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実行委員長の挨拶 
 
本日は、公私共にご多用中にもかかわらず、第48回奈良交
響楽団定期演奏会にご来聴いただき、心より厚く御礼申し上

げます。 

 奈良響の演奏会を聞きに来て下さる皆様に楽しんでいただ

ける演奏会を目指し、実行委員共々精一杯準備して参りまし

た。こうして無事本日を迎えられましたこと、本当に嬉しく

思います。私自身、この奈良響に入団して二年ほどになりますが、不慣れなことも多く、思うように進めなくなっ

たこともありました。そういったことを切り抜けて来られたのも、各実行委員の方のみならず、団員を始め、周囲

の方々の協力があったからこそだと思います。 

 本日は皆様と一緒に私達も楽しみます。どうぞ最後までお聞き下さい。また、気になることがあればアンケート

用紙などを使って教えていただければ幸いです。今後の演奏会をよりよいものにする為の参考にさせていただきま

すのでどうぞご協力下さい。最後になりましたが、本演奏会開催にあたり、多大なるご協力いただきました団員の

皆さんにこの場をお借りして厚くお礼申し上げす。 

                                                                菰田 睦子 
 

オーケストラの住人達 
 

舞台に形も大きさも異なる楽器群。いかなる人が何を考えて弾いているのでしょう。 

各楽器の特色、オーケストラでの役割、奏者の人柄など、演奏を聞いていただいた

だけでは、わからないことなど楽しく紹介しました。オーケストラ全体をリードす

るヴィオリンから始めます。 
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第 1(1st)ヴァイオリン  ○パート紹介 
 ヴァイオリンパートはご存知のように 1stと 2ndの 2つのパートに分かれており、同
じヴァイオリンを演奏するのですが、全く違う役割を持っています。 

 1stヴァイオリンはオーケストラの中で主にメロディを受け持つことが多く、他のパー
トの伴奏の上で気持ちよく弾くという場面も多いのですが、その分失敗できない（失敗したら承知しな

いぞという他のパートからの視線）というプレッシャーと日々戦っています。今日は「え～こんなの弾

けない」とヴァイオリンのメンバーが口を揃えて言ったヴェルディのとてもとても速いパッセージ、そ

してシューマンのきれいな響きとブラームスの重厚な響きをめざして練習してきた成果をお聴き下さ

い。 

                 ○メンバー紹介 

 ヴァイオリン専攻歴ウン十年の頼りになる大ベテラン、I さん。美術館めぐりが好きで自ら絵も描く
多趣味なKさん。数少ない創立当時からのメンバー、Sさんは練習以上にお酒の席で元気です。そして
仕事しながらオケでも皆を引っ張っていく聡明な Tさん。ハイレベルな平均年齢のこのパートで唯一の
うら若き女性 Tさん。いつもおっとりマイペース、お孫さんもおられるのにとても若々しくチャーミン
グな Tさん。最後に我が団の美しきコンミス、Iさん。何がおきても決して動じることなく、まさにオ
ーケストラの要です。 

 

   第 2(2nd)ヴァイオリン   ○パート紹介 

2ndヴァイオリンの役割を一言でいうならば、便利屋さんと言ったところでしょうか。
あるときは 1st の下でメロディを弾き、あるときは低弦パートと共にリズム打ちをし、

はたまた和音のどう考えても余ったからだろう、という音を弾かされたりと、結構無理強いをさせられ

ているパートです。表舞台に立てることはごくわずか。それでもオケを内面から支えている、無くては

ならない存在のはず、、、と思っています。 

                    ○メンバー紹介 

今回の 2ndヴァイオリンは、三世代混在状態。まずはお茶目なＫさんと、物静かなＭさんの二人のお
じいちゃん。そして、いつも力強い音でバックアップしてくれるＡさんと、色々資料を用意してくれた

りするＳさんの暖かくも厳しい二人のお母さん。自由奔放、オケ内最年少のＫさんと最近微妙に親父化

してきているらしいNの二人の若者(？？)の計 6人。年は離れていても、みんなで仲良く、助け合って
やっています。 

 

