2021. 3. 2 ㈫

19：00 開演 (18：00 開場)

サントリーホール

主催：毎日新聞社
特別協力：伊藤忠商事・ キリンホールディングス・グリー・
清水建設・JR 東日本・大成建設・東日印刷
協力：特定非営利活動法人クウォーター・グッド・オフィス

Greeting

ごあいさつ

丸山 昌宏

毎日新聞社 代表取締役社長

毎日希望奨学金チャリティーコンサート「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」にご来場いた
だき、誠にありがとうございます。コロナ禍にも関わらずご来場いただいた皆様や、ご出演いた
だく演奏家の皆様に深く御礼申し上げます。
東日本大震災から 10 年が経とうとしていますが、被災地の復興はいまだ道半ばです。少し
でも被災した方々のお手伝いをできないかと、毎日新聞社は報道や事業を通してさまざまな取り
組みをしてきました。その一つが、保護者を亡くし震災遺児となった生徒や学生の進学、学業
継続を支援する奨学金制度 「毎日希望奨学金」の創設です。
趣旨にご賛同いただいた読者や団体の皆様からの寄付をもとに、高校や大学、専修学校、大学院に進学を希望する震災
遺児に返還不要の奨学金を給付してきました。2020 年 3 月までに 4 億 3320 万円を延べ 1800 人に給付し、遺児の皆様に役
立てていただきました。2020 年度の対象は 209 人で、2021 年度も新たに給付をします。
このコンサートは 2011 年の震災直後、趣旨にご賛同いただいた日本全国の演奏家の皆様が集って始まりました。10 回目を
迎える今回も、「一夜限り」の楽団による夢の競演です。期待の若手実力派であるピアニストの實川風さんとヴァイオリニストの
辻彩奈さんに加え、震災当時、被災地の仙台にいた指揮者の山下一史さんが指揮を執り、ブルッフ、ラヴェルの協奏曲やムソ
ルグスキーの組曲を披露します。被災地の復興と子どもたちへの思いを胸に披露してくださる名曲を、どうぞご堪能ください。
この「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」は、震災から 10 年、10 回目の節目である今回をもって終了となりますが、この
コンサートを通じて震災遺児への理解が深まり、子どもたちが明日への希望を持てるよう、引き続きご支援を賜れれば幸いです。
結びに、今回とこれまで 10 年、ご協力いただきました演奏家の皆様、各企業や関係者の皆様に、主催者を代表して心より
御礼申し上げます。

四分一 勝

＊
特定非営利活動法人

＊

＊

クウォーター・グッド・オフィス理事長
http://www.npo-qgo.org

乾いた砂漠に水がしみ込むように
他人の心に真心が伝わるように
おごり高ぶらず、
自分にできるチャリティを
続けられるかぎり。
「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」に御来場賜り誠に有難うございます。心より感謝申し
上げます。東日本大震災被災地を応援しようと始めたこのコンサートもお陰様で 10 回目を数え今
年が最後となりました。誠に残念でしょうがありません。振り返れば初演は 2011 年 5 月24日、会場も同じサントリーホールでした。
大震災直後、知合いの演奏家から「一人では何も出来ないが何か出来ることはないか」
「何か力になりたい」
との声が数多く寄
せられました。そうした強い思いを結集し日本中が傷つき震え怯えている今こそ音楽の力で被災地を励まし応援しようというプラ
ンに辿り着きました。初回からコンサートマスターを務めている小森谷巧さん ( 読売日本交響楽団コンサートマスター)もそうした演
奏家のお一人でした。今夜も全国から演奏家の皆さんが引続き熱い想いで駆け付けて来てくれています。そうした演奏家の思
いが一音一音に込められているスーパーオーケストラの演奏だからこそ心に響くのだと思います。
もう一つは毎日新聞社との出会いです。当時社長だった朝比奈豊さんから「震災時、産まれた子供が二十歳になるまで応援
したい。少なくとも10 年は続けましょう
！」
との力強い申し出を頂き
「がんばろう日本 !スーパーオーケストラ」
と震災遺児を支援する
毎日希望奨学金制度とのアンサンブルが生まれました。音楽評論家の奥田佳道さんにも御尽力頂きました。
こうした多くの方々の志とご協力のお陰で震災からわずか 2ヶ月後に「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」の演奏はサントリー
ホールから被災地に届けとばかりに鳴り響きました。そして 10 年目の今年、最後のチャリティコンサートとなりました。毎年、応
援して頂いた皆様の思いも運ぶコンサートですので何とか続けたかったのですが致し方有りませんでした。26 年前の阪神淡路
大震災から震災は止まず、気候変動による被害は凶暴さを増しています。そして現在、私たちは新型コロナウィルス感染症と
いう難題に直面しています。当コンサートも昨年は残念ながら中止せざるを得ませんでした。コロナ禍は続いていますが今年は
客席数を減らしたりインターネット配信で御自宅からも応援して頂いています。「がんばろう日本 !スーパーオーケストラ」は今夜で
幕を閉じますがこの 10 年にわたり御支援頂いた皆様の思いが引続き困難な時代を生きる若い世代の背中を押し、一人でも多く
の子供達が未来を切り拓く一助になる事を祈っています。そして音楽の力が少しでもその支えになる事を願っています。本日の
御来場誠に有難う御座いました。そして最後に、演奏家の皆さん 10 年間本当に有り難うございました。
今夜限りの今夜だからこその演奏をどうぞ最後までお楽しみください。
四分一勝理事長は 2021 年 1 月18日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

