〜遠藤朱実先生を囲んで〜

1.24

2015.

sat.

Open 12:30 ⁄ Start 13:00

横浜みなとみらいホール・小ホール

たくさんの思いと感謝を込めて

本日はSaxofono Rosso第10回記念演奏会にお越しいただき
まして、誠にありがとうございます。このように盛大な演奏会を開
催出来ますのは今まで応 援してくださったお客 様をはじめ、
Rossoを支えてくださっている多くの方々のご支援の賜でありま
す。 心から感謝申し上げます。
挨拶にあたり、これまで9回の演奏会を振り返ってみました。
2000年11月3日に川口リリア音楽ホールで開催した結成記念演
奏会1曲目の組曲「ドリー」から前回アンコールの黒鳥の32回転
まで、ひとつ残らず全ての曲にメンバーが精一杯の努力をして
来たからこそ、この日を迎える事が出来たのだという思いで胸が
いっぱいになるとともに、かつて遠藤朱実先生に教わった事を思
い出しました。
「どんなに大変でも続けることが大切。 やめるのは大きな決断
をしているようだけれど、いつでも出来る。 本当に大きな決断が
必要なのは続ける事」
メンバー全員、楽器や音楽だけではなく、たくさんの事を教
えて頂いた遠藤先生に深く感謝している事を、ここにあらためて
お客様にお伝えしたいと思います。
本日は2部にサクソフォン界、今まさに注目のホープ、上野耕
平さんをお迎えしました。 新しい世代を担う名手上野さんとの共
演は、Rossoの「サクソフォンの新しい可能性に挑戦して行きた
い」という思いの表れです。 10回を迎えたRossoがこれからの第

︒

一歩を踏み出すのに相応しいステージにしたいと願っています。
また3部では、高昌帥先生に作曲していただいた「Rosso for
Saxophone Orchestra」を世界初演いたします。 全国各地で
アマチュアサクソフォンオーケストラが続々結成されています。
音楽大学においてもサクソフォンオーケストラの演奏形態を積極
的に取り上げるようになりました。 Rossoを結成した15年前、サ
クソフォンオーケストラがこれほど盛んになるとは想像していませ
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んでした。しかし、その一方でサクソフォンオーケストラのため

Tenor Saxophone
上野 孝
鹿蔵 雄介
齋藤 哲也
関 裕美
棚橋 亮弘
堀内 節子
Baritone Saxophone
梅沢 洋
木村奈津美
鈴木 龍
田村 祐介
藤田 勝利
宮本 祐輔
Bass Saxophone
永薗 武史

の作品は当時からほとんど増えていません。オーケストラ作品の
サクソフォンへの移し変えが常となり、さらには、どこの演奏会で
もプログラムは同じという事にすらなりつつあります。 サクソフォン
の魅力に惹かれながらも、その魅力を発揮出来る作品がない。
サクソフォン愛好家以外の一般の方に、サクソフォンの素晴ら
しさをダイレクトに伝える作品がない。この現状を打破し、サク
ソフォンオーケストラの新しい魅力をお客様にお伝えしたいと、
Rosso自ら作品の委嘱に挑戦する事にしました。 サクソフォン界
を発展させたいという思いだけで、何も分からないまま夢と熱意だ
けを高昌帥先生に語って作って頂いたこの曲を世界初演できる
事は言葉にできない気持ちでいっぱいです。
最後に。 Saxofono Rossoの今があるのは、何よりも素晴らし
い仲間に恵まれたからこそ。 音楽は素晴らしい、そして仲間は
もっと素晴らしい。たくさんの思いと感謝を込めて挨拶とさせてい
ただきます。
Saxofono Rosso 代表

棚橋 亮弘

1st Stage
●名田綾子

サクソフォン四重奏曲
第 1 楽章 Footsteps
第２楽章 Inside
第３楽章 Chatterbox
Sop. 齋藤 哲也／Alt. 鈴木 伸子／Ten. 佐藤 雅美／Bar. 梅沢 洋

● J．
リュエフ

サクソフォン四重奏のためのコンセールより
第 1 楽章
第 6 楽章

Concert en Quatuor Pour Quatuor de Saxophones

Entrée
Finale En'forme de Rondo

Sop. 田島 彩夏／Alt. 染野 冴佳／Ten. 田島 明良／Bar. 木村奈津美

● A. ドヴォルザーク（編曲：阪口 新）

弦楽四重奏曲第 12 番 ヘ長調 作品 96「アメリカ」より
第 1 楽章

String Quartet No.12 in F Op.96 B.179 'The American Quartet'