 ヴィオラ     ○パート紹介 

  あれ、ちょっと大きいヴァイオリンじゃないの？弦楽器で中音域を担当しているそ
の楽器はヴィオラです！人の声の音域にも似て、高音と低音の魅力を併せ持つ、暖か

い音色の楽器なんです。伴奏にまわって目立たないこともありますが、主旋律を弾く

ときはとても張り切って弾いちゃいます！ブラームス２番では時々リズムに悩まされ

ながらも、チェロと共に優雅なメロディをハモったり、弾いていておもしろいところが沢山あります

よ?。 
                  ○メンバー紹介 

   それぞれ個性豊かなヴィオラのメンバーですが、穏和でどちらかというとのんびりしたマイペース
な人が多いような気がします。そのためか、しばしトレーナーの先生や団員からつっこみを入れられま

す。大学時代にヴィオラに出会い、その魅力にはまった人が多いですね。今回のメンバーでは男性が１

人だけ。少し肩身が狭いでしょうか・・・？まだまだ人数が少ないのでヴィオラパートに入ってくださ

る方、大募集中です！ 
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チェロ       ○パート紹介 

  通奏低音（伴奏）楽器として始まったチェロですが、ときには前面に出て活躍し
ます。今回のプログラムでは、１曲目にも３曲目にも、そのようなメロディがあり

ます。いつもより、おいしい旋律が多いために消化不良気味なのですが、チェロら

しい暖かい豊かな音が、ホールに広がることをイメージしながら、弾きたいと思います。乞うご期待。 

                      ○メンバー紹介 

   チェロのメンバーは、年代・性別・職業など、バランス良くバラけている多彩な人の集まりです。
日々、時間のやり繰りをして、各人のこだわりのチェロ道に邁進しています。最近、大人向け音楽教室

でチェロって人気があるらしいですが、現在のメンバーは大人（大学生含む）になって始めた人ばかり

です。だからどう、ということはないのですが、、、 

 

 コントラバス  ○パート紹介 

弦楽器のなかで一番大きくて、音が一番低いのがコントラバスです。オーケストラ

の中でハーモニー（和音）、リズムの土台を作っています。ですから、コントラバス

が弱いとオーケストラ全体の響きが貧弱になります。チェロのように美しいメロディ

はまわってきませんが、オーケストラ全体の土台を作る大切な楽器です。 

                  ○メンバー紹介 

  男性ばかりの野郎軍団です。会社員２名と学校の先生２名です。いつも他のパートから音程が悪いと、
にらまれている弱気な４人です。でも今日は、エキストラの美女と若武者の２名が加わり（見栄えも一

段とよくなった。）いつもよりたいへんパワーアップしています。 
聞いてください、コントラバスの底力を！ 

 

            休憩室            

 ここまで紹介いたし５つのパートが、弦楽器セクションであります。 
このセクションは若い人も増えましたが、経験豊富なおじさん、おばさんが多いです。 

次に管、打楽器セクションを紹介いたします。このセクションは、団の仕事も熱心にする若い人が

たくさんおり、打ち上げなどでは大変盛り上げてくれます。もちろん演奏でも盛り上げてくれます。            

では続きをどうぞお読み下さい。 

 

フルート         ○パート紹介 

オーケストラの中で高音部を担当しています。曲によってはフルートよりも高い音の出る

ピッコロという楽器を持ち替えて演奏します。メロディや速い動きを任される事が多く、時

にはソプラノ歌手のように、小鳥のように、流れ星のように（？）歌い上げます。・ 

                  ○メンバー紹介  

フルートＡさん「Ｂさんは 体育会系を抜け出すべく、おしとやかに見える 

・・・という理由で吹き始めたみたい。でも結局、ちっちゃいのにパワフルです。」 

フルートＢさん「Ｃさんは 笛という名のつくものは何でも吹いてしまいそうです。 

一度ちくわに穴を開けて吹いてみてほしいです。」 

フルートＣさん「Ａさんは Ｎ響アワーを観て、あこがれて、アマオケのＮ響に 

入ったらしいよ。」 
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オーボエ        ある日の奈良崎夫婦の会話 

妻：パートと楽器の紹介を書かなくちゃ。 

夫：オーボエは甘くやさしいメロディを演奏するのが得意で・・      

妻：後はやっぱりリード（※）かなぁ 

夫：ところでこのリード調整してみたけど、どう？音がぺらっとしてる？ 

妻：いや。丸い良い音してる。 

夫：よっしゃあ！きたぁ！このリードを演奏会で使う候補にしよう。それまで耐えてくれ！ 

妻：いいなあ。私、リードの調子が悪かったから先を切ったら響きがえらく変わっちゃった、ショック！ 

夫：どれくらいカットした？           
妻：0.1mmほど 
夫：切りすぎや！カットするなら髪の毛 1本以下でないと！ 
妻：話は変わるけど、今回の演奏会でオーボエとしての一番の聴き所はどこ？ 