Program

本日のプログラム

ブルッフ

M.Bruch 1838~1920

スコットランド幻想曲

作品 46

Schottische Fantasie Op.46
ラヴェル

M.Ravel 1875~1937

左手のためのピアノ協奏曲

ニ長調

Concerto pour la main gauche
ムソルグスキー

M.Mussorgsky

1839~1881 （ラヴェル編曲）

組曲「展覧会の絵」
Tableaux d'une exposition

Program Note

プログラムノート

今夜の素敵なプログラムをめぐって
奥田佳道／音楽評論家

ブルッフ（1838 ～ 1920）
スコットランド幻想曲 作品 46
味わい深いファンタジーを、今をときめくヴァイオリニスト辻彩奈のソロで聴く。彼女は近年ジョ
ナサン・ノット、マキシム・パスカルとも共演した。リサイタルも控える。
今宵のナンバー、ドイツ語による原題を訳せば 「スコットランド民謡の旋律を自由に用いた管弦楽
とハープを伴ったヴァイオリンのための幻想曲」 となる。
19 世紀ドイツ・ロマン派のマックス · ブルッフと言えば「ヴァイオリン協奏曲第 1 番ト短調」 が有名
だが、ハープも重要な役割を担うこのヴァイオリンのための幻想曲を忘れてはいけない。
ハンガリー系のヨアヒム（1831 ～ 1907）、スペイン出身のサラサーテ（1844 ～ 1908）という歴史的
なヴァイオリニストと知遇を得ていたブルッフは、スコットランドの国民的詩人ロバート・バーンズ
（1759 ～ 1796）らが編さんした「スコットランド音楽博物館」なる民謡集をもとに「ヴァイオリン協奏曲」
を書く。
曲は 1880 年 9 月、ハンブルクでサラサーテのソロにより初演された。翌年にはブルッフが指揮者を
務めていた英リヴァプールでヨアヒムも弾いている。
序奏：グラーヴェ
第 1 楽章：アダージョ・カンタービレ ＜年老いたロブ・モリス＞の旋律から。
第 2 楽章：アレグロ ＜粉まみれの粉屋＞
第 3 楽章：アンダンテ・ソステヌート ＜ジョニーがいなくてがっかり＞
第 4 楽章：フィナーレ、アレグロ・グェルリエロ ＜はやし言葉＞＜英雄ウォレスとともに血を流し
たスコットランドの民よ＞
グェルリエロ guerriero は、勇者のごとく、の意。

