である。お世辞にも音響はいいとは

だ。

とても良く響きしばし余韻を楽しん
終演後はトルコ料理を頂く。長い

同じ建物内のキャンティーンでサン

り普段ではなかなか出来ない様なス

３ ２/ 金( ノ)ース シールズ晴
朝からゆっくり練習したり休んだ

一日であった。

ドウィッチを頂く。その後夜のコン

ケジュールで過ごす。今日の会場は

ランチタイムリサイタルを終え、

サート会場に近いレッドカーのピー

早めに一度会場に出かけピアノの

歩いて５分程の教会、こんなにも近

実にあ

位置、状態その他チェックをする。

ターさ

りとに

こちらでのコンサートは日本では考
えられない様な不測の事態がしばし

くで本番も久しぶりであり楽である。

かく休
む。あっ

ば起こるので大切である。思ってい

んのお

という

た通り調律も全くできておらずすぐ
に来てもらった。

日本からの時差もあり午後に入る

間に夜
のリサ

宅で休

イタル

夜、いつもの様に 19:30
開演、会
場はほとんどいっぱいになっていた。
それにしても聴衆はお年寄りばかり

と疲れがどっと出てくる。ここ最近

の時間が近づく。家の中はとても暖
かいが外の空気は本当に冷たく目が

である。平均年齢７０歳といった所

息、旅の

良く覚める。

だろうか。昨日といい今日といいこ
の町の若者はどこに行ってしまった

はどうも時差が取れるのに前よりも

会場の小さなチャペルは１７００
年代という事で私のヴァイオリンと

のかという状態である。これからの

疲れは

近く話題になる。みるみるうちに人

音楽界が心配である！

日数がかかるようだ。

が集まり会場はいっぱいになった。

まだ確

が入る。

ってくれるのだと思うとリハにも力

いえないがそれでも皆楽しみに集ま

また杉並公会堂の
イギリスリサイタル日記
２ ２
/８ 水
( ニ)ューカッスル晴
時々雨時々強風
日本からの疲れもさめやらぬまま
ロンドンを発ちニューカッスル行き
の列車に乗り込んだ。久しぶりの汽
車という訳ではないが見た事のない
新型車輛の格好良さに驚きと興奮を
隠せない。国が違うと新型でもこう
も落ち着きと伝統、品格のデザイン
を生み出すのかと渋い外観に感心し
た。しかし中に入ると満席の客と狭
すぎる空間に荷物一つ置けないスペ
ースに日本の車輛の機能性と快適さ
を思った。足して二で割るのが良い
だろうが…夜 18:45
頃ニューカッス
ルに到着。迎えにきてくれたアーニ
ーさんの車でノース シールズへ向
かう。すぐ夕飯になりスモーク サー
モンとビーフ キャセロールを頂く。
懐かしいイギリスの味である。疲れ
もありとにかく早く休んだ。
３ １
/ 木( サ)ウス シールズ＆レッ
ドカー 晴時々曇時々強風
今日は昼からと夜と２回のコンサ
ートがあり忙しかった。朝から少し
練習をして、とりあえず会場に行く。
映画館も併設されている小さな劇場
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３ ３/ 土( ～
)６ 火( レ
)ッドカー、ア
イトン、ヨーク、バンブルグ＆ホー

いた。なぜか今日は非常に疲れた。

アウトし主催者の友人共々一緒に頂

かった。空港での乗り換えにはだい

ディーン経由でシェトランド島へ向
んだ後、マスタークラスに学校にで
かける。７人の生徒達は９～１５歳

の所になったが問題ない。しばし休

ホテルは手違いで私だけ初日は別

って暮らす程であるという。家がず

体的には極めて豊かな島であり本土
へ渡った人間はほとんどこの島へ戻

も見られた。又、石油基地もあり全

く他にも鮭や鱒を養殖している光景

５分おきにいろいろと変わる。しか

リー島他、晴時々雨、強風
ぶ時間がありゆっくり過ごした。も
ちろん小型のプロペラであった。初
位だろうか。初めて見る日本人の先
いぶんとイギリスのレンガ造りとは
違い多くが石で出来ており又、屋根

