には

本当に感謝しております。 

 最後となりましたが、この定期演奏会を行うのにあたり、後援、助成を

お贈りしていただきました諸団体、及び個人各位、蔭ながら様々な所でご

尽力下さいました大勢の皆様に厚く御礼を申し上げ、挨拶とさせていただ

きます。 

 

群馬大学フィルハーモニックオーケストラ部 

部長部長部長部長 星野星野星野星野    景祐景祐景祐景祐    
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 リヒャルトリヒャルトリヒャルトリヒャルト    ワーグナーワーグナーワーグナーワーグナー    

楽劇楽劇楽劇楽劇《《《《ニュルンベルクニュルンベルクニュルンベルクニュルンベルクののののマイスタージンガーマイスタージンガーマイスタージンガーマイスタージンガー》》》》第第第第１１１１幕幕幕幕へのへのへのへの前奏曲前奏曲前奏曲前奏曲    

Richard WagnerRichard WagnerRichard WagnerRichard Wagner    

Die Meistersinger Die Meistersinger Die Meistersinger Die Meistersinger von Nvon Nvon Nvon Nüüüürnberg Oper in 3 Aufzrnberg Oper in 3 Aufzrnberg Oper in 3 Aufzrnberg Oper in 3 Aufzüüüügengengengen    

Vorspiel zum 1. AufzugVorspiel zum 1. AufzugVorspiel zum 1. AufzugVorspiel zum 1. Aufzug    

 

 

 

マックスマックスマックスマックス    ブルッフブルッフブルッフブルッフ    

ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン協奏曲第協奏曲第協奏曲第協奏曲第１１１１番番番番    トトトト短調短調短調短調    作品作品作品作品 26262626    

Max BruchMax BruchMax BruchMax Bruch    

Konzert fKonzert fKonzert fKonzert füüüür Violine und Orchester Nr.1 gr Violine und Orchester Nr.1 gr Violine und Orchester Nr.1 gr Violine und Orchester Nr.1 g----moll op.26moll op.26moll op.26moll op.26    

    

Ⅰ. Vorspiel. Allegro moderato 

Ⅱ. Adagio 

Ⅲ. Finale. Allegro energico-Presto 

 

 

 

― 休憩 ― 

 

 

 

ルードヴィヒルードヴィヒルードヴィヒルードヴィヒ    ヴァンヴァンヴァンヴァン    ベートーベートーベートーベートーヴェンヴェンヴェンヴェン    

交響曲第交響曲第交響曲第交響曲第５５５５番番番番    ハハハハ短調短調短調短調    作品作品作品作品 67676767《《《《運命運命運命運命》》》》 

Ludwig van BeethovenLudwig van BeethovenLudwig van BeethovenLudwig van Beethoven    

Symphonie Nr.5 cSymphonie Nr.5 cSymphonie Nr.5 cSymphonie Nr.5 c----moll op.67moll op.67moll op.67moll op.67    

    

Ⅰ. Allegro con brio 

Ⅱ. Andante con moto 

Ⅲ. Allegro 

Ⅳ. Allegro 
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リヒャルトリヒャルトリヒャルトリヒャルト    ワーグナーワーグナーワーグナーワーグナー    

楽劇楽劇楽劇楽劇《《《《ニュルンベルクニュルンベルクニュルンベルクニュルンベルクののののマイスタージンガーマイスタージンガーマイスタージンガーマイスタージンガー》》》》

第第第第１１１１幕幕幕幕へのへのへのへの前奏曲前奏曲前奏曲前奏曲 

Richard WagnerRichard WagnerRichard WagnerRichard Wagner：：：：Die Meistersinger von Die Meistersinger von Die Meistersinger von Die Meistersinger von NNNNüüüürnberg Oper in rnberg Oper in rnberg Oper in rnberg Oper in 

3 Aufz3 Aufz3 Aufz3 Aufzüüüügengengengen    Vorspiel zum 1. AufzugVorspiel zum 1. AufzugVorspiel zum 1. AufzugVorspiel zum 1. Aufzug    

リヒャルトリヒャルトリヒャルトリヒャルト・・・・ワーグナーワーグナーワーグナーワーグナー    

リヒャルト・ワーグナーは革命を起こした作曲家と言える。二

管編成の四管への拡大、新たな和声法、ライトモチーフ、といっ

た革新的手法で音楽史上に変革をもたらし、ブルックナーや若い

頃のドビュッシー等、後の多くの作曲家に多大な影響を与えた。

また、音楽が表現する内容もそれまでとは随分違う。作曲者の情

緒が反映している絶対音楽は存在していたが、情緒自体を 

表現している訳ではなかった。絶対音楽を否定していたワーグナ

ーが絶対音楽を継承したブラームスと敵対したのは当然である。

ブラームスはワーグナーに激しく批判（中傷）されていたが、そ

れでもワーグナーの音楽を研究し続けていたという。実際のとこ

ろこの対立の背景には社会的政治的意図が存在し、貴族社会を引

きずる保守派と市民階級との争いを反映していた。 

楽劇≪ニュルンベルクのマイスタージンガー≫は１８６７年に

完成した喜劇で、主人公の騎士が意中の女性との結婚の賭かった

歌合戦に出場し、様々な妨害を乗り越えて優勝する、といった内

容を持つ。そして、劇中では古い規則に縛られた芸術を批判し、

民衆芸術を謳歌している。ワーグナーは、自身がユダヤ人の血を

ひいているにもかかわらず著書「音楽におけるユダヤ性」でユダ

ヤ人の追放を訴えた。ユダヤ人が音楽界で成功するのを嫉んでい

たという。この思想は後にヒトラーに多大な影響を与える。本日

次に演奏される協奏曲の作曲者マックス・ブルッフは１９世紀に

は著名な作曲家で、多くの歌劇等が盛んに演じられていたが、ユ

ダヤ人であった為にナチスによって発禁にされ、現在では多くの

作品が忘れられたままである。そして極めて酷薄だったワーグナ

ーは自身を援護する貴族をも尽く食い物にした。金を巻き上げ、

借金は踏み倒し、更にその貴族の夫人は作曲家の愛人となった。

ワーグナーは、世の人間が最も偉大な芸術家を養うのは当然の事

と考え、蛭の如く金持ちに吸い付いていた。表面上は人格者を装

っているが己の為に他人を陥れ、自分に都合の悪い者を根拠もな 

 