プログラムノート

ラヴェル（1875 ～ 1937）
左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
第一次世界大戦で負傷し右腕を失ったウィーン出身のピアニスト、パウル・ウィトゲンシュタイン
（1887 ～ 1961）の委嘱で書かれたモーリス・ラヴェルの傑作を聴く。パウルは、かの哲学者ルートヴィ
ヒ・ウィトゲンシュタイン（1889 ～ 1951）の兄である。
1929 年から 1931 年にかけて、ラヴェルは 2 曲のピアノ協奏曲を書く。劇的構成も魅力とな
る「左手のための協奏曲」と洒脱な音楽性に彩られた「ト長調の協奏曲」で、いずれもコンサー
トシーンを華やかに彩る。
ちなみに「左手のピアニスト」ウィトゲンシュタインは、ラヴェル以外の作曲家にも「左手のた
めの作品」を委嘱した。
オペラ「死の都」でドイツ並びにウィーン音楽界の寵児となっていたコルンゴルト。イギリス
のブリテン。ドイツのリヒャルト・シュトラウス、ヒンデミット。それにプロコフィエフ。しか
しラヴェル以外の「左手」は、ごくたまにしか演奏されない。
曲は単一楽章形式で、4 分の 3 拍子レント、8 分の 6 拍子アレグロ、4 分の 3 拍子レント、つ
まり緩～急～緩の 3 部から成る。カデンツァは二か所。このコンチェルト、ラヴェルがこよな
く愛したジャズのイディオムもたっぷりと舞う。
ほの暗いオーケストラによる前奏が高揚したところで、神秘的に浮かび上がるピアノのソロ。
粋なアレグロ部。冒頭楽想が回帰する終盤。そしてそれまでの調べを回帰させたかのような二度
目のカデンツァは、いつ聴いても感動を呼ぶ。要するにすべてが素晴らしい。
また、最初のカデンツァが終わる場面、及びアレグロ部からレント部へ戻る場面には、6 オ
クターヴに及ぶグリッサンド（鍵盤の下から上へ、指をすべらせるかのように音階の音を早く
奏する技法）が置かれ、視覚をも刺激する。瞬間的な音彩の変幻はこの作曲家のお家芸のひとつ。
1931 年 1 月 に ウ ィ ー ン 楽 友 協 会 で ヴ ィ ト ゲ ン シ ュ タ イ ン の ソ ロ、 ロ ベ ル ト・ ヘ ー ガ ー 指 揮
ウィーン交響楽団によって初演された。しかしウィトゲンシュタインは楽譜を弾き易く改ざん
し、ラヴェルの不興を買ったとか。
作品の真の姿が明らかになったのは、プーランクの盟友でもあったジャック・フェヴリエ（1900
～ 1979）がパリで弾いた時とされる。日本初演は 1949 年 1 月、安川加壽子（1922 ～ 1996）のピアノ、
尾高尚忠（1911 ～ 1951）指揮の日響（現在の N 響）定期。
2020 年もリスト、モーツァルトなどの協奏曲、弦とのデュオで創造の喜びを分かち合った實川風
（じつかわ・かおる）の登場だ。
＊

＊

＊
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ムソルグスキー（1839 ～ 1881）／ラヴェル（1875 ～ 1937）編曲
組曲「展覧会の絵」
作曲 :1874 年（ピアノ曲）、1922 年（オーケストラ曲）
初演 :1922 年 10 月パリ・オペラ座、クーセヴィツキー指揮
これぞオーケストラの喜び。壮麗な響きに抱かれる。
ソロの妙技は申すに及ばず、管弦打楽器パートが醸す彫りの深い音色、烈しい情趣が私たちを捉
えて離さない。
ロシア国民楽派の異才モデスト・ムソルグスキーのピアノ組曲「展覧会の絵」は、オリジナル
で聴いても、ラヴェルによるオーケストラ編曲で体感しても素晴らしい。
豪胆な音楽観を身上としたムソルグスキーは、友人の建築家でデザイナーでもあったヴィクト
ル・ガルトマン（1834 ～ 1873）の遺作展から芸術的霊感を受け、ピアノ組曲「展覧会の絵」を書
く。空想も駆使した。