Allegro ma non tropp

Sop. 松本真由美／Alt. 柳澤 大介／Ten. 堀内 節子／Bar. 鈴木 龍

● G．
ラクール

四重奏曲

Quatuor pour saxophones

第 1 楽章 Elegie
第２楽章 Scherzo
第３楽章 Rondo Final
Sop. 木村 章子／Alt. 田村 祐介／Ten. 棚橋 亮弘／Bar. 宮本 祐輔

2nd Stage
● J.イベール（編曲：J.-M.ロンデックス）

コンチェルティーノ・ダ・カメラ
第 1 楽章
第 2 楽章

Concertino da camera pour saxophone alto et onze instruments

Allegro con moto
Larghetto - Animato molto

独奏：上野 耕平

指揮：西尾 貴浩

3rd Stage

演奏：Saxofono Rosso

指揮：西尾 貴浩

演奏：Saxofono Rosso

●高 昌帥

for Saxophone Orchestra
● G．
ガーシュウィン（編曲：ミ・ベモルサクソフォンアンサンブル／中村 均一／野村 亮太）

ラプソディ・イン・ブルー

Rhapsody in Blue
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ProgramNotes

第１楽章 Entrée(アントレ)は、低音で響くバリトンに対
し、ソプラノ・アルト・テナーが高音で重なります。交
わった４本の声部は、付点のリズムと共に和音を進行

●名田綾子

サクソフォン四重奏曲

させていきます。その輝かしい始まりは、まさに舞台の幕

名田綾子さんが作曲し2011 年に初演された「サク

開けのように感じます。緊張感のある各楽器のリレーで

ソフォン四重奏曲」は、ソナタ形式の第 1 楽章、美し

始まる第６楽章 Finale En'forme de Rondo(ロンド

い第 2 楽章にスケルツォ風の第 3 楽章という古典派の

形式によるフィナーレ) は、ロンド形式というタイトルの通

交響曲的な構成であるといえます。そこに、第 1 楽章を

り、主題の合間にこれまでの楽章の旋律を組み込みな

象徴するロックのような足音の力強さ、展開部や第 2

がら、目紛しく曲を展開していきます。途中、第１楽章

楽章の旋律の美しさ、第 3 楽章で楽器同士がぺちゃく

の冒頭が再現された後は、一気にフィナーレへと駆け

ちゃとお喋りしている情景の面白さが加わった様は、ま

抜けます。サクソフォンのためのレパートリーとして名高

さに現代的な魅力で、演奏者も本当に楽しくなってしま

いこの作品。本日は、第 1、6 楽章をお楽しみください。

う曲です。

（木村奈津美）

サクソフォンは 1840 年代に発明され、楽器としてま
だまだ若いとは言っても、私たちが生まれる前に数多く

● A．
ドヴォルザーク（編曲：阪口 新）

の名曲が作曲されています。一方で、作曲者の名田

弦楽四重奏曲第 12 番「アメリカ」より

さんは今回演奏する4 人の誰よりも若いのですが、彼

弦楽四重奏曲「アメリカ」は、チェコ・ボヘミア生ま

女のような作曲家によって現代でも次々とサクソフォン

れのドヴォルザークがアメリカで作曲した楽曲の中でも

の名曲は生まれています。前世紀の名曲に加えて、同

有名なものの一つで、黒人霊歌に影響を受けた作曲

時代に生まれている名曲にも挑戦できることは、音楽好

者が、交響曲第 9 番「新世界」の次に手がけた作品

きの演奏者として冥利に尽きると思っています。

です。

私たちが感じているこの曲の楽しさ、面白さや美しさ

1892 年にニューヨーク・ナショナル音楽院の院長と

を伝えることができるような演奏を、今日お届けできれば

して渡米したドヴォルザークは、翌 1893 年の夏期休

と願っています。

（齋藤 哲也）

暇をボヘミア移民の多かったアイオワ州スピルヴィル
で過ごします。弦楽四重奏曲の傑作は、彼を休暇に

● J．
リュエフ

サクソフォン四重奏のためのコンセールよりⅠ,Ⅵ
フランスのパリで生まれた女流作曲家、ジャニーヌ・
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招いた教え子の一家での演奏のために、このわずかな
期間で書き上げられました。
全 4 楽章のうち、本日演奏いたします第 1 楽章は、