く悪として集中攻撃を浴びせて排除する、これが真実である。 

ワーグナーは、自身が留守中に死んでしまった為に最初の妻ミ

ンナが埋葬した愛犬を掘り起こして予定していた場所に埋葬し直

した等、随分ペットには愛情を注いだ様でエピソードが幾つか残

っている。その後夫婦が飼ったオウムは、誰かが「悪いワーグナ

ーさん、可哀想なミンナ！」と喋る様に教え、絶え間なくそれを

唱え続けていた。更に後に飼った犬には相当バカにされていた様

で、主人は公前で無視された。実に賢い犬である。本当に尊敬さ

れるべき者ならば自然と周囲から好かれるだろうし、皮肉られた

文章を書かれる様な事もないはずである。偉大な芸術家が偉大な

人間とは限らないのだ。（記：岩瀬 裕実） 

    

    

    

マックスマックスマックスマックス    ブルッフブルッフブルッフブルッフ    

ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン協奏曲第協奏曲第協奏曲第協奏曲第１１１１番番番番    トトトト短調短調短調短調    作品作品作品作品 26262626 

Max BruchMax BruchMax BruchMax Bruch：：：：KonzKonzKonzKonzert fert fert fert füüüür Violine und Orchester Nr.1 gr Violine und Orchester Nr.1 gr Violine und Orchester Nr.1 gr Violine und Orchester Nr.1 g----moll moll moll moll 

op.26op.26op.26op.26    

マックスマックスマックスマックス・・・・ブルッフブルッフブルッフブルッフ    

マックス・ブルッフ（1838～1920）はケルンに生まれ、音楽教

師であった母親から音楽の手ほどきを受けた。そして 11 歳で序曲

や室内音楽、14 歳で交響曲を作曲。また、同じ年に作曲した弦楽

４重奏曲が認められて、フランクフルト・モーツァルト財団賞を

得た。その後、ケルンで F.ヒラーに作曲法を、C.ライネッケにピ

アノを学び、1858 年頃から本格的に作曲活動を始めた。ブルッフ

はその非凡な才能を活かして宮廷学長や音楽大学の副校長などを

勤め、後にベルリン王立芸術アカデミー院長の座についた。また、

ブルッフは自ら指揮を振り、指揮者としても活躍。晩年は教育者

としてドイツの指導的立場にいた。音楽家としては地位と名誉に

恵まれた幸せな経歴だが、ブルッフがユダヤ系ドイツ人だったた

め、1935 年から 45 年にかけて、ナチスにより作品が上演禁止と

なってしまった。その影響で多くの作品が忘れ去られたままにな

っている。現在でも演奏されているのはこのバイオリン協奏曲の

ほかには、バイオリンとオーケストラのための「スコットランド    
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幻想曲」や、チェロとオーケストラのための「コル・ニドライ」

くらいである。 

 ブルッフはバイオリン協奏曲を３曲残しているが、第１番がも

っとも親しまれているバイオリン協奏曲である。この曲はブルッ

フがコブレンツの管弦楽団の指揮者をしていた 1866 年、28 歳の

時に作曲され、ケルン音楽院教授オットー・フォン・ケーニヒス

ロウの独奏、ブルッフ自身の指揮で初演されたが、あまり評判は

良くなかった。２年後にヨーゼフ・ヨアヒムの助言をもとに部分

的に書き直したものをブレーメンで演奏したところ、大成功を収

めた。これに感謝して、この曲はヨアヒムに献呈されている。曲

は３楽章からなっていて、メンデルスゾーンの影響を受けたと思

われるドイツ・ロマン主義的傾向の強いものとなっている。 

 ブルッフは 20世紀の音楽の進歩の過程を見届けている。しかし、

ブルッフは最先端を進むようなことはなく、あくまでもブラーム

スと同じ保守的な作曲を続けた。なので、今回の序曲であるワー

グナーのマイスタージンガーとは、まったく対照的な音楽となっ 

ている。(記：川井田 剛) 

 

 

 

ルードヴィヒルードヴィヒルードヴィヒルードヴィヒ    ヴァンヴァンヴァンヴァン    ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

交響曲第交響曲第交響曲第交響曲第５５５５番番番番    ハハハハ短調短調短調短調    作品作品作品作品 67676767《《《《運命運命運命運命》》》》 

Ludwig van BeethovenLudwig van BeethovenLudwig van BeethovenLudwig van Beethoven：：：：Symphonie Nr.5 cSymphonie Nr.5 cSymphonie Nr.5 cSymphonie Nr.5 c----moll op.67moll op.67moll op.67moll op.67    