Program Note
いっぽう、絵画から絵画への移動──展覧会場を歩く様──を文字通りプロムナード（散歩道）
が示し、組曲の前半では、このプロムナードが愛すべき間奏曲の役割を果たす。「展覧会の絵」は、
構成面でもスケール感でもオーケストラ向きだった。
オーケストレーション（管弦楽法）の匠ラヴェルに編曲を依頼したのは、ロシア芸術とパリ音楽
界を結びつけた歴史的な指揮者セルゲイ・クーセヴィツキー（1874 ～ 1951）である。
曲は 1922 年に初演され、ラヴェルの人気曲となった。ちなみに、後にボストン交響楽団の音楽
監督に就任するクーセヴィツキーは、初演からしばらくの間、このオーケストラ組曲の独占指揮権
を持っていた。委嘱者の特権だ。そうした事情も手伝い、ラヴェル以外にもたくさんの編曲がある。
プロムナード
「こびと（グノーム）」
プロムナード
「古城」
プロムナード
「テュイルリーの庭、遊んだ後の子どものけんか」
「ビドロ（ブィドウォ）、ポーランドの牛車または牛舎または苦役」
プロムナード
「卵の殻をつけたひな鳥の踊り」
「ザミュエル・ゴールデンベルグとシュムイレ、裕福なユダヤ人と貧しいユダヤ人」
「リモージュの市場、言い争う女たち」
「カタコンブ、ローマ時代の墓地」
「死者との対話（死者たちとともに、死せる言葉で）」
「バーバ・ヤガーの小屋、鶏の足の上に建つ小屋」
「キエフの大門」

ふるさと

作詞／高野辰之
作曲／岡野貞一

兎（うさぎ）追いし かの山
小鮒（こぶな）釣りし かの川
夢は今も めぐりて
忘れがたき 故郷（ふるさと）

如何（いか）
に在（い）
ます 父母（ちちはは）
恙（つつが）
なしや 友がき
雨に風に つけても
思い出
（い）
ずる 故郷

志（こころざし）
を はたして
いつの日にか 帰らん
山は青き 故郷
水は清き 故郷

例年アンコールとしてお客様と一緒に歌ってきた「ふるさと」は、声を出さず心の中でご斉唱ください。

Profile

プロフィール

山下

©ai ueda

一史（指揮）

風（ピアノ）

Kaoru Jitsukawa, Piano

ロン・ティボー・クレスパン国際コンクール第 3 位・最優秀リサイタル賞・最優秀新曲演奏賞 ( パ
リ・フランス )、サザンハイランド国際ピアノコンクール第 2 位 ( キャンベラ・オーストラリア )、カラー
リョ国際ピアノコンクール第１位・聴衆賞 ( カラーリョ・イタリア )、日本ショパンコンクール第 1 位など、
国内外でのコンクールでの受賞を経て、現在若手を代表する実力派ピアニストとして各地で演奏活
動を広げている。
ソリストとしてベートーヴェンを核としたレパートリーに取り組む一方、邦人現代作品の新作初演
や作曲家より信頼を寄せられている。
上海音楽祭、ソウル国際音楽祭、ノアン・ショパンナイト( フランス )・アルソノーレ ( オーストリア )
などに出演。
東京藝術大学附属高校・東京藝術大学を首席で卒業し、同大学大学院 ( 修士課程 ) 修了。グラー
ツ国立音楽大学ポストグラデュエート課程を修了。

辻

©Makoto Kamiya

Yamashita, Conductor

桐朋学園大学を卒業後、ベルリン芸術大学に留学、ニコライ・マルコ国際指揮者コンクールで優勝。
カラヤンが亡くなるまで彼のアシスタントを務める。その後ヘルシンボリ響首席客演指揮者を務めた。日
本国内ではＮ響を指揮してデビュー、以後主要オーケストラに定期的に出演、好評を得ている。
これまでにアンサンブル金沢プリンシパル・ゲスト・コンダクター、九響常任指揮者、大阪音大ザ・カレッジ・
オペラハウス管常任指揮者ならびに名誉指揮者、仙台フィル指揮者ならびに正指揮者を歴任。シュー
マン作曲歌劇「ゲノフェーファ」
日本舞台初演など、オペラ、オーケストラの両面においてますます注目を
浴びている。現在、千葉交響楽団音楽監督として、「おらが街のオーケストラ」をキャッチフレーズに定
期から音楽教室まで幅広く活動をしている。
東京藝術大学音楽学部指揮科教授。