リュエフ（1922 〜 1999）によって1955 年に書かれた作

ヘ長調のソナタ形式からなり第一主題を始め随所に

品です。タイトルのコンセールとは演奏会という意味の他、

五音音階が使用されており、民謡的で耳馴染みよく、

バロック音楽においてフランス式の管弦楽組曲を指す

懐かしさも感じられます。弦楽四重奏曲においてテー

用語でもあります。その名の通り、
Ⅰ.Entrée、Ⅱ.Fuga、

マをヴィオラが奏でるのは珍しいのですが、これは作曲

Ⅲ.Menuet、Ⅳ.Passpied、Ⅴ.Air、Ⅵ.Finale En'forme

者自身がヴィオラ奏者であったことも理由の一つと考え

de Rondo の６楽章で構成されています。

られます。この曲が書かれた背景、民謡的なメロディ

からも、遠く離れた故郷「ボヘミア」への想いが感じら

ジャック・イベール作曲「コンチェルティーノ・ダ・カ

れてなりません。

メラ」です。

編曲は、日本のクラシックサクソフォンの礎として著

サクソフォン演奏者であれば誰しも一度は憧れたで

名で、チェロ奏者でもあった阪口 新氏による版を選び

あろう、この曲。筆者もサクソフォンを習い始めた頃、

ました。楽器の音域上、原曲よりも一音低くなっていま

当時の先生にマルセル・ミュールの演奏を聴かせて

すが、サクソフォンで奏でる弦楽四重奏を存分に味

いただき「こんなに華麗な曲 / 演奏があるのか！」と感

わっていただければと思います。

（堀内 節子）

激してクラシカルサクソフォンの世界にのめり込んでい
きました。

● G．
ラクール

曲は 2 楽章から成り、1 楽章は弦楽器の速いパッ

四重奏曲

セージから始まるソナタ形式。2 楽章はサクソフォンの

ラクールは1932 年生まれのフランス・ソワソン出身

独奏に始まる緩徐楽章から、ロンド形式の終楽章へと

の作曲家・演奏家です。パリ・コンセルヴァトワール

アタッカでつながります。

でサクソフォンを学んだ後、マルセル・ミュールサクソ

イベールにとっては初めてのサクソフォン曲であった

フォン四重奏団のテナー奏者として活躍しました。クラ

ため、ミュールに助言を求めたといいます。同じ時代を

シカルサクソフォンを学ぶ人には馴染み深い 50 のエ

生きる作曲家と演奏家のそうした協業により、この曲は

チュード の作曲者としても有名です。

サクソフォンにとってなくてはならない重要なレパートリー

この曲は3 楽章から構成されます。1 楽章 Elegie

となりました。

では、冒頭にテナーによってテーマが提示され、各楽

原曲は独奏サクソフォンと小オーケストラ( 弦五部と

器に受け渡されます。中盤に登場する鮮かなカデン

フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、
ト

ツァが見どころです。2 楽章 Scherzo では、3/8 拍

ランペット)となっていますが、ジャン＝マリー・ロンデッ

子の早いテンポで目まぐるしくリズムが展開されます。3

クスによるサクソフォンオーケストラ編曲で演奏いたしま

楽章 Rondo Final は典型的なロンド形式で、4 本

す。原曲にある各楽器のソロ部分が、どのサクソフォ

のユニゾンによる主題が、ややゆったりとした挿入部を

ンで演奏されるのかも聴きどころの一つです。

挟んで形を変えながら何度も登場します。

本日ソリストとしてお迎えするのは、日本管打楽器コ

10 回記念の演奏会にあたって、このメンバーで今

ンクール最年少 1 位受賞、昨年にはアドルフ・サック

しかできない曲に取り組みたい……という強い思いから、

ス国際コンクール第 2 位と、東京藝術大学在学中とい

この大曲を選びました。3 楽章を通して非常に高い技

う若さながら既に輝かしい活躍をされている上野耕平

術を要求される曲ですが、独特の綿密なパズルのよう

さんです。( 昨年はアドルフ・サックス生誕 200 周年と

な緊張感、色彩感を感じ取って頂ければ幸いです。

いう記念すべき年でした) 当団とは前回第 9 回演奏会

（宮本 祐輔）

の頃より交流させていただいています。
サクソフォンの伝統とも言えるこの曲を、今まさに新し

● J.イベール（編曲：J.-M.ロンデックス）

コンチェルティーノ・ダ・カメラ
第 10 回記念演奏会の 2nd ステージに選んだ曲は、

い音楽を切り拓こうとしている上野さんと共演できること
は、私たちにとってたいへん大きな喜びです。
（鈴木 龍）
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● G．
ガーシュウィン

