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■市 民 の た め の フ ア ン フ ア ー レ
アメリカの作曲家、コープラン ドの作品です。 1942年 の戦時中に依頼された作品でしたが、コープラン ドは「市
民のためのフアンフアーレ」というタイ トルとしました。初演は特別な機会がいいということで、1943年 の「納
税の日」となりました。原曲は金管楽器と打楽器だけの編成ですが、
本日は木管楽器も加わつた編曲となつています。

■
「キヤンデイー ド」序曲
「ウェス トサイ ド物語」で有名なバーンスタインの作曲です。キ ヤンデイー ドとは 「おぼつちやん」や 「楽天主義」
といつた意味を含んでお り、主人公のキ ヤンデイー ドはその名の とお りの性格で したが、波乱万丈の人生の中で、
やがては大切なものを見つけるというス トー リーとなつています。この序曲は、その 2時 間のミュージカル に使 つ
ている曲を、ぎ ゅっと 5分 に凝縮 したもの となつています。

■クラリネッ トキヤンディ
その名の とお り、クラ リネ ッ トがキヤンディのような甘 く、軽やかなメロディを奏でます。 しか しながら、そういっ
た曲というのは、えて して 「聞 くは易 し、吹 くは難 し」で して、当楽団のクラ リネ ッ トメンバーも非常に苦労いた
しま した。さて、甘 く軽やかなメロディに仕上が りま したで しょうか。

■カ ドリーユ
吹奏楽 にはコンクール と言われる大会があ ります。山梨県大会、西関東大会 (群 馬、新潟、埼玉、
山梨 )を 経て、全国大会 へ と進みます。このカ ドリーユ は吹奏楽コンクールの 29年 前の課題
曲です。懐か しむメンバ ー (お じさん)も ちらほら。さて、カ ドリーユ とは 18世 紀フランス
で発生 した 3拍 子 と 2拍 子が交互に出て くるダ ンスの曲です。 18世 紀のダ ンス と現代のコン
ク ール 、離れているようで音楽でつながつています。

■交響曲第 9番 「新世界よ り」第 4楽 章
1893年 12月 16日 にこの 曲はニ ューヨークで初演 され ま した。日本 はまだ明治時代で す。 ドヴォルザ ークが
ニューヨー ク ・ナシ ョナル 音楽 院 に音楽 院院長職 として招聘 された 1891年 に製作 を始めた この 曲は、チ ェコか

らアメ リカヘ 渡 つた影響か 、アメ リカの黒人霊歌を思わせる旋 律が入 つてお り、まさに新世界を表現 しているのか
と思 わ れ ます。本 国演 奏 す る終 楽 章 は 「 Allegro con fuocO(燃
え る よ うな 表 現 )」 で始 ま り、
「Allegro con fuocO」
で終わ ります。吹奏楽版 な らではの息吹を感 じさせる作 品 とな つています。
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■メ
リヾ
ン三世
プリ (ン 三世が世 に登場 して 40年 にな ります。クールでニ ヒルなルバ ンヘ の憧れが、長寿の理由か と。本 日演奏 し
ますのは 1980年 のブリ く
ン三世の主題曲です。 ソロを奏でる華やかな ビブラフォンに注目です。

■ポツプカルチヤー
アメ リカやイギ リスで流行 つたポ ップ ・ミュージックをメ ドレーにしたものですが、メ ドレー内の各曲が楽器紹介
の形になつてお り、それぞれの楽器の特色を味わえます。

■ソング・オブ・ ライフ
この曲は、後世 に残 さね ばな らない世界 中の素晴 ら しい文化遺産 。
自然遺産 を紹介 して きた番組 「世界遺産 」のテ ー
マ曲です。みな さんを、世界の雄大な風景や人類の悠久の歴史を感 じさせる空 間へ いざないます。

■ TV&シ ネ マ・ ヒツツ
「海猿」
「グッド
・ラック」というタイトルだけで、それぞれの映画のシー
「ウォーター。
ボーイズ」「三丁目の夕日」
ンを思 い出され る方 も多いので はないで しょうか。それ ら映画、 ドラマの主題 曲をメ ドレーに した作 品です。

■キヤンデイーズコレクション

1970年 代を代表するアイ ドルからこのキヤンディーズは外せません。聞くと自然と踊 りだす 40、 50代 の方々
がいるかも知れません。それほど国民に親 しまれたグループだと言えます。ヒッ トした数々の中から「年下の男の子」
「八一 卜のエースが出てこない」
「春一番」、
そして最後のシングルとなつた「微笑みがえし」をメ ドレーとしています。