までも続く長い道やあまりにも広大

四日間は完全な休みになった我々
は最初の二日間はレッドカーのピー
めて訪れるシェトランド島は木が全
生に緊張のあ
まりか泣いて
や壁の色も青や赤等、聞いた話では

終演後、近くの中華料理をテイク

ターさんのお宅へ引越しお世話にな
くといって
いい程ない
しまった生徒
５００年前まではノルウェー領だっ
たらしくその影響がかなりあるらし

しおおむね晴ており快適にドライブ

った。最初の日はキャプテン・クッ
クの生誕地、アイトンの村とその近
不思議な島
もいたがおお
むね楽しいレ
い。

な景色に心が落ち着く。遠くが見え

くにある記念碑のある丘へドライブ
である。何で
もいつも強
ッスンであっ
エシャネスと言う、町とは言える
規模ではなく集落に着くとそこには

３ ７
/ 水( ス)コットランド、アバデ
ィーン＆シェトランド島、レゥイッ

に連れて行ってもらい久しぶりに運
動をした。二日目はヨークにある世
風にさらさ
た。
夜はシェト
どこまでも美しい色の海と波渋きが

を楽しんだ！この島からは日本向け

界一の鉄道博物館に行った。いきな
れるこの大
地には木が
ランド料理で
あった。ちょうど雨上がりで虹も
我々を出迎えてくれた。 午後は地元

るという事がこんなにも素晴らしい

り日本の新幹線に出会い驚いたが実
は世界殿堂入りしたのであった。と
育たないら
もと思ったが
聞く所による
の新聞のインタビュー他リハーサル

ク晴時々曇、強風

ても誇りに思った。その他ディーゼ
しく代わり
に豊かな牧
とそんな物は
を行い夕方には少し休んだ。 今夜
はいよいよこのツァーの最後のリサ

に鯖と鰊をかなり輸出しているらし

ルではスピードの世界記録を持つマ
ラード等々見きれない程の車輛の数
草地帯がず
なくこの島で
おいしいのは中華料理とインド料理
イタル、とてもステンドグラスが素

事かと実感した。

に一日楽しんだ。
っと広がっ
ている。人口２２，０００人に対し
だと言う事で今夜は中華、明日はイ

演奏したいと強く思った一夜であっ

島にぜひ又、魅力的なプログラムで

今回初めて訪れたこのシェトランド

明日はいよいよロンドンに帰るが

て驚いた。とにかく日頃の疲れを取
った充実した四日間の休みであった。

に牛ばかりがいる珍しいビーチを見

の城巡りのドライブに連れていって
もらった。途中、人は全くいないの

日目はコンサートもない事から近く

毎夏参加していますが、その度に新

ていること。
（実は私もこの音楽祭に

という舘野氏独自の美学が軸となっ

もに音楽の中で生命を燃焼させる」

の演奏家と中堅、若手の演奏家がと

この音楽祭の特徴は「ヴェテラン

ドさんであり車中にもいろいろと説
明してくれとても楽しかった。どこ

のはこの島で暮らす画家のリチャー

ドコモかしこも羊だらけである。
サンバラ空港に迎えにきてくれた

による長い長いガラコンサート（夕

祭にて恒例の、アーティスト総出演

した。これは本場オウルンサロ音楽

た４部構成のマラソンコンサートで

で、午後１時から夜１０時まで続い

ご子息）のプロデュースによるもの

風
とにかく島の天気は変わりやすく

３ ８/ 木( シ
)ェトランド島、エシャ
ネス＆レゥイック晴時々曇時々雨強

せたのが、木野さん選によるブラー

して、中でも一番の盛り上がりを見

目を離す事ができませんでした。そ

驚きがあり、どの演奏からも決して

つひとつ開いているような楽しさと

際に聴いてみるとまるで宝箱をひと