ラプソディ・イン・ブルー
クラリネットの印象的なグリッサンド、小気味良い
ジャズのリズム、中間部の印象的な旋律、そして圧倒

その後も、他の名曲の例に漏れず、今日に至るまで

的なピアノ・ソロ…ラプソディー・イン・ブルーという曲

多種多様な楽器、編成のための編曲が世に送り出さ

名を知らない人はいても、この曲を耳にしたことのない

れました。遠藤朱実先生がアルトサックスを担当して

人は少ないのではないでしょうか。コマーシャルや映画、

いたアルモ・サクソフォン・クァルテットのサクソフォン

フィギュアスケートに至るまで、印象的な場面を彩り続

四重奏版もその一つに数えられます。

けるこの曲には、やはり聴く人の心に響く何かがあるので
しょう。

本日のステージ・セッティングをご覧いただければ
お分かりのように、今回はピアノを使用せず、ソロ・

大恐慌の直前、空前の繁栄を謳歌していた 20 世

パートもすべてサクソフォンで演奏致します。一台で

紀初頭のアメリカ。摩天楼の建設が続く1924 年の

オーケストラに比肩するピアノをサクソフォンで表現す

ニューヨークで「ラプソディー・イン・ブルー」は生まれ

るのは無謀な挑戦でしょうか？いいえ、古典的な楽器に

ました。時に明るく、時に寂寞とした雰囲気を持つこの

比べ歴史の浅いサクソフォンの演奏者にとって、こうし

曲からは、狂騒の20 年代と呼ばれ、刹那的な文化が

た曲への取り組みはサクソフォンの表現の可能性を切

台頭した当時のアメリカ社会の光と影が織りなす世相

り拓く試みであり、同時に喜びでもあります。今日の演

を感じることが出来ます。

奏が他の演奏会同様、サクソフォン・オーケストラの

初演時はジャズ・ビッグバンドとピアノ独奏という編
成だったガーシュウィンの新作は音楽的な高い評価と
商業的な成功を得て、1926 年にフル・オーケストラ
版、さらにその改訂版が 1942 年に出版され、世界中
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で演奏されることになりました。