LLLL・・・・BBBB・・・・ベートヴェンベートヴェンベートヴェンベートヴェン    

マーラーの交響曲第一番が当時の聴衆に受け入れられなかった

要因は、その内容が交響曲の常識を超越していた事による。爆発

的な展開、曲調の急激な変化、歌謡の導入、パロディ、これらは

「高尚な」交響曲ではタブーとされていたが、マーラーはこうい

った新たな手法でこのジャンルの姿を一変させた。 

そして“常識”の礎となった作品とはまさに、ルートヴィヒ・

ヴァン・ベートーヴェンの交響曲第五番である。日本で一般的に

クラシック音楽と言えば≪運命≫、というより“運命の動機”が

真っ先に連想されるに違いない。作曲者が「こうして運命は扉を

叩く」と言った事から日本では≪運命≫の名で知られるが、他の

国ではこの名称は通じない。運命の動機と呼ばれる「ジャジャジ 

 

ャジャ～ん」のリズムは曲中の至る所に現れ、特に第一楽章での

執拗な繰返しにしつこいと思った方は少なからずいると思うが、

この様に短い動機を派生させて曲を組み立てる事を主題労作と呼

び、ソナタ形式と並んで“常識”とされていた。そして、無駄の

ない主題労作と厳格なソナタ形式でこの曲は交響曲の中で最高傑

作の一つとされている。後の世代への影響も大きく、特にブラー

ムスの交響曲第一番には多くの影響を認める事が出来る。 

では、扉を叩く運命とは何か？この曲の作曲当時既に異状を呈

していたベートーヴェンの耳は悪化の一途を辿り、生活にも支障

を来していた。この事は曲にも反映し、第一楽章で繰返される運

命の動機は、作曲者の耳の奥にある止む事の無い耳鳴りだという

見方がある。すなわち、運命＝耳の異状であり、曲はその運命に

翻弄される音楽家の苦悩と歓喜を語っていると考えられる。これ

は納得出来るけどちょっとカッコ良過ぎる！せっかくだから他の

もっと俗っぽい説も紹介しなければ。それは、ベートーヴェンは

多額の借金を抱えていた時期があり、その借金の取立てが毎日家

に来ていた。そして扉を叩く。「タタタタン！」。このリズムが後

に運命の動機となった、という説。運命＝借金返済。確かに運命

は扉を叩いている。第四楽章では歓喜のファンファーレが鳴った

後に一度この動機による第三楽章が回想されるが、これは職業柄

収入が安定しない音楽家の生活の不安が表れているのだろうか。 

偉大な音楽家でも結局は一人の人間である。真偽はともかく、

この様な諸説は作曲家を身近に感じられるし、より興味を持って

曲を理解（誤解？）出来るのではないか思う。耳が悪化した原因

についても諸説あるが、そのうちの一つとしてベートーヴェンの

体内に蓄積されていた鉛の量が通常の２０倍を超えていた事が指

摘されている。当時、ドナウ河の魚が食用として獲られていたの

だが、河の周辺には鉛精製工場がたくさん建ち並び、工業排水は

垂れ流しにされていた。また、当時のワインにも鉛が混入してい

たという説もあり、鉛中毒になっていた可能性は高い。それにし

ても、ドナウって美しき青き河だったんぢゃないの？まだ貴族全

盛だった時代、血の通わない器楽よりも声楽の方が優れていると

考えられていた。保守的な貴族達は歌劇を支持したが革命によっ

て力を得た市民階級は情緒や言葉を反映しない絶対音楽、そして

その象徴である交響曲を支持し、音楽の精神性を高めた。この市

民階級 VS 貴族の対立は１９世紀中盤の音楽界では交響曲 VS 楽

劇、すなわちブラームスとワーグナーの対立へ発展していく。ベ

ートーヴェンが発展させた交響曲の精神はブラームスへと継承さ

れたものの、２０世紀まで生き続ける事は出来なかった。ブラー

ムスの死で衰弱し、マーラーによって息の根を止められたのであ

る。結局は時代に逆らえなかったという事だ。猛き者も遂には滅

びぬ、偏にこれも運命なのであろうか。（記：岩瀬 裕実）    
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指揮者指揮者指揮者指揮者：：：：塩谷塩谷塩谷塩谷    明明明明（桂冠指揮者） 

立教大学卒。指揮法を斎藤秀雄氏およびウィーンアカデミーにてエーストライヒヤー教授に師事。1977年秋、チ

ェリビダッケ氏の指揮講習会に出席し指導を受ける。1978年、79年 80年と 3度にわたり東京交響楽団を指揮し、

好評を博す。第二回草津国際音楽アカデミーに参加、イタリア人指揮者カルロ・ゼッキ氏の指導を受ける。1982

年 8月、メーテルリンク原作「青い鳥」をミュージカルに作曲、編曲、指揮（於 浦和市民会館）。1984年 11月、

マンドリン合唱曲オマージュ（小栗上野介を偲ぶ）を作曲。演奏、群馬大学マンドリンソサエティー（於 前橋市

民会館）。1985 年 11 月、「ハンス・カン来日 30 周年記念演奏会」出席。ピアノ独奏 ハンス・カン、指揮 塩谷

明、演奏 群馬交響楽団（於 前橋、館林）。1988年 10月、菅原明郎作曲カンタータ「ヨハネの黙示録」（遺作）

指揮。1973 年から 89 年まで 17 回にわたり群大音楽専攻生を中心としたオーケストラ及び合唱団によるヘンデル

作曲オラトリオ「メサイヤ」を指揮。1990 年 2 月、退官特別演奏会（於 前橋市民文化会館、武蔵野市民文化会

館）。3月、群馬大学退官。1989年より、高崎マンドリン合唱団を指揮。群大フィルでは、第 3回定期演奏会より

指揮。元群馬大学教育学部音楽科教授。1999年、群大フィルより「桂冠指揮者」の称号を贈られる。 

 

 