夫：ブラームスは無駄な部分が全然無いから全部かなぁ！！  

妻：特に３楽章？ 

夫：そうやな。３楽章の冒頭はこう吹きたいねん（と踊ってみせる） 

妻：なるほど。ところでブラームスの２番って牧歌的な雰囲気があるけど、ブラームスが生きていた時

代って牧場にはどんな動物がいたのかな？ 

夫：・・？、牧場とちがうがな！牧歌や牧歌！！ 

※リード→オーボエの吹き口につけるもの。葦を加工して自作する。このリードの完成度がオーボエの

音色や表現、そして奏者の機嫌も大きく左右する。  

 こんな私たちのことをもっと知ってみたい方は、インターネットで”WEB ならなや”と検索してみ
て下さい。 

 

 

クラリネット    ○パート紹介   

 クラリネットという楽器はオーケストラに出ている木管楽器の中では比較的新しい楽器で
す。そのせいかクラシックの中にはクラリネットが発明されていないので楽譜にないことが

たまにあります。楽器の性能は新しいだけあって音域が広く、機動性がある（速い旋律も得意）等、特

色があります。それだけにオーケストラ曲中では中音域の木管ソロもやりますが、他の楽器ソロのハモ

リをしたり裏メロをしたり色々な役割を持っています。 

                  ○メンバー紹介 

こういった優れた楽器であるはずなのですが、恐らく楽器がなければ奈良響の中で一番音のおおきな

（声のうるさい）パートそれが奈良響クラリネットパートです。 

まず Kさんは今や奈良響の宴会には欠かせない人物です。彼女の甲高い「かんぱ～い」で奈良響の飲み
会は始まります。彼女はメイントップとサブメインの 2ND パートを受け持ちます。A さんは雑談時の
笑い声が大きく特徴があります。彼女は本日サブメインのトップとオープニングの 2ND を受け持ちま
す。 

 最後にパート唯一の男性であるパートリーダーの私Aは立派な中年を迎え、落ちてきたパワーをどこ
まで小手先の技術と経験でごまかせるのでしょうか？本日はオープニングのトップとメインの 2ND を
吹きます。さて演奏会終わった後の打ち上げもにぎやかなパートでいれるでしょうか？ 
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 ファゴット      ○パート紹介 
 オーケストラを見ると、中央やや右で、「バズーカ砲」みたいなものを持っている人たちがいます。

それが「ファゴット」です。主にカエデの木から作られている、「木管楽器」の仲間です。吹き口は、

オーボエと同じダブルリードという二重のリードを使っています。中低音を担当し、やわらかい音色が

特徴です。普段は引きたて役（伴奏）が多いのですが、時には主役（ソロ）を張ることもあります v(̂-^)v。
容姿がやや地味なためか、知名度が低いのがツライです(T-T) 
                 ○メンバー紹介 

 奈良響ファゴットパートは３人です。ファゴットが３人もいるオケなんて、とってもめぐまれてると

思います。お姉さん的存在の Aさん、「オトコマエ」な Bさん、笑顔がかわいい Cさんがいます。一
見、バラバラな三人ですが、いわゆる”ファゴット吹き”らしく、とっても平和です。あーこの幸せが

いつまでも続きますように(̂人^)よろぴく！ヽ(̂０＾)ノ 
 

        

  ホルン      ○パート紹介 

舞台に向かって右側に並ぶ金色のかたつむりさんたち。それがホルンです。柔らかく澄んだ

音も、重くうなるような音も、鋭くアグレッシブな音も出る、おもしろ楽器です。オーケス

トラの中では中音を担当し、サウンドを分厚くしてます。シュークリームで言えばカスタードクリーム

です。音域もけっこう広く、今回も３オクターブのＫ点越えです。 

目を閉じればほら…ホルンの音色があなたを包み込む… 

 

出馬表                 ○メンバー紹介 

  2005年郡山城ホール48Ｒ（混合）ホルン12月18日約76ｍ（休憩１５ｍ） 

 