實川

©Yosuke Sato

Kazufumi

彩奈（ヴァイオリン）

Ayana Tsuji, Violin

1997 年岐阜県生まれ。2016 年モントリオール国際音楽コンクール第 1 位、併せて5 つの特別賞を受賞。
3 歳よりスズキメソードにてヴァイオリンを始める。モントリオール響、スイス・ロマンド管、Ｎ響、東京都響、
東京フィル、新日本フィル、名古屋フィル、大阪フィル、京響など多くの国内外オーケストラと共演。また
室内楽においては、チェロの堤剛、ピアノの江口玲、伊藤恵、エマニュエル・シュトロッセの各氏らとの
共演を行っている。第 28 回出光音楽賞を受賞。
これまでに小林健次、矢口十詩子、中澤きみ子、小栗まち絵、原田幸一郎、レジス・パスキエの
各氏に師事。使用楽器は、NPO 法人イエローエンジェルより貸与の Joannes Baptista Guadagnini
1748。19 年 4 月、ジョナサン・ノット指揮のスイス・ロマンド管弦楽団とジュネーブおよび日本にてツアー
を実施し、その艶やかな音色と表現により各方面より高い評価を得た。現在、フランスと日本を拠点に
活動の幅を拡げており、東京音楽大学アーティストディプロマに特別特待奨学生として在籍中。

小森谷

巧（コンサートマスター） Takumi Komoriya, Concert Master

桐朋学園大学付属高校音楽科、ディプロマコースを経て、1979 年ウィーン音楽大学入学、その後
英国留学。リピツァ・ヴァイオリン・コンクール、フルム国際コンクール入賞。英国王立アカデミーの演奏
家ディプロマを首席で獲得。87 年東京交響楽団に入団しコンサートマスターとして活躍。91 年第 1 回
出光音楽賞受賞。99 年に読売日本交響楽団のコンサートマスターに就任し、現在に至る。これまでに
多くの CDをリリース、ソリストとして、室内楽奏者、音楽祭の主要メンバーとして幅広く活躍中。現在、
昭和音楽大学教授。

松野

弘明（コンサートマスター） Hiroaki Matsuno, Concert Master

山梨県甲府市生まれ。桐朋学園大学在学中、日本音楽コンクール第 3 位、東京室内楽コンクールに入
選。88 年ニューイングランド音楽院に留学。帰国後、ソリストとして国内主要オーケストラと共演を重ねる。
またゲスト・コンサートマスターとして多くのオーケストラから招かれている。元・東京シティ・フィルハーモニッ
ク管弦楽団客員コンサートマスター、元・京都フィルハーモニー室内合奏団ソロコンサートマスター。

コンサートの趣旨に賛同し、
集 ま っ て く だ さ っ た 演 奏 家 の 皆 さ ん（ 順 不 同 ）

指揮
山下

一史

ピアノ
實川 風
ヴァイオリン
辻 彩奈
ハープ
篠崎 和子

ソリスト

コンサートマスター
読響CM
小森谷 巧
元京フィルソロCM
松野 弘明
司会
小森谷 徹

ヴァイオリン
荒川 以津美
荒巻 美沙子
伊藤 太郎
榎本 郁
奥田 雅代
鎌田 泉
岸田 晶子
小泉 百合香
古賀 恵
古日山 倫世
佐々木絵理子
宗田 勇司
田口 史織
田村 安紗美
長尾 裕子
宮﨑 司
宮﨑 博

読響
千葉響
ソリスト
ソリスト
元都響首席
紀尾井室内管
新日フィル
千葉響
東京シティ
新日フィル
新日フィル Vs
新日フィル
千葉響
新日フィル
千葉響
ソリスト
仙台フィル首席