発展のための小さいながらも確実な一歩となることを確
信しています。
それでは、情熱的な赤い〈Rosso〉団体が奏でる青
の狂詩曲をお楽しみ下さい。

（田村 祐介）

高昌帥
for Saxophone Orchestra
第１０回記念という節目に委嘱を頂いて、大変光栄

Saxofono Rosso
第 10 回演奏会記念委嘱作品
─世界初演─

頂くことにしました。そして提案されたのが『 Rosso 』。

に思うと同時に、その期待に応えることへのプレッシャー

委嘱団体の名前を冠するとはとてもおこがましいことなの

も感じながら、さてどのような曲にしたものかと悩む時期も

ですが、大変名誉なことでもあり、ご提案通りお名前を

長かったのですが、代表の棚橋さんがメンバーと共に

頂戴することとしました。タイトルに相応しい音楽となっ

何度も関西へ来られたり、関東で私の作品が上演さ

たかどうか、ご来場の皆様の審判を待つしだいです。

れる演奏会を見つけてはこまめに来て頂いたりと、お陰

最後になりましたが、曲が生まれるきっかけとなる委

様で接点を増やすことが出来まして、その折々の語らい

嘱を頂いたこと、遠藤先生はじめ素晴らしいメンバー達

から、Rosso の皆さんの仲間や自らの団体を誇りに思

との出会いを作って頂いたこと、過分なタイトルまで頂

う気持ち、遠藤先生を深くお慕いする気持ちや、音楽

いたこと、そして素晴らしい演奏で初演して頂く
（はずで

への愛情などが熱さとなって伝わってきました。そうこうす

ある）
こと、その全てにこの場をお借りして感謝申し上げ

るうちに、この熱い気持ちにはこちらも熱い音楽で応えた

たいと思います。ありがとうございました！ （高 昌帥）

いという思いが強くなっていき、結果的にこのような音楽
最初に楽譜を音にした瞬間から、曲の持つ世界に

となりました。
作品は、熱を帯びているという点では共通項を持ち

引き込まれ、曲の理解を深める程心を鷲掴みにされた

ながらも性格の異なる２つの楽章から構成されています

大変魅力的な作品です。この場をお借りして、サクソ

が、第２楽章で使われる全ての要素は第１楽章で提

フォンのための素晴らしい作品を作ってくださった高昌

示されたものであり、いわばこれら２つの楽章は共通の

帥先生に感謝と敬意を表したいと思います。本日、こ

素材が変容したものであると言えます。

の作品をお披露目出来る事をメンバー一同心から喜

それで作品が書き上がったのは良いのですが、今

んでおります。

度はタイトルが決まりません。あまりにも性格が異なる２

題名の『Rosso』は情熱の赤を意味します。サクソフォ

つの楽章となったため、ひと言で作品の特徴を表す言

ンを愛する多くの方にその情熱を発露する曲として、是非

葉が見つからなかったのです。困り果てたあげく、大

演奏して欲しいと願っております。尚、楽譜は来年 2016

変無責任ながら委嘱主であるRossoさんに名付けて

年よりレンタル開始予定です。

高 昌帥

（棚橋 亮弘）

作曲家

1970 年、大阪生まれ。大阪音楽大学作曲科卒業後、スイス・バーゼル音楽アカデミー留学。これまでに作曲を田中邦彦、
R.ケルターボーンの各氏に、指揮をJ. マイヤー氏にそれぞれ師事。第５回吹田音楽コンクール作曲部門 1 位無しの 2 位、
第１３回名古屋文化振興賞作曲部門佳作、第１回コダーイ記念国際作曲コンクール佳作、第１２回朝日作曲賞受賞
（2002 年吹奏楽コンクール課題曲『ラメント』）、第１回 COMINES-WARNETON 国際作曲コンクール「イヴ・ルルー
賞」受賞、平成２０年度 JBA「下谷奨励賞」受賞、第１９回吹奏楽アカデミー賞作・編曲部門受賞、平成２4 年度 JBA
「下谷奨励賞」受賞。現在、大阪音楽大学准教授。
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●結成記念演奏会

2000 年 11月3日
（祝） 川口リリア 音楽ホール

●第６回演奏会

2009 年 4月5日
（日） なかのZERO 小ホール

〈第１部〉 フォーレ／組曲「ドリー」より
ウェバー（arr. 宮川彬良）／私が愛したロイド・ウェバー
ドビュッシー／小組曲

〈第１部〉 ウィリアムズ／スターウォーズ
湯山昭／マリンバとアルトサクソフォンのためのディベルティメント
マスランカ／「マウンテンロード」より

〈第２部〉 グラズノフ／サクソフォン協奏曲
独奏：遠藤朱実 ピアノ：石田由香

〈第 2 部〉ノレ／フリッソン
独奏：西尾貴浩 演奏：Saxofono Rosso

〈第３部〉 シュトラウス／喜歌劇「こうもり」序曲
レスピーギ／リュートのための古い舞曲とアリア第３組曲

〈第 3 部〉バーンスタイン／キャンディード序曲
バーンスタイン／ウエスト・サイド・ストーリー組曲

〈アンコール〉ビゼー／「カルメン」組曲よりアラゴネーゼ

〈アンコール〉モリコーネ／ガブリエルズ・オーボエ
ヴァンデルロースト／アルセナール

●第２回演奏会

2002 年 2月9日
（土） 横浜みなとみらい 小ホール

〈第１部〉 ラヴェル／ソナチネ
メンデルスゾーン／プレリュードとフーガ
パスカル／サクソフォン四重奏曲
〈第２部〉 グラズノフ／サクソフォン協奏曲
独奏：遠藤朱実 演奏：Saxofono Rosso
〈第３部〉 シュトラウス／喜歌劇「こうもり」序曲
レスピーギ／リュートのための古い舞曲とアリア第３組曲
〈アンコール〉L. アンダーソン／そりすべり

●第３回演奏会

2003 年 11月23日
（日） 三鷹市芸術文化センター 風のホール

〈第１部〉 ラヴェル／クープランの墓
コリア／スペイン
Dreams Come True Special Song Book
ロジャース／マイ・フェイバリット・シングス
〈第 2 部〉トマジ／サクソフォン協奏曲
独奏：遠藤朱実 ピアノ：石田由香
〈第 3 部〉ホルスト／吹奏楽のための第１組曲
ボロディン／歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り
〈アンコール〉マスカーニ／「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲

●第４回演奏会

●結成 10 周年記念演奏会

2009 年 11月22日
（日） 横浜みなとみらい 小ホール

〈第１部〉 ドビュッシー／「ベルガマスク組曲」より
正門研一／「イマージュ」より
西澤健一／マリンバとアルトサクソフォンのためのセンプリーチェ
メンデルスゾーン／「ピアノ三重奏曲第一番」より
デザンクロ／四重奏曲
〈第 2 部〉バッハ／「2 つのヴァイオリンのための協奏曲」より
独奏：雲井雅人、遠藤朱実 演奏：Saxofono Rosso
バッハ／イタリア協奏曲
独奏：雲井雅人 演奏：Saxofono Rosso
〈第 3 部〉レスピーギ／交響詩「ローマの祭り」
〈アンコール〉マスカーニ／「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲
ナポリ民謡／オー・ソレ・ミオ

●第８回演奏会

2010 年 10月31日
（日） 府中の森芸術劇場 ウィーンホール

〈第１部〉 イトゥラルデ／「ギリシャ組曲」より
ボザ／アンダンテとスケルツォ
内藤淳一／動物の謝肉祭～日本の童謡、唱歌、愛唱歌による
〈第 2 部〉トマジ／アルトサクソフォンとサクソフォンオーケストラの為の「バラード」
独奏：田中靖人 演奏：Saxofono Rosso
〈第 3 部〉サン = サーンス／死の舞踏
サン = サーンス／組曲「動物の謝肉祭」
〈アンコール〉ウィルシュ、ディーガン／オー・シャンゼリゼ