馬番 馬名 チェック 記者コメント 

１ ナカノサンビーム（牡） ○対抗 体力に定評あり。強気のレース展開が功を奏するか。 

２ マサコサマ（牝） ●手堅い 影のベテランレースメイカー。じわじわ攻める。 

３ シホブライアン（牝） ▲大穴 アウェイからの出馬。時折見せる本気の一発に期待。 

４ トミケンインパクト（牡） ◎本命 今回も安定した、こだわりの走りを見せてくれるか。 

５ ファインカンタ（牝） △要注意 波に乗る若手馬。レース前の調整次第でいけるかも。 

 （総評）これだけのメンツが集まったレースは見物。観客を大いに沸かせてくれるに違いない。 

 

  トランペット   ○パート紹介 

この楽器は、演奏を華やかに、賑やかにし、クライマックスや盛り上がる部分には欠かせな

い存在です。一方、それ以外の時は大抵暇を持て余しております。自分の出番まで楽器を膝の上に置き

ひたすら待つ。で、弦楽器や木管楽器が苦労して盛り上げてきてくれたところで、急に割り込み、おい

しいところをさらってゆく。そんな目立ちたがり屋にはぴったりな楽器です。 

                ○メンバー紹介 

人を笑かす事ばかり考えているが、素顔は超まじめなスーパーリーダーＴ氏。ラッパ大好きで楽器を

10本は持っているであろう、実力派のＫ氏。 
 最後におとなしく愛らしいかと思いきや、どこか抜けてるＭ嬢。そんな愉快な３人が集まったのりつ

っこみの絶えない賑やかなパートです☆ 
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 トロンボーン     ○パート紹介 

トロンボーンという楽器は、古くはオルガンや男声合唱などとともに教会で演奏をされてい

たようです。しかし、時代が経つにつれ、交響曲等でも活躍の場を与えられるようになってい

ったようです。現在では、教会で演奏されていた当時のような、美しいハーモニーや、それとは逆に力

強く、時には荒々しいまでの音を出したりもします。本日、演奏中少しだけでも注目してみてはいかが

でしょうか 

                  ○メンバー紹介 

現在、奈良響のトロンボーンセクションは３名。３名とも２０歳代後半で世代もほぼ同じです。入団

時期もほぼ同じ、３年半ほど前に入団しました。しかし、人間のタイプは三者三様。好みなども少しず

つ異なっています。そんな３名が今回眠い目をこすりながら果敢にもブラームスに挑戦します！ 

チューバ        ○パート紹介 

チューバは金管楽器の中では一番大きな楽器で、一番低い音域を担当します。 
豊かな響きで、演奏をより深く豊かなものにしてくれます。 

 

パーカッション   ○パート紹介 

打楽器の原点はカスタネットだそうで、みんな幼稚園や小学校で最初に手にする楽器ですよ

ね★さて、オーケストラにおける打楽器は、『第２の指揮者』と言われるようにリズムを刻

んだり、トランペットなどの金管楽器と一緒に演奏したり、ベースと一緒に和音の最低音を作ってオケ

を下支えするなど、いろいろな役割があります。また、今回のブラームスの曲にはなんとティンパニの

ソロもあります。このように、音を出すという単純な作業で色々な役割を果たさないといけないのが、

打楽器です。    
                 ○メンバー紹介 

Ｎ氏…最近太った？と言われ、ショックを受けているついこの頃です。   
Ｍ氏…現在一児の母で、今でも現役バリバリでやっています。すばらしい！ 

 

 以上で、オ ーケス トラの 住人達 を終 わります 。 

 

最 後 に な り ま し た が こ の 演 奏 会 に 向 け て た く さ ん の お 仕 事      

を し て 頂 い た 実 行 委 員 の 皆 さ ん を 紹 介 い た し ま す                

        

    委員長：菰田 睦子    会計：山崎 智佳 
   進行：北山 武志    渉内：佐藤 浩代 
   受付：浜崎 敬子    編集：市野 順子 
   渉外：藤原 優充   

                            

編集後記 

   今回の演奏会用エチュードはオーケストラを構成する１３パートの
紹介を各楽器の方々に、お願いして書いていただきました。どのパート

の執筆者も個性豊かに書かれたと思います。今回は拡大版６ページになりましたが、それだけの中身の

濃い内容になったと思います。書いていただいた方々有難う御座いました。 


