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高草木典喜 飯塚幹夫
コムラ ー ド マ ン ドリン ア ンサ ンブル &有 志 メ ンバー
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2017年 7月 16日 (日 )13Ю O開 場 14Ю O開 演
府 中 の 森 芸術劇場 ど リー むホ ー ル
25分 、京王八王子駅から約 20分 )北 口 下車 徒歩 7分
・ JR武 蔵小金井駅南口 (5番 乗 り場)よ リバス約 20分 、東府中駅下車 徒歩約 7分
・ JR武 蔵小金井駅南口 (1番 乗 り場)よ リバス約 20分、第二小学校下車 徒歩約 10分
・ JR武 蔵小金井駅南口よリタクシーで約 15分 1′ 400円 程度

・ 京王線 東府中駅

(新 宿駅から約

コムラー ド マ ン ドリンアンサ ンブル公式ホームページはこち ら

入場料 :全 席 自由 ¥1′ 000

http://comrade― rnandolin.com
スマホはこちらか ら→

チケ ッ ト取 り扱 い :府 中の森芸術劇場 /山 野楽器 銀座本店 4F/
イケガク /絃 楽器のイグチ

後援 :公 益財団法人府 中文化振興財団
協力 :株 式会社山野楽器

Ⅲ
since 1 9 22

本公演 に関す るお問い合わせ は こち らの
「問い合わせ フォー ム」 よ りお受 けいた します。→

交響的大幻想曲 「シル クロー ド」曲 目解説
<第 1楽 章 序曲

(西 安の夜明けとキヤラバ ンの出発)>

曲は不安定な前奏で始まる。 この部分はキャラバ ンの困苦に満ちた旅程を暗示 し、金管がキャラバ ンの主題を提示する。静かな鐘の音をギターがハーモニ ックスで奏 し、帝部長安
の夜が明ける。次に中国風のモティー ヴが忙 しく反復され、四方か ら王宮前の広場に集 まる人出の有様を描出する。今 日は遠い ローマか ら絹を求め派遣された使節の―団が帰るので
ある。銅躍が鳴 り、ホル ンが出発のフアンフアー レを高 く響かせ、数百のラクダで編成された壮大なキ ャラバンが出発する。

<第 2楽 章 死の砂漠 と葱嶺

)の 出現 >

(ヒ マラヤ

長安を半年前に出発 したキャラバ ンは、や つと沙州 (敦 燈 )で 中国領土を離れ、楼蘭

(ロ

ウラン)一 さまよう湖

(ロ

プノール)一 そ して最初の難関タクラマカン砂漠に入る。来る

日も砂の海の航海が始 まる。乗る船は砂漠の船 と呼ばれたラクダ。辿 り着 く島は水のある場所オアシスである。定まったル ー トは無い。砂漠の風は絶えず砂を移動させ、ラクダや人の
足跡を消 して しま う。街律が重なると、飢 と渇きが人の命を奪 う。倒れた人の遺骨がち りば り、鬼気が漂 う。 14世 紀 ここを通過 したマル コ 。ポー ロの手記にもこの砂漠では度 々亡霊の
囁きや、すす り泣 く声を聞いたと述 べ ている。曲はそ うした寂蓼を陰 うつにつづる。敦燈か らタクラマカン砂漠最奥のカシユガルまでは我国の北海道か ら九州まで と同等の距離があ り、
この踏破 にほぼ半年が浪費される。そ してや つと死境を乗 りきつたキ ャラバンの前途 には、新 しい難関が待ちかまえている。カシュガルの街が近づ くにつれ、その後方には一連の高岳
がせ り上がる。 これ こそ世界の屋根 といわれる ヒマラヤである。カラコルムか ら伸びる山嶺は ヒンズークシ山系 とともにパ ミール高原を形作 り、さらに北 に伸びて天山山脈 とな り、
ル ー トは完全にふさがれる。パ ミール高原を越える以外に道はない。 高原 といつても 6000米 突に近 く、荒々 しい岩山は千古消えることのない氷雪に埋もれ、氷河が舌端をさ しのべ て
いる。天空 高峰は、近づ くにつれいよいよ高 くの し上が り、キ ャラバンを威嚇する。

く第 3楽 章 緑 の都 サマルカ ン ド>
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重ねた砂漠地帯を回想させる乾燥 した地帯が続く。それも北上するにつれ、次第に姿を消 し緑の色彩が地表をこまやかにおおい始める。一行は沿道の村人等の歓呼を浴び、帰郷の喜び
をかみ しめる。馬の足をもってしてもなお、数日の旅が続くが、碧空にそびえるモン ト・メタの山影を東に臨むようになるとローマは近い

̀糸

杉の林が連続 し、さらに傘松の並木が

街道の左右に見られるようになると、いよいよ山一マが近づく。 一行は遂に前方に山一マの片影を認め、息をつめる。踊るように快走してきた山調は突如、音をひそめ極度の緊張に
陥る。7つ の丘、日―マを国む赤い城壁、その中に林立する塔。ああ、ひときわ高くサンピェ ト由大聖堂も見えてきた。クライマックスに向かい増幅増速を重ねてきた曲は遂に爆発
する。日―マの入口、サン・セバスチャンの間をくぐる ! 聖歌を想わせる和音の展開につれ、鐘が鳴り、その中で金管が高くキヤラバンの主題を絶叫し、この大幻想曲の終局を飾る。

マン ドリン、クラシックギターの ご用命は 山野楽器 銀座本店 4Fへ

Tel:03‑5250‑1065(直

)

.鶴 じ

クラシックギターは、初心者モデルから世界の逸品まで、常時 40本 以上の
豊富な品ぞろえの中からご選定いただけます。

落合、宮野、大野か らカラーチェまで、試奏 していただけます。

厳重な湿度管理のもと、最高のコンディションが維持されています。

ご鯉Ш理基器