ても幸せな気持ちで演奏する事が出
来、大成功であった。

けられるいっぱいの会場、最後にと

朝ニューカッスル空港を発ちアバ

三日目からは再びノース・シール
ズに戻り家でゆっくり過ごしたが四
て羊が３００，０００頭いるらしく
ンドとなった。

敵なタウンホールにスタィンウェイ
のピアノ、そして若者も何人か見受

た。
プログラム

しか木野さんは２日前に帰国された

ムスのピアノ四重奏第１番です。た
続いたこと

ばかりと聞いていたし、状況から察

方６時から時には明け方の４時まで

の試練によ

もあります）

しい演奏家や作品との出会いと数々
って、次のシ

するに本番前も充分なリハーサル時

ピアノ 式守満美
モーツァルト ソナタ第

番ト長
25

の形を紹介

ーズンにむ

間はなかった筈。それでいながら、

調 K.V.301
シマノフスキ ソナタ

する意味を

けての大き

どうしてこんなに息をつかせぬ程の

イザイ エクスタシー

含んでいた

迫力とスピード感溢れる演奏ができ

なエネルギ

の で し ょう 。

るのか、と舌を巻いてしまうような

において開催されました。もともと
このオウルンサロ音楽祭は、北フィ

宮にある兵庫県立芸術文化センター

このコンサートは３月１５日、西

開 くこ とが 、聴 いて くだ さる 街の

トを教会、美
術館、野鳥観測塔など様々な場所で

のコンサー

週間の間に
３０回近く

クなドヴォルザークやピアソラの熱
いタンゴ、そしてノルドグレンやエ

などの透徹した世界、ノスタルジッ

こと、パーセ
ルやブリテン、ショスタコーヴィチ

介は勿論の

ーグなど北
欧作品の紹

ウスやグリ

うな静寂感を維持するオウルンサロ
の街が木野さんの演奏に満たされ、

不思議に加え、時が止まったかのよ

太陽、月の引力からではなく風の力
で満ち引きする海、それらの自然の

演されるそうです。夜中まで沈まぬ

から８月３日まで開催されるフィン
ランドのオウルンサロ音楽祭にも出

木野さんは、この夏の７月２６日

おります）ま

いただいて

レスピーギ ソナタ

プログラム

見事な演奏でした。

ーを与えて

にはシベリ

貴志 竹取物語
ヒナステラ パンペアーナ第 番
1。

ンランドの街オウルンサロにて毎夏

方々との間に徐々に親密な空気を生
み出し、終盤には音楽祭の高揚感を

ヴァイゼンによる数年前に生まれた

人々が酔い痴れる …
その素晴らしい
ひと時の光景が、すでに兵庫でのコ
ンサートを聴きながらも目の前に浮

た、わずか１

開かれているもので、ピアニストの
舘野泉氏が芸術監督を務めておられ

ともにできることも、この音楽祭の

ばかりの新しい作品などが並んでい
ました。これだけの曲数のプログラ

かんで来るような思いでした。

)

ます。
（木野さんは１９９９年、その

素敵な要素です。
さて、今回行われた兵庫のコンサ

ムをずっと聞き徹すことは相当大変

（水月恵美子）

木(野雅之

第２回目の音楽祭に出演され、素晴
らしい演奏と、いくつかの楽しいエ

ートはオウルンサロ音楽祭の次期音

だろうなと懸念していましたが、実

兵庫」
in

ピソードによって、大人気を獲得さ

楽監督、ヤンネ舘野くん（舘野氏の

「オウルンサロ音楽祭
を聴いて

よ～く似ている～？

リス像、木野雅之！

れていました）

オウル市内にたたずむポ
フィンランド
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