ヴィオラ
秋山 俊行
小中澤 基道
武井 麻里子
中村 智香子
長谷川 基
山廣 みほ

イルミナート
日本フィル
ソリスト
紀尾井室内管
仙台フィル
東響 Vs

ＣＭ
Ｖｓ
仙台フィル
群響
Ｎ響
新日フィル
東響
東京シティ
都響
東フィル
日本フィル

チェロ
薄井 信介
木村 隆哉
玉川 克
松本 恒瑛
三宅 進
室野 良史

元東京シティ
読響
ソリスト
読響
仙台フィルソロ首席
読響

ホルン
松坂 隼
高橋 将純
村中 美菜
熊井 優

読響首席
大阪フィル首席
日本フィル
神奈川フィル

ティンパニ
武藤 厚志

コントラバス
小笠原 茅乃
加藤 正幸
佐渡谷 綾子
渡邉 淳子

読響首席

東フィル副首席
元東フィル副首席
名フィル首席
東響

テューバ
ピーター・リンク

仙台フィル首席

打楽器
山下 雅雄
柴原 誠
久一 忠之
菊本 歩
和田 光世

ソリスト
新日フィル
都響首席
ソリスト
佼成ウインド

オーボエ、
イングリッシュホルン
芸大フィル
岡 北斗
野村 明日夏 ソリスト
芸大フィル
戸田 智子

サックス
田村 真寛

ソリスト

チェレスタ
池内 章子

ソリスト

クラリネット
伊藤 圭
笹岡 航太
加藤 明久
濱崎 由紀

N響首席
ソリスト
元N響
芸大フィル

インスペクター
仙台フィル
我妻 雅崇

ファゴット
坪井 隆明
宮崎 寿里
山田 知史

新日フィル首席
芸大フィル
都響

トランペット
森岡 正典
内藤 知裕
山川 永太郎
服部 孝也

仙台フィル
都響
ソリスト
元新日フィル首席

トロンボーン
越智 大輔
山内 正博
山田 守

群響第一奏者
東フィル
仙台フィル

フルート、
ピッコロ
仙台フィル首席
戸田 敦
読響
片爪 大輔
千葉響
吉岡 次郎

ライブラリアン
仙台フィル
水野 広明
ステージマネージャー
元サントリーH
猪狩 光弘

司会進行

小森谷

楽譜制作協力：公益財団法人

：コンサートマスター
：フォアシュピーラー
：仙台フィルハーモニー管弦楽団
：群馬交響楽団
：ＮＨＫ交響楽団
：新日本フィルハーモニー交響楽団
：東京交響楽団
：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
：東京都交響楽団
：東京フィルハーモニー交響楽団
：日本フィルハーモニー交響楽団

読響
神奈川フィル
名フィル
大阪フィル
千葉響
芸大フィル
京フィル
紀尾井室内管
佼成ウインド
サントリー H

徹

仙台フィルハーモニー管弦楽団

：読売日本交響楽団
：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
：名古屋フィルハーモニー交響楽団
：大阪フィルハーモニー交響楽団
：千葉交響楽団
：藝大フィルハーモニア管弦楽団
：京都フィルハーモニー室内合奏団
：紀尾井ホール室内管弦楽団
：東京佼成ウインドオーケストラ
：サントリーホール

｢がんばろう！日本 スーパーオーケストラ｣

毎日希望奨学金
チャリティーコンサート

歩み

第1回 2 011年5月2 4日（火）／サントリーホール
出 演 高関健
（指揮）、広上淳一（同）、下野竜也（同）、室住素子（オルガン）、辻井伸行（ピアノ）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 バッハ／
「最愛なるイエスよ、我らここに集いて」 ベートーヴェン／歌劇「フィデリオ」序曲
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番より第3楽章 辻井伸行アンコール 被災地に向けた即興演奏
ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」
アンコール ふるさと
特別協力 伊藤忠テクノソリューションズ、大塚ホールディングス、JR東日本、島村楽器
東京ガス、東日印刷、DOWAホールディングス、ファンケル、三井物産、三菱商事
募金額

2,241,103円

第2回 2012年3月22日（木）／サントリーホール
出 演 高関健（指揮）、中嶋彰子（ソプラノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）、がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 バッハ／管弦楽組曲第3番より「アリア」 ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第1幕への前奏曲
モーツァルト／歌劇｢フィガロの結婚｣より〈愛の神よ､安らぎを与えたまえ〉、歌劇｢ドン･ジョヴァンニ｣より〈あの人でなしは､私を裏切って
サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ リヒャルト・シュトラウス／4つの歌曲より
〈Morgen（あすの朝）〉
レハール／喜歌劇「ロシアの皇太子」より〈きっと来る人（誰かが来るでしょう）
〉
スッペ／喜歌劇「ボッカチオ」より〈恋はやさしい野辺の花よ〉 ブラームス／交響曲第1番
アンコール ふるさと
特別協力 伊藤忠商事、
島村楽器、清水建設、大成建設、東日印刷、DOWAホールディングス、ファンケル、丸紅、三井物産
三菱商事
募金額

710,965円

第3回 2 013年4月4日（木）／サントリーホール
出 演 下野竜也
（指揮）、天羽明恵（ソプラノ）、永井和子（メゾ・ソプラノ）、上原正敏（テノール）、木村俊光（バリトン）
シャンドル・ヤボルカイ（ヴァイオリン）、アダム・ヤボルカイ（チェロ）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）、武蔵野合唱団ほか
曲 目 ヴィヴァルディ／ヴァイオリンとチェロのための協奏曲
アンコール ふるさと