2005 年 4月3日
（日） 川口リリア 音楽ホール

〈第１部〉 ノレ／「気まぐれな組曲」より
織田英子／東回りの風
デザンクロ／四重奏曲
〈第 2 部〉グリーグ／ホルベルグ組曲
〈第 3 部〉ムソグルスキー／組曲「展覧会の絵」
〈アンコール〉ラヴェル／亡き王女のためのパヴァーヌ

●第５回演奏会

2007 年 2月25日
（日） 横浜みなとみらい 小ホール

〈第１部〉 ピエルネ／民謡風ロンドの主題による序奏と変奏
高橋伸哉／パッション
ウィーラン／「リバーダンス」より
〈第 2 部〉ドビュッシー／ラプソディ
プーランク／ピアノとオーボエとバソンのための三重奏
エルガー／序奏とアレグロ
〈第 3 部〉チャイコフスキー／バレエ組曲「くるみ割り人形」
チャイコフスキー／スラブ行進曲
〈アンコール〉チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より トレパーク
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●第９回演奏会

2013 年 3月2日
（土） かつしかシンフォニーヒルズ アイリスホール

〈第１部〉 本多俊之／陽だまり
ロイド＝ウェバー／オペラ座の怪人
長生 淳／パガニーニ・ロスト
デュクリュック／ソナタ
ピアソラ／ブエノスアイレスの「四季」より
長生 淳／八重奏曲より
〈第 2 部〉クレストン／サクソフォン協奏曲
独奏：須川展也 演奏：Saxofono Rosso
〈第 3 部〉チャイコフスキー／バレエ音楽「白鳥の湖」より
〈アンコール〉チャイコフスキー／「白鳥の湖」より 黒鳥の 32 回転

Record of Concert
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鈴木 龍

藤田勝利

遠藤先生の門下生と、その知り合いを中心としたメン

自分が楽器を持ち演奏している光景など想像すらできま

バーで構成されているRosso ですが、私は全く関わり

せんでした。ましてやステージに上がり、多くの人達と

がない状況で参加を申し込み、（その後 1 年半くらいか

ともに……。楽器（サックス）を始めたのは、就職して

けて）メンバーに加えていただいたという経緯を持ちま

社会人となってからです。２０年以上も前のことです。

す。普段は大学 OB の吹奏楽団で活動しており、そちら

楽器を始めてから気づいた事があります。それは、「音

は昔から知っているメンバーばかり。反対に Rosso は

楽には艶やかさがある。」と、そう感じるようになりまし

私にとって謂わば「アウェー」な環境。練習は毎回緊張

た。以前は、曲を聴いても「単に音楽が流れている」、

の連続です。そんな私を Rosso はどう受け入れてくれ

「メロディーが聴こえてくる」、というだけでした。しかし

ているかというと、良いコメントだけでなく厳しいご指摘

楽器を続けている間に、どのようなジャンルの曲でも

もたくさんいただきます。これは「これまでの音楽経験

様々な感情や情景を想像し、思いがめぐるようになりま

や参加の経緯など関係なく、音楽に取り組む姿勢や演

した。少しずつですが、「自分は、こう想い感じるので

奏そのものに注目すべき」という音楽への真摯な態度の

この気持ちを曲にのせ表現したい。」そんな演奏ができ

あらわれだと思います。アマチュアではありますが、私

たら。「言葉は無くてもサックスで伝えることができた

はサックス演奏者の端くれとして今後もしっかりと音楽

ら。」と、そう思うようになりました。歩みは遅くとも長く

を学んでいきたい。その挑戦の場として、Rosso メン

音楽に触れていたいと。一度きりの人生ですから、なお

バーの皆さんと良いお付き合いを続けていければ、と

さらそう思います。音楽、サックスに出会えて本当に良

考えています。

かったです。そして、Ｒｏｓｓｏに。

今回のテーマである「たくさんの思いと感謝を込めて─」
にちなみ、メンバーが思いを綴りました。 サックスの艶
やかで深い音色とハーモニーの中に、我々の思いを感
じていただければ奏者としてこの上ない喜びです。

