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「こんにちは、ロータリーです。」～心のドアをノックしよう～
例会日／毎週月曜日 12:30 ～ 13:30
例会場／広島サンプラザ TEL（082）278-5000
会 長／松本
猛
幹事／松野 正信

第1057回 広島サンプラザ
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話

「私の好きなもの

―誰もが知っている○○」
渋下

孝志

会員

こんにちは。渋下です。
卓話をということなのですが、会員
の卓話は皆さんご自分の職業や仕事に
からめた話をされるのが普通のようで
すが、私は仕事以外の時間は一切自分
の仕事のことは考えたくない性分なも
ので、今日は仕事の話ではなく私の趣
味の話を聞いていただきたいと思います。タイトルは
「私の好きなもの―誰でも知っている○○」
としました。
○○と思わせぶりに言葉を伏せていますが、何とい
う言葉が入るのか？…。二文字とは限りませんよ。私
が変な人間だということは既に皆さんに知れ渡ってい
るとは思いますが「私の好きなもの」ということで、
不埒な想像はしないでください（笑）
。まあ、変な人間
なので○○に入る言葉は実は「クラシック音楽」です。
私は子供の頃からクラシック音楽が大好きですので
今日は私とクラシック音楽の関わりについての話を聞
いていただくことにしました。ただクラシック音楽に
ついてのうんちくを傾けまくったのでは、聞かれてい
る方には興味もないドン引きの話になってしまいます
ので、それは避けなるべく皆さんに面白く聞いていた
だけるようにしようと、曲のタイトルは知らないが聞
いてみればおおよそ誰でも知っている曲を聴いてもら
いながら話をしようと思います。とは言ってもただで
も長いクラシック音楽を長々聴いていただくわけにも
いきませんので、途中で適当にフェイドアウトさせて
もらいます。
また話のおおざっぱな構成を申し上げておきます
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と、前半は私自身の話がメインで聞く曲もいささかア
カデミックですので、少し退屈される方もあるかもし
れません。しかし後半はクラシック音楽が好きであろ
うとなかろうと関係なしでノリノリで聴いていただけ
ること間違いなし！ルンルンで帰っていただけること
請け合いですのでくれぐれも前半で席をお立ちになら
ず最後までご清聴お願いします。
自分がクラシック音楽が好きだと自覚したのは実は
小学校４年生のときです。そうは言っても商売人の家
庭に育ち音楽などという環境は全くと言っていいほど
何もなく、家にはステレオもない、あってもポータブ
ルプレーヤーが１台あるだけ、そんな環境でどうして
そんなことになったのか不思議なのですが、きっかけ
は小学校の音楽の授業にあります。
私は袋町小学校だったのですが、音楽の授業の際、
普通教室から音楽教室に移動します。小学校４年生の
ときに音楽教室に移動する際にわくわくどきどきして
いる自分に気がついたのです。なぜだ？と自問自答し
ました。音楽の先生が音楽の時間によくレコードをか
けて教科書に載っているクラシックの音楽鑑賞曲をか
けて聞かせてくれるのです。今でこそ教科書に載って
いる音楽鑑賞曲はビートルズやSMAPなどもあります
が、当時はクラシック音楽しかありませんでした。そ
れが聴けるのが楽しみで待ち遠しくてしかたがない自
分に気が付いたのです。後で考えると音楽の先生が初
老の男の先生だったのですが、要は先生が手を抜くた
めにそうしていたんでしょうが、それが私にとっては
大変ありがたいことになりました。
小学校の教科書ですからクラシックといってももち
ろん初級者向けのやさしい曲ばかりでした。例えば「エ
リーゼのために」とか「ラデツキー行進曲」とか…。
その中で今でもはっきり覚えている印象深い曲は実は