 

 

 

 

 

ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン奏者奏者奏者奏者：：：：川井田川井田川井田川井田    剛剛剛剛    

１９８３年１１月９日生まれ。千葉県出身。地元の高校を卒業し、群馬大学工学部機械システム工学科に入学。

幼少の頃より始めた数ある習い事の中で、唯一ヴァイオリンにのみ興味を持ち、５歳より才能教育鈴木メソードに

籍を置く。１４歳でメンデルスゾーンのヴァイオリンコンチェルト、１５歳でチャイコフスキーのヴァイオリンコ

ンチェルトを弾きこなし、鈴木メソードの全課程を１５歳で終了。高校２年生のとき、全日本選抜オーケストラに

出場して以来、オーケストラの魅力にはまる。現在は群馬大学フィルハーモニックオーケストラ部のコンサートマ

スターを務めるかたわら、多数のオーケストラにエキストラとして出演するなど、確実に実績を伸ばしつつある。 
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１１１１st Violinost Violinost Violinost Violino    
ど…どうも☆１st…そうです、１st ヴァイオリンです！えっと、この

パートは日々先輩方から愛のムチを受けながら、おそらく弾き真似で

はなく、練習に精進してきた一年生と、とってもとっても(以下略)情熱

的かつ素敵な先輩方によって構成された COOL＆DRY なパートです

(矛盾あり)。今回の演奏会にあたって、日々練習を重ねてきました。で

すから、一人一人のすばらしいルックスとハート(自称)、そして素敵な

音色を是非楽しんでください！ 

２２２２nd Violinond Violinond Violinond Violino    
 いらっしゃいませ。第２５回群馬大学フィルハーモニックオーケス

トラ定期演奏会(長っ)へようこそ。今回の２ndヴァイオリンは１stの

追っかけ、きざみ、テンポ戻し、これに尽きます。目立たず一生懸命

に！！が２ndの宿命なのです。その役割を果たすべく、この本番のた

めに様々な修羅場を乗り越えこの日にたどり着きました。とは言って

も結局は１st の影に隠れてしまうんですけどね…とりあえずみなさん、

我等が２ndトップの究極のマイナスイオンに癒されてください☆ 

ViolaViolaViolaViola    
 ヴァイオリンよりほんのちょっと大きくて、チェロよりかなり小さ

い楽器、それがビオラです♪このほんのちょっとの差が長時間弾いて

いるとけっこう辛い重さと、大体の曲で目立たないという地味さを兼

ね備えた微妙な楽器です。しかしこの中途半端な音と極たまにあるオ

イシイ旋律がたまらないんです！ビオラの良さが分かる人は良い人で

す◎そこのあなたも「良い人」にするため、今日は最高の音色を届け

たいと思います。 

VioloncelloVioloncelloVioloncelloVioloncello    
 こんにちは。こんばんは。今日はお越し下さいまして、本当にあり

がとうございます。私たちチェロパートは、濃ゆい人たちが勢ぞろい

…深い！深い！！深い！！！人たちばかりなのです。出す音も、深い！

深い！！濃ゆい！！！もう、体全体、あらゆる所で響かせ、弾きまく

りますっっ☆私たちの心に響く、ねっとりとしたハーモニーをぜひお

聴きください♪そして、こんな私たちをいつも心のどこかに…今日は

皆様が私たちのトリコになることは否めません…♪♪ 

ContrabassoContrabassoContrabassoContrabasso    
 はいどうもこんにちは。コントラバスパートでごさいます。チェロ

に隠れているようですがしかし、この楽器があるのとないのとでは全

然違うのです。全体を支える味わい深い楽器、そうそれは場を引き締

める渋い名脇役のよう。たまには彼らに目を向けましょう。ところで

最近のヨン様ブーム、私の母親も例外にあらず。本日は打倒ヨン様と

いうことで、奥様方の心をがっちり掴みたいと思います！ 

FlautoFlautoFlautoFlauto    
 近年になく新入生が沢山部室を訪れ、今までに感じたことがないフ

レッシュな雰囲気が流れる中、一昨年から全く顔ぶれの変わらないパ

ートがあった。フルートはもう４年、３年一人ずつである。小泉首相

は長期政権の疲れか就任当時の覇気は幾分影を潜めてしまったが、

我々はむしろ逆、逆であります。年々力を付けているフルートは既に

独裁になりつつありますが今日は他のパートにも注目して頂きたい。 

OboeOboeOboeOboe    
 楽器の主な故障原因～木管楽器編～ 

①キーが動かない。…バネの外れ、折れ、腰の曲がり 

②音が全然でない。…電池切れ 

③ある音が出ない。…テレポートしている 

④雑音が入る。…逆探知中 

あなたの楽器は大丈夫ですか？ 

ClarinettoClarinettoClarinettoClarinetto    
 クラリネットは幅広い音域を持ち、伴奏もソロもこなせるオールマ

イティーな楽器です。今回はソロはあまりありませんが、他の楽器の

副旋律を担当し、美しいハーモニーを創り出しています。そんなクラ

リネットの音をぜひ聴いて頂きたいのですが、問題は今回の選曲です。

曲を知っている人は分かると思いますが、体力的に辛い…。全曲終わ

った時に舞台から落ちる人がいたら、それはきっと私でしょう。 

CornoCornoCornoCorno    
 ホルンとは角笛から進化した金管楽器で、管は円形に巻かれ、先が

朝顔形に開いています。よく、カタツムリと呼ばれます…。ヌメヌメ

しているわけではありませんよ。本日は金色にひときわ輝く、カタツ

ムリ達の奏でる音色に聴き惚れてくださいませ！！ 

TrombaTrombaTrombaTromba    
 みなさんこんにちは。今年の群大オケ部のラッパ吹きは 5 人になり

ました。オーケストラの中でもラッパ吹きの出番は他の楽器に比べて

少ない方ですが、いざ本番！となるとオーケストラの演奏に華やかさ

をプラスする、とても重大かつ重要な役割をします。かっこいいラッ

パ吹きになるために 5 人は毎日頑張って練習してきました。ステージ

の上でキラキラ輝いているのは楽器だけではありません。今日は 5 人

のラッパ吹きの輝かしい音色をたっぷりお聴き下さい。 

PercussionePercussionePercussionePercussione    
 こんにちは。パーカッション(打楽器)パートです。メインはおそらく