ベートーヴェン／交響曲第9番「合唱付き」

特別協力 伊藤忠商事、
島村楽器、大成建設、東日印刷、DOWAホールディングス、ファンケル、丸紅、三井物産、三菱商事
募金額

914,070円

第4回 2 014年3月4日（火）／サントリーホール
出 演 高関健
（指揮）、渡辺玲子（ヴァイオリン）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）

曲 目 チャイコフスキー／弦楽セレナーデより第1楽章、ヴァイオリン協奏曲、交響曲第４番
アンコール ふるさと

特別協力 伊藤忠商事、
偕行会、偕翔会、キリン、JR東日本、島村楽器、清水建設
大成建設、東日印刷、DOWAホールディングス、ハウス食品グループ本社
丸紅、三井物産、三菱商事
募金額

1,034,339円

2013年4月4日

於：サントリーホール

第5回 2 015年3月2日（月）／サントリーホール
出 演 小林研一郎
（指揮）、反田恭平（ピアノ）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第1番、
交響曲第5番

アンコール ふるさと

特別協力 伊藤忠商事、
偕行会、偕翔会、キリン、島村楽器、清水建設、大成建設、東日印刷、DOWAホールディングス、丸紅
三井物産、三菱商事
募金額

981,987円

第6回 2 016年3月15日（火）／サントリーホール
出 演 本名徹次
（指揮）、小山実稚恵（ピアノ）、松田理奈（ヴァイオリン）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 オーレ・ブル
（スヴェンゼン編曲）／セーテルの娘の日曜日
プッチーニ／歌劇「ジャンニ・スキッキ」より＜私のお父さん＞ サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン
ラヴェル／ボレロ
アンコール ふるさと
特別協力 伊藤忠商事、
キリン、清水建設、大成建設、東京海上日動、東日印刷、DOWAホールディングス、三井物産
募金額

1,359,653円

第7回 2017年3月24日（金）／東京オペラシティコンサートホール
出 演 海老原光
（指揮）
、仲道郁代（ピアノ）、がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 ベートーヴェン／劇音楽
「エグモント」序曲、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第5番「運命」

アンコール ふるさと

特別協力 伊藤忠商事、
キリン、グリー、清水建設、大成建設、東京海上日動、東日印刷、DOWAホールディングス
募金額

第8回

1,032,281円

2 018年3月6日（火）
／サントリーホール

出 演 海老原光
（指揮）
、金子三勇士（ピアノ）、小林美樹（ヴァイオリン）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ
（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 リスト／ピアノ協奏曲第1番
ベートーヴェン／交響曲第7番
アンコール ふるさと
特別協力 伊藤忠商事、
キリン、グリー、清水建設、大成建設、東日印刷
DOWAホールディングス、ネスレ日本
募金額

第9回

1,198,764円

2 019年3月1日（金）
／サントリーホール

出 演 高関健
（指揮）、木嶋真優（ヴァイオリン）
がんばろう日本！スーパーオーケストラ
（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 ブラームス／悲劇的序曲、
ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク／交響曲第8番
アンコール ふるさと
特別協力 伊藤忠商事、
キリン、グリー、大成建設、東日印刷、ネスレ日本
募金額

1,202,804円

2019年3月1日

於：サントリーホール

第10回 2 021年3月2日（火）／サントリーホール
出 演 山下一史
（指揮）、實川風（ピアノ）、辻彩奈（ヴァイオリン）、
がんばろう日本！スーパーオーケストラ（コンサートマスター：小森谷巧）
曲 目 ブルッフ／スコットランド幻想曲 ラヴェル／左手のためのピアノ協奏曲 ムソルグスキー（ラヴェル編曲）／展覧会の絵
アンコール ふるさと
特別協力 伊藤忠商事、
キリンホールディングス、グリー、清水建設、JR東日本、大成建設、東日印刷

※2020年は新型コロナウイルス感染拡大にともなうイベント自粛要請で中止 ※司会はすべて小森谷徹（フリーキャスター）
※特別協力社は50音順

これまで、長きに渡りご協力いただきました演奏家の皆様や
ご協賛企業、ご来場・募金いただきました皆様に、
心より御礼申し上げます。

本日の「がんばろう日本！スーパーオーケストラ｣ グランドフィナーレはインターネットライブ配信を
行っています｡1週間の見逃し配信期間中、ご自宅などで何度でも鑑賞することができます。