柳澤大介
初めてアルモ・サクソフォン・クァルテットの CDを手にした学生時代。私は遠藤朱実先生の音色の虜になりました。社会人になっ
た私は憧れだった遠藤先生と同じ楽器を買おうと意を決し、選定して頂いた事がきっかけでレッスンをして頂くようになりました。
実は以前よりRosso の存在は知っていたのですが、Rossoと言えば音楽を深く追求していくサックス奏者の集まりという印象で、
その当時はまだその門を叩く勇気がありませんでした。しかし遠藤先生にレッスンして頂くようになってから数年が経ち、そんな私
もついにRossoに参加する事となりました。不安と緊張から音楽と真剣に向き合えないまま終わってしまった初参加の第 6 回。あ
れから5 年の月日が流れ、私なりに音楽とは何かを模索し続け、再び Rosso で演奏する機会がやってきました。メンバーの音楽
への意識の高さに改めて圧倒されながらも、今は音楽を追求する喜びをかみ締めながら練習しています。こんな自分を温かく迎
えてくれたメンバー。音楽の基礎を教えてくださった遠藤先生。そして Rosso の音楽を聴きにきてくださる方々。私にとっての
Rossoとは、音楽とは何か、アンサンブルとは何か、そして人への感謝を教えてくれた大切な場所です。

10

鈴木伸子
私が Rosso に入ったのは 2004 年。第 3 回の演奏会を初めて聴き、熱〜い演奏に感動し、私もぜひ一緒に吹きたい！と思い、そ
の後より参加させてもらっています。遠藤先生には 20 年以上前にレッスンしていただいていたものの、何年も行かずダメダメな
生徒で今さらお会いしていいものなのか……であったにもかかわらず、温かくRossoに迎えてくださり今でもこうして一緒に吹い
ていただけることを感謝しています。気がつけば、私もRossoに入ってから10 年以上経ちました。メンバーのみんなはそれぞれ
仕事や家庭を持っていたりと忙しい中でもとても音楽に対して熱心、そして本当にサックスが大好き！ みんなからたくさんの刺激
をもらい、遠藤先生、西尾先生に非常に熱心かつ楽しくご指導していただき、ここまでやってこれたことを本当に感謝してます。
出会った頃にまだ学生であった野村くんも今ではプロとして活躍され、多忙な中、ずっとRosso で一緒に活動してくれて今回は
指導に加え、アレンジ、そしてソロもカッコよく決めてくれて……とってもとっても感謝しています！ 今回記念すべきこの第 10 回
のステージ、西尾先生の情熱的な指揮で、遠藤先生とそして Rosso のみんなと吹けることが出来てとっても幸せです♪
本日、演奏会を聴きに会場まで足を運んでくださった皆様にもたくさんの思いが伝わりますように……。

木村奈津美
「2009 年 4 月 5日 第 6 回演奏会」この演奏会は、私が初めて Rosso のメンバーとして参加した演奏会です。参加のきっかけは、
同じ吹奏楽団で活動する仲間から声を掛けてもらったことです。初めて練習に参加した時は、とても緊張して、何が何だか分から
ずに終わってしまったことを覚えています。あれから6 年近く経とうとしていますが、これまでの Rosso への参加によって、私は
たくさんのことを得て、感じてきました。演奏面はもちろんですが、人と人との繋がりを再認識することも出来ました。先ほども書
きましたが、私は人からの誘いをきっかけに Rosso に参加することになりました。私からの誘いをきっかけに参加することになっ
たメンバーもいます。このように音楽を通して輪が広がるということの素晴らしさも改めて実感しました。Rosso に参加するにあ
たり、辛く感じることもありますが、演奏会を終えた後は、そんなことを思っていたのが嘘のように、参加して良かったと必ず思え
るのです。病みつき……と言ったらおかしな表現かもしれませんが、それくらい私にとって Rosso は切っても切れない場所の一つ
であります。Rosso のメンバーは熱い思いを持っているメンバーばかりです。他のメンバーに比べれば、まだまだ Rosso 歴の浅
い私ですが、その思いは負けていないかと思います。

木村章子
今でも鮮明に蘇る風景があります。
〈４番の部屋のドアを開けると、そこにはいつもふんわりと微笑む遠藤先生の姿がありました。〉
私が山野楽器ウインドクルーで遠藤先生のレッスンについたのは、今から１７年ほど前になります。チューニングの音さえ自由に
吹けなくなってしまい、大スランプの状態で駆け込みました。初めてのレッスンの日は、昔から大好きだった先生に会える喜びと、
上手に吹けるだろうかという不安で、心臓がドキドキ止まりそうだったのを思い出します。ただ一つの音さえまともに出せず、ス
ケールもやっとこさ、エチュードは、何度もつまずいて止まることも多く……本当に情けない不出来な私に、遠藤先生はいつも優
しく、根気強く教えて下さいました。今の私があるのは、先生のお陰です。 そんな時に出会ったのが Rosso のメンバー達です。
2000 年、遠藤先生のレッスン生を中心に Saxofono Rosso は生まれました。私にとって、Rosso のメンバーとの出会いは奇
跡です。この仲間に出会えた事で私の音楽人生は劇的に変わりました。十人十色、ひとりひとりの個性が輝き、その音色が一つ
になったときSaxofono Rosso のサウンドが威力を増して鳴り響く。メンバーの一員としてその音色の片鱗を奏でられることを誇
りに思います。今日まで一緒に大好きなサックスと共に音楽をしてくれてありがとう。今こうして一緒にステージに立ち演奏でき
て幸せです。Saxofono Rossoを起団してから１５年たちました。今日この日を迎えられる喜びをかみしめ、心を込めて演奏した
いと思います。遠藤先生、西尾先生、そして今日まで私たちを支えてくださった、たくさんの方々に、感謝の気持ちを込めて。