ティンパニでしょう。大きな太鼓なので、すぐ分かると思います。注

目してみてください。このパートのメンバーは皆、他の楽器との掛け

持ちで忙しい中頑張りました！ステージでの打楽器隊の力強い演奏を

見て、聴いて、楽しんでください。 

 

 

FagottoFagottoFagottoFagotto・・・・TromboneTromboneTromboneTrombone・・・・TubaTubaTubaTuba    

団員大募集中団員大募集中団員大募集中団員大募集中！！！！ 
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1979年 1月     柴崎(Ｖｎ) 五位野(Ｖｎ) 大豆生田(Ｖａ)の 3人を中心とする 9人のメンバーにより「オーケストラ同好会」として発足 

1980年 4月     新入生 20人を迎える。群馬県立女子大英語劇伴奏、荒牧祭出場などの活動を行う。 

       12月        学内ＧＭ155教室において、クリスマス・コンサートを開く。これが第 1回定期演奏会となる。 

指揮：小山裕之 曲目：G.F.ヘンデル「水上の音楽」 他 

1981年 5月     正式に｢フィルハーモニックオーケストラ部｣となる。 

                   前年に引き続き、群馬県立女子大英語劇伴奏、荒牧祭出場などの活動を行う。 

12月    第 2回定期演奏会 指揮：小山裕之 曲目：L.V.ベートーヴェン 交響曲第 1番ハ長調Ｏｐ．21 

1982年       この年から指揮を塩谷先生に依頼 

     12月     第 3回定期演奏会 曲目：L.V.ベートーヴェン 交響曲第 5番ハ短調Ｏｐ．67「運命」 他 

1983年 12月 11日  第 4回定期演奏会 Ｖｎ．独奏・東喜峰 

                     曲目：P.l.チャイコスフキー ヴァイオリン協奏曲ニ長調Ｏｐ．35／交響第 5番ホ短調Ｏｐ．67 

1984年 4月     部室棟に火災発生。このとき楽器のほとんどを焼失。部員が各自楽器を購入した。3ヶ月後の 7月下旬に活動を再開。 

       12月 19日  第 5回定期演奏会 曲目：L.V.ベートーヴェン 交響曲第 7番イ長調Ｏｐ．92 他 

1985年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏 

       12月 21日  第 6回定期演奏会 Ｖｎ．独奏・柴崎雅人 五位野高吏 

           曲目：L.V.ベートーヴェン「エグモント」序曲Ｏｐ．84／J.S.バッハ 二つのヴァイオリンのための協奏曲ＢＷＶ1043／W.A．

モーツァルト 交響曲第 41番ハ長調Ｋ551「ジュピター」 

1986年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏 

    12月 20日  第 7回定期演奏会  曲目：F.シューベルト 交響曲 8番ロ短調「未完成」Ｄ759／Ａ．ドヴォルザーク 交響曲 9番ホ短調Ｏ

ｐ．95「新世界より」 

1987年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏 

    12月 13日  第 8回定期演奏会 ピアノ独奏・三國正樹 

           曲目：W.A．モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲Ｋ492／ベートーヴェン ピアノ協奏曲第 3番ハ短調Ｏｐ．37／Ａ．

ドヴォルザーク 交響曲第 8番ト長調Ｏｐ．88「イギリス」 

1988年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏 

     12月 17日   第 9回定期演奏会 曲目：W.A．モーツァルト 交響曲第 29番イ短調Ｋ201／J.シベリウス「カレリア」組曲Ｏｐ．11／J.ブ

ラームス 交響曲１番ハ短調Ｏｐ．68 

1989年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏 

       12月 16日  第 10回定期演奏会 曲目：W.A.モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲Ｋ620 ／P.l.チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割人

形」Ｏｐ．71ａ／L.V.ベートーヴェン 交響曲第 8番ヘ長調Ｏｐ．93 

1990年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏 

       12月 16日  第 11回定期演奏会 ピアノ独奏・芦田真美 曲目：C.M.ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲Ｏｐ．77／W.A.モーツァルト 

ピアノ協奏曲 23番イ長調ＫＶ488／L.V.ベートーヴェン 交響曲 7番イ長調Ｏｐ．92 

1991年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(共同出演) 

       12月 8日   第 12回定期演奏会 曲目：C.W.グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲／W.A.モーツァルト 交響曲第 35番二短

調「ハフナー」ＫＶ385／P.l.チャイコフスキー 交響曲第 5番ホ短調Ｏｐ．67 

1992年 4月         群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

       12 月 17 日  第 13 回定期演奏会 曲目：Ｆ.Ｊ.ハイドン 交響曲第 1 番二短調 HobI1／J.シベリウス交響詩「フィンランディア」Ｏｐ．

26Ｎｏ．7／L.V.ベートーヴェン 交響曲第 3番ホ短調｢英雄｣Ｏｐ．55 
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1993年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