視聴券

3,000円

グッズ付き視聴券

5,800円

申し込みは以下URLか右のQRコードよりお願いいたします。

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2169625

“夢の楽団”実現に感謝
～被災地への思い忘れない～

2011 年 3 月 11 日。日本人だけでなく世界中の人が忘れることの
ない日です。
午後 2 時 46 分、宮城県沖約 130 キロメートル付近を震源とする
マグニチュード 9.0 の大地震「東日本大震災」が発生し、東北地方
の太平洋岸に大津波が押し寄せました。津波は最大で海岸から 6
キロメートルの内陸まで浸水。沿岸の建物が流されるなど甚大な被害をもたらし、死者、行
方不明者を合わせると 2 万人以上の方が犠牲になりました。
原発事故も併発した未曾有の大災害。被災地に住む人が暮らしと営みを奪われたあの日か
ら、10 年がたちます。
◇

◇

震災直後の音楽界は大変でした。交通が麻痺したため開けなくなった公演もありましたし、
壊れて使えなくなったホールもありました。そして、招へいしていた海外アーティストの多くが
日本に来られなくなり、公演中止が相次ぎました。私たち演奏家はその状況に振り回されるば
かりで、自分たちの無力さを感じざるを得ませんでした。
震災から 1 週間…1 カ月…と時が過ぎ、被災地の悲惨な状況が知られてきました。そんな中、
「被災者や被災地のために何かできないだろうか」という声を上げる演奏家が次第に増えてき
て、今年 1 月に亡くなられた NPO 法人クウォーター・グッド・オフィスの四分一勝理事長のと
ころにも複数の連絡がありました。そして、同 NPO と毎日新聞社が協力して企画したのが、
音楽家有志によるスペシャル楽団「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」によるチャリティー
公演なのです。
「全国のオーケストラで活躍している演奏家たちを集める」、
「指揮者、ソリストも含めボラン
ティアで出演してもらう」、
「募金を集めて被災地の役に立つ」などを関係者で話し合い、私は
発起人の 1 人として楽団のコンサートマスターを務めさせていただくことになりました。
◇

◇

◇

◇

第 1 回の開催日は震災後 2 カ月と 2 週間後の 5 月 24 日、会場はここサントリーホールでし
た。第 10 回となるはずだった 2020 年 3 月の公演は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中
止となり、10 年目の今回が 10 回目となりました。このプログラムに掲載されている公演の歴史
を見ますと、被災地への熱い思いがよみがえります。
オーケストラのメンバー構成は毎回変わりますので、この公演はまさに
“一夜限りの夢の楽団”
です。10 年間続けてこられたのも、毎回会場に足を運んでくださったお客さまと運営に関わっ
たスタッフ、協賛してくださった各企業、そして共演してくださった我が同志である演奏家の
仲間たちのお陰です。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
被災地の復興はいまだ道半ばです。コロナ禍で世界中の人が苦しんでいますが、大災害が
残した傷跡は深く、そこには二重に苦しんでいる人がたくさんおられます。皆さん、これから
も東日本大震災で被災した人たちのことを忘れることなく、一緒に応援し続けようではありま
せんか。
がんばろう日本！スーパーオーケストラ
コンサートマスター 小森谷 巧

東日本大震災で保護者を亡くした遺児を応援する
「毎日希望奨学金」は下記の方法にて受け付けています。
■郵便振替
毎日新聞東京社会事業団（00120・0・76498）
通信欄に「奨学金」と明記してください。
■現金書留
〒100-8051

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1

毎日新聞東京社会事業団「奨学金」係

※銀行振り込みの場合、領収書や紙面掲載をご希望の方は、
その旨を明記して住所、氏名、電話番号を書き、振込用紙

■銀行振り込み

の写しを添えて郵送かファクス（03・3213・6744）で東京

三菱ＵＦＪ銀行東京営業部（普通 0422292）
口座名は毎日新聞東京社会事業団希望奨学金

社会事業団へお送りください。匿名希望の方は明記してく
ださい。問い合わせは同事業団（03・3213・2674）
。

私たちは
がんばろう日本！ スーパーオーケストラ
毎日希望奨学金 チャリティーコンサートを応援しています。

東 日 印 刷