遠藤朱実
Rossoもいつの間にか１０回目の演奏会を迎えることになりました。はじめは手探りで、西尾先生とも色々相談しました。それが
じきに素晴らしいゲストを迎える事が出来るようになり、その方々から色々吸収して成長してきました。今回はさらに委嘱作品にも
挑戦することになりました。私はこのようなメンバーを誇りに思います。私の元を巣だって私を越えて行って欲しいと思います。
もちろん私も頑張ります。聴いて下さる方々に何かを伝え感じ残せる演奏を目指します。

11

http://www.saxofonorosso.com/

Saxofono Rossoは、遠藤朱実先生のレッスン生とその仲間達により結成されたサクソフォンアンサンブルです。
「Rosso」とはイタリア語で「赤」を意味し、遠藤先生の「朱」、「愛用のプレスティージュ（通称：赤ベル）」から名づけました。
あわせて、「情熱的で元気な活動をしていきたい。」という願いも込められています。

遠藤 朱実

サクソフォン演奏家

1983 年、国立音楽大学卒業。同時に、武岡賞受賞。第 21 回民音室内楽コン
クール第 1 位受賞。併せてルフトハンザ賞も受賞。1987 年第 4 回日本管・打楽
器コンクール入賞。これまでにアルモ・サクソフォン・クァルテット・アルト奏者と
して、9 枚の CDをリリース。その他、ノワイエ・サクソフォン・アンサンブル、銀
河管弦楽団のメンバーとしても多彩な活動を繰り広げ、約 20 枚のCDをリリースし
ている。サクソフォンを渡辺邦夫、大室勇一の両氏に師事。

西尾 貴浩

サクソフォン演奏家／指揮者

北海道生まれ。愛知県立芸術大学卒業。東京文化会館新進音楽家デビュー・
コンサート・オーディションに合格。ベルギーのディナンで行われた第 3 回アドル
フ・サックス国際コンクールにおいてセミ・ファイナリスト。2000 年より「雲井雅人
サックス四重奏団」のメンバーとして全国各地のコンサートに出演。現在、フリー
ランスの奏者として、ソロ、室内楽、吹奏楽、オーケストラなどで演奏活動を行っ
ている。サクソフォンを雲井雅人に師事。「東京吹奏楽団」団員、なにわ《オー
ケストラル》ウィンズ、「銀河管弦楽団」メンバー。

上野 耕平

サクソフォン演奏家

1992 年生まれ。茨城県東海村出身。現在、東京藝術大学音楽学部器楽科に
在学中。これまでに須川展也、鶴飼奈民、原博巳の各氏に師事。第 12 回ジュ
ニアサクソフォンコンクール第 1 位、第 7 回日本ジュニア管打楽器コンクール金
賞、同第 10 回金賞など数々の賞に輝いたのち、第 28 回日本管打楽器コンクール
サクソフォーン部門において、史上最年少で第 1 位、ならびに特別大賞を受賞。
第 6 回アドルフ・サックス国際コンクール第 2 位受賞。デビューアルバム「アドル
フに告ぐ」を日本コロムビアからリリース。《The Rev Saxophone Quartet》ソプ
ラノサクソフォン奏者、ぱんだウインドオーケストラコンサートマスター。

野村 亮太

サクソフォン演奏家／トレーナー／編曲者

洗足学園音楽大学卒業後、渡仏。オルネイスボワ音楽院を審査員全員一致の
一等賞及び特別賞を得て卒業。また同音学院最高過程を全員一致の一等賞及
び 優 等 賞 を 得 て 卒 業 。ピ カ ル デ ィー ヨー ロッ パ 音 楽 コン ク ー ル
1 等賞。UFAM 国際音楽コンクール2 位入賞。これまでにサクソフォンを遠藤朱
実、冨岡和男、服部吉之、ファブリス・モレッティ、ルマリエ千春、ジェローム・ラ
ランの各氏に師事。室内楽を服部吉之、大和田雅洋、冨岡和男、エレーヌ・
ドゥヴィルヌーヴ、ヌーヴ、ジュリアン・ゲンボの各氏に師事。
Web サイト ryota-nomura.com