       12 月 12日  第 14 回定期演奏会 ピアノ独奏・渡辺泉 曲目：C.C.サン＝サーンス フランス軍隊行進曲／S.V.ラフマニノフ ピアノ協

奏曲第 2番ハ短調Ｏｐ．18／J.ブラームス 交響曲第 1番ハ短調Ｏｐ．68 

1994年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

       12 月 17 日  第 15回定期演奏会 曲目：L.V.ベートーヴェン 「エグモント」序曲Ｏｐ．84／W.A.モーツァルト 交響曲第 25番ト長調

ＫＶ183／Ａ．ドヴォルザーク 交響曲 9番ホ短調Ｏｐ．95「新世界より」 

1995年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

       12月 16日  第 16回定期演奏会 ピアノ独奏・渡辺泉 曲目：F．シューベルト「ロザムンデ」(魔法の竪琴)序曲Ｄ644／L.V.ベートーヴ

ェン ピアノ協奏曲第 2番変ホ長調「皇帝」Ｏｐ．73／P.l. チャイコフスキー 交響曲第 5番ホ短Ｏｐ．67 

1996年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

6月 30日  第 1回サマーコンサート（前橋：群馬会館） 

7 月 6 日   第 1 回サマーコンサート（桐生：ケービックホール）曲目：Ｊ．シュトラウス ワルツ「美しき青きドナウ」Ｏｐ．314／

ピッチカート・ポルカ 「雷鳴と稲妻」／J.シベリウス交響詩「フィンランディア」Ｏｐ．26Ｎｏ．7 他 

   12 月 23 日    第 17 回定期演奏会 曲目：J.シベリウス交響詩「フィンランディア」Ｏｐ．26Ｎｏ．7／ W.A.モーツァルト 交響曲第 29

番イ短調 KV201／L.V.ベートーヴェン交響曲第 5番ハ短調Ｏｐ．67「運命」 

1997年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

        7 月 5 日   第 2 回サマーコンサート 曲目：Ｆ.Ｊ.ハイドン 交響曲第 92 番「オックスフォード」ト長調Ｏｐ。67／Ｅ．エルガー 行

進曲第 1番「威風堂々」Op.39／Ｇ．ビゼー「アルルの女」第 2組曲 他 

       12月 13日  第 18回定期演奏会 曲目：P.l. チャイコフスキー 「スラブ行進曲」／Ｆ.Ｊ.ハイドン 交響曲第 92番「オックスフォード」

ト長調Ｏｐ。67／J.ブラームス 交響曲第 1番ハ短調Ｏｐ．68 

1998年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

       12 月 25 日  第 19 回定期演奏会 曲目：P.l.チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割人形」Ｏｐ．71ａ／Ａ．ドヴォルザーク 交響曲

第 8番ト長調Ｏｐ．88 

1999年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

    12月 25日  第 20回定期演奏会 曲目：L.V.ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第 3番／交響曲第 7番／W.A.モーツァルト アイネ・ク

ライネ・ナハト・ムジーク 

2000年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

     12月 23日   第 21回定期演奏会 曲目：C.C.サン＝サーンス フランス軍隊行進曲／J.S.バッハ 管弦楽組曲第 3番ニ長調／Ａ．ドヴォル

ザーク 交響曲 9番ホ短調Ｏｐ．95「新世界より」 

2001年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

     5月 19日  老人ホーム慰問演奏会 

       12月 23日   第 22回定期演奏会 曲目：L.V.ベートーヴェン  序曲「コリオラン」／交響曲第 2番ニ長調Ｏp,36／ヴィヴァルディ  ヴァ

イオリン協奏曲「四季」より「春」／ヨハン シュトラウス  美しき青きドナウ 

2002年 4月         群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

       12月 21日   第 23回定期演奏会 曲目：J.シベリウス交響詩「フィンランディア」Ｏｐ．26Ｎｏ．7／E.グリーグ ピアノ協奏曲イ短調作

品 16／P.l.チャイコフスキー 交響曲第 1番ト長調作品 13「冬の日の幻想」 

2003年 4月         群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 

    12 月 20日 第 24 回定期演奏会 曲目：P.l.チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲二短調作品 35／J.ブラームス 交響曲第 2番二短調

作品 73 

2004年 4月     群馬大学入学式奏楽演奏(賛助出演) 



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪                      ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪※ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

Concert Master  Concert Master  Concert Master  Concert Master  川井田川井田川井田川井田    剛剛剛剛    ／／／／    渡辺渡辺渡辺渡辺    由実由実由実由実    

    

１st violino Viola Contrabasso Corno 

    長谷川長谷川長谷川長谷川    拓紀拓紀拓紀拓紀（（（（工工工工////生化生化生化生化４４４４））））                ○○○○清水清水清水清水    大介大介大介大介（（（（工工工工////電電電電電電電電４４４４））））    ○○○○根岸根岸根岸根岸    郁枝郁枝郁枝郁枝（（（（社会情報社会情報社会情報社会情報３３３３）））） ○○○○平戸平戸平戸平戸    小百合小百合小百合小百合（（（（教教教教////家政家政家政家政２２２２））））    

○○○○川井田川井田川井田川井田    剛剛剛剛（（（（工工工工////機械機械機械機械３３３３））））                        原原原原    尚子尚子尚子尚子（（（（工工工工////応化応化応化応化４４４４））））        腰塚腰塚腰塚腰塚    康博康博康博康博（（（（OBOBOBOB））））        島田島田島田島田    隆隆隆隆（（（（賛助賛助賛助賛助））））    

    星野星野星野星野    景祐景祐景祐景祐（（（（工工工工////機械機械機械機械３３３３））））                        出村出村出村出村    和也和也和也和也（（（（工工工工////機械機械機械機械１１１１））））        日戸日戸日戸日戸    正敏正敏正敏正敏（（（（賛助賛助賛助賛助））））        土岡土岡土岡土岡    和樹和樹和樹和樹（（（（賛助賛助賛助賛助））））    

○○○○渡辺渡辺渡辺渡辺    由実由実由実由実（（（（医医医医////保健保健保健保健３３３３））））                        堀口堀口堀口堀口    友紀枝友紀枝友紀枝友紀枝（（（（教教教教////英語英語英語英語１１１１））））        松井松井松井松井    淳一淳一淳一淳一（（（（賛助賛助賛助賛助））））        秋庭秋庭秋庭秋庭    真紀真紀真紀真紀（（（（賛助賛助賛助賛助））））    

    齋藤齋藤齋藤齋藤    嘉子嘉子嘉子嘉子（（（（工工工工////生化生化生化生化１１１１））））                        岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    裕実裕実裕実裕実（（（（OBOBOBOB））））        矢吹矢吹矢吹矢吹    けさみけさみけさみけさみ（（（（賛助賛助賛助賛助））））        松松松松下下下下    由香由香由香由香（（（（賛助賛助賛助賛助））））    

    鈴木鈴木鈴木鈴木    幸幸幸幸（（（（工工工工////情報情報情報情報１１１１））））                            亀山亀山亀山亀山    英俊英俊英俊英俊（（（（OBOBOBOB））））      

    関関関関    しおりしおりしおりしおり（（（（社会情報社会情報社会情報社会情報１１１１））））                    稲葉稲葉稲葉稲葉    満満満満（（（（賛助賛助賛助賛助））））    Piccolo Tromba 

    岩崎岩崎岩崎岩崎    智子智子智子智子（（（（OGOGOGOG））））                                川島川島川島川島    ともともともとも子子子子（（（（賛助賛助賛助賛助））））    ○○○○奈良奈良奈良奈良    幹央幹央幹央幹央（（（（高経大高経大高経大高経大４４４４））））    ○○○○村井村井村井村井    君平君平君平君平（（（（社会情報社会情報社会情報社会情報３３３３））））    

    河内河内河内河内    さわさわさわさわ（（（（OGOGOGOG））））                                清末清末清末清末    智恵美智恵美智恵美智恵美（（（（賛助賛助賛助賛助））））         緒形緒形緒形緒形    麻由美麻由美麻由美麻由美（（（（教教教教////障教障教障教障教２２２２））））    

    原澤原澤原澤原澤    紀衣紀衣紀衣紀衣（（（（OGOGOGOG））））                            関口関口関口関口    孝司郎孝司郎孝司郎孝司郎（（（（賛助賛助賛助賛助））））    Flauto     八木八木八木八木    拓哉拓哉拓哉拓哉（（（（工工工工////電電電電電電電電 1111））））    

    大栗大栗大栗大栗    美和美和美和美和（（（（賛助賛助賛助賛助））））            星星星星        由紀子由紀子由紀子由紀子（（（（賛助賛助賛助賛助））））    ○○○○奈良奈良奈良奈良    幹央幹央幹央幹央（（（（高経大高経大高経大高経大４４４４））））        吉利吉利吉利吉利    司司司司（（（（工工工工////生化生化生化生化１１１１））））    

    黒沢黒沢黒沢黒沢    良夫良夫良夫良夫（（（（賛助賛助賛助賛助））））         小山小山小山小山    徳子徳子徳子徳子（（（（医医医医////保健保健保健保健３３３３））））        

    瀧川瀧川瀧川瀧川    千春千春千春千春（（（（賛助賛助賛助賛助））））    Violoncello     田中田中田中田中    光光光光    （（（（OBOBOBOB））））    Trombone 

    根岸根岸根岸根岸    順治順治順治順治（（（（賛助賛助賛助賛助））））        島島島島    暢裕暢裕暢裕暢裕（（（（工工工工////応化応化応化応化３３３３））））      間瀬口間瀬口間瀬口間瀬口    浩子浩子浩子浩子（（（（OGOGOGOG）））） 

    原澤原澤原澤原澤    里衣里衣里衣里衣（（（（賛助賛助賛助賛助））））                                ○○○○保苅保苅保苅保苅    香苗香苗香苗香苗（（（（医医医医////保健保健保健保健３３３３））））    Oboe     田村田村田村田村    寛寛寛寛（（（（賛助賛助賛助賛助））））    

     岡田岡田岡田岡田    佳歩里佳歩里佳歩里佳歩里（（（（教教教教////障教障教障教障教２２２２））））    ○○○○林林林林    紗美紗美紗美紗美（（（（医医医医////保健保健保健保健４４４４））））        根岸根岸根岸根岸    栄一栄一栄一栄一（（（（賛助賛助賛助賛助））））    

2 nd violino     中橋中橋中橋中橋    英木英木英木英木（（（（教教教教////国語国語国語国語２２２２））））        松浦松浦松浦松浦    京子京子京子京子（（（（賛助賛助賛助賛助））））        

    阿久澤阿久澤阿久澤阿久澤    隼隼隼隼（（（（工工工工////電電電電電電電電４４４４））））        猿山猿山猿山猿山    恵未恵未恵未恵未（（（（教教教教////教心教心教心教心１１１１））））     Tuba 

    遠藤遠藤遠藤遠藤    聡子聡子聡子聡子（（（（教教教教////技術技術技術技術４４４４））））        塚越塚越塚越塚越    菜絵菜絵菜絵菜絵（（（（教教教教////障教障教障教障教１１１１））））    Clarinetto  久保田久保田久保田久保田    純一純一純一純一（（（（OBOBOBOB）））） 

    伊野部伊野部伊野部伊野部    江里江里江里江里（（（（工工工工////生化生化生化生化２２２２））））        森森森森    貴弘貴弘貴弘貴弘（（（（団友団友団友団友））））        星野星野星野星野    真実真実真実真実（（（（医医医医////保健保健保健保健４４４４））））     

    関口関口関口関口    由紀子由紀子由紀子由紀子（（（（工工工工////生化生化生化生化２２２２））））        荒井荒井荒井荒井    昇昇昇昇（（（（OBOBOBOB））））    ○○○○相澤相澤相澤相澤    美幸美幸美幸美幸（（（（工工工工////応化応化応化応化２２２２））））    Percussione 

○○○○松永松永松永松永    錦弥錦弥錦弥錦弥（（（（工工工工////情報情報情報情報２２２２））））        矢口矢口矢口矢口    洋祐洋祐洋祐洋祐（（（（OBOBOBOB））））      佐藤佐藤佐藤佐藤    広行広行広行広行（（（（工工工工////生化生化生化生化４４４４）））） 

    黒須黒須黒須黒須    克実克実克実克実（（（（工工工工////建設建設建設建設１１１１））））        久久久久保田保田保田保田    恵美恵美恵美恵美（（（（賛助賛助賛助賛助））））    Fagotto ○○○○伊野部伊野部伊野部伊野部    江里江里江里江里（（（（工工工工////生化生化生化生化 2222））））    

    白石白石白石白石    夏紀夏紀夏紀夏紀（（（（教教教教////教心教心教心教心１１１１））））        小笠原小笠原小笠原小笠原    文夫文夫文夫文夫（（（（賛助賛助賛助賛助））））     矢吹矢吹矢吹矢吹    陸夫陸夫陸夫陸夫（（（（賛助賛助賛助賛助））））     黒須黒須黒須黒須    克実克実克実克実（（（（工工工工////建設建設建設建設１１１１））））    

    中村中村中村中村    希希希希（（（（社会情報社会情報社会情報社会情報１１１１））））        丸橋丸橋丸橋丸橋    有紀有紀有紀有紀（（（（賛助賛助賛助賛助））））        斎藤斎藤斎藤斎藤    哲夫哲夫哲夫哲夫（（（（賛助賛助賛助賛助））））        三嶋三嶋三嶋三嶋    照和照和照和照和（（（（工工工工////大学院大学院大学院大学院１１１１））））    

    樋口樋口樋口樋口    万里香万里香万里香万里香（（（（団友団友団友団友））））        宮崎宮崎宮崎宮崎    比呂志比呂志比呂志比呂志（（（（賛助賛助賛助賛助））））         武井武井武井武井    勝美勝美勝美勝美（（（（OBOBOBOB））））    

    川端川端川端川端    洋之進洋之進洋之進洋之進（（（（OBOBOBOB））））        森田森田森田森田    健二健二健二健二（（（（賛助賛助賛助賛助））））         

    栗原栗原栗原栗原    真理子真理子真理子真理子（（（（OGOGOGOG））））          

    増田増田増田増田    直哉直哉直哉直哉（（（（OBOBOBOB））））       

    山本山本山本山本    麻由麻由麻由麻由（（（（OGOGOGOG））））      ＜＜＜＜○○○○：：：：パートリーダーパートリーダーパートリーダーパートリーダー＞＞＞＞    

Stage ManagerStage ManagerStage ManagerStage Manager    本島本島本島本島    淳一淳一淳一淳一（（（（OBOBOBOB））））    

    

ポスターポスターポスターポスター制作制作制作制作    

デザインデザインデザインデザイン／／／／松沼松沼松沼松沼    明日香明日香明日香明日香            編集編集編集編集／／／／阿久澤阿久澤阿久澤阿久澤    隼隼隼隼・・・・小山小山小山小山    徳子徳子徳子徳子    

プログラムプログラムプログラムプログラム制作制作制作制作    

画像編集画像編集画像編集画像編集／／／／阿久澤阿久澤阿久澤阿久澤    隼隼隼隼            構成編集構成編集構成編集構成編集／／／／小山小山小山小山    徳子徳子徳子徳子    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット制作制作制作制作にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、私私私私のののの知知知知りうるりうるりうるりうる知識知識知識知識・・・・技術技術技術技術ではとうていではとうていではとうていではとうてい無理無理無理無理であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思いながらいながらいながらいながら、、、、何何何何とかなるだろうというとかなるだろうというとかなるだろうというとかなるだろうという考考考考ええええ一一一一つでつでつでつで作作作作

りましたりましたりましたりました。。。。多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々のおのおのおのお力添力添力添力添えがありえがありえがありえがあり、、、、このようなこのようなこのようなこのようなパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを完成完成完成完成させることができましたさせることができましたさせることができましたさせることができました。。。。ごごごご協力協力協力協力くださったくださったくださったくださった皆様皆様皆様皆様、、、、またまたまたまた、、、、広告広告広告広告

をををを提供提供提供提供してくださったしてくださったしてくださったしてくださった方方方方々々々々にににに御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。本当本当本当本当にありがとうございまにありがとうございまにありがとうございまにありがとうございましたしたしたした！！！！    



  

 

 

 

 

買取の館 ふうま 
ＤＶＤ・食玩・同人誌・パソコンソフト 

チョロＱ・トミカ・ゲームソフトなど 

買取しています 

前橋市荒牧町５５１－５ 

ＴＥＬ ０２７－２３１－４８８５ 
 

 



 

 

 