ヘンデルの「愉快な鍛冶屋」、「調子のいい鍛冶屋」と
も言いますけど、その曲です。それからしばらくヘン
デルという作曲家にすっかりはまっていました。
ヘンデルはバッハと同時代の同じドイツで生まれた
バロック音楽時代の作曲家でイギリスに渡たり活躍し
ました。もっとも有名なのは「ハレルヤコーラス」と
か「水上の音楽」とかご存じの方も多いでしょう。バッ
ハはとても深い作曲家で、ヘンデルはそこまで深くは
ないですが、とにかく根あか、根が明るい作曲家です。
そこが小学４年生にはよかったのでしょう。そういう
訳で本日最初の曲として誰もが知っている曲ではない
かもしれませんが、小４のときに私がほぼ最初にクラ
シックにのめり込むきっかけとなった「愉快な鍛冶屋」
を最初の方だけですが、聞いてください。ピアノの前
身のハープシコードの曲です。この曲の中にトンテン
カン・トンテンカンという音型が盛んに出てくるので
「愉快な鍛冶屋」というニックネームがついたようで
すが、正式には「ハープシコードのための組曲集第一
集第五番の第四楽章アリア」という名前の曲なのだそ
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うです。いかにもクラシック音楽ですよね（笑）。
次にヘンデルの最も有名な誰でも知っている曲を聴
いてください。ヘンデルといえば「ハレルヤコーラ
ス」が有名ですけどそれではありません。タイトルは
オラトリオ「マカベウスのユダ」という英雄を讃える
曲集の中から「見よ勇者は帰る」という曲です。「見
よ勇者は帰る」。タイトルを聞いだけでは誰もわかる
人はいませんよね？。でも曲は世界中のほとんど誰も
が知っている曲です。聞いてみてください。ヘンデル
に表彰状をあげたくなりますね。
こんなのも皆さん結構聞いたことはあるのではない
でしょうか。ヘンデルのハープ協奏曲の第１楽章の最
初の部分です。ねっ、聞いたことあるでしょう？
小学生のときの親からもらう小遣いは月200円と決
まっていました。袋町小学校の校門を出てすぐのとこ
ろに中山楽器店があり１階にレコード売り場があり
ました。当時LPレコードは１枚が2000円でこれは到
底買えない。買って帰っても家にはステレオもない。
でもその隣の棚にEPレコードがあり、これが１枚400
円。これなら２か月お菓子を買うのを我慢したら買え
る。その２か月の間に次にどのレコードを買うか、ヨ
ハン・シュトラウスの「オーストリアの村つばめ」に
するかはたまたスッペの「軽騎兵」序曲にするか、学
校帰りに毎日寄っては品定めをして帰るのが至福の時
でした。ほんと変な小学生ですが、好きというものは
そんなものです。
中学に入って吹奏楽部がありそれに入ればよかった
のですが、私は管楽器があまり好きではありませんで
した。弦楽器とくにヴァイオリンの音色が大好きでし
た。そこで親にねだって一番安い３万円の鈴木ヴァイ
オリンを買ってもらって子供の頃からヴァイオリンを
習ってる同級生に教えてもらいながらヴァイオリンを
弾いていました。
本通りに木定楽器店がありますね。ご存じですか
ね？そこの木定会長と私の父親が修道の同級生だった
縁もあり、「木定に注文しておいたからもらってこい」
と言われ木定楽器店に行くと、会長さんから「お前本
当に渋下の息子か？なんという突然変異じゃ」と驚か
れたのを覚えています。
大学に入り学生オーケストラでヴァイオリンを弾け
るようになったのは無上の喜びでした。また大学２年
生の夏休み45日をフルに使って同じ趣味の友人とふた
りで本場ヨーロッパを貧乏旅行し、ミュンヘンのバイ
エルン国立歌劇場でオペラを見、その素晴らしさにすっ
かりオペラにはまってしまったりしていましたが、こ
れ以降の話は話し出すと長くなるので割愛します。
バロック音楽・古典派・ロマン派・国民楽派・後期
ロマン派・近代といろんな時代のいろんなジャンルの
クラシック音楽を今まで聴いてきたのですが、ここで
１回だけ皆さんにドン引きしていただきます。という
のも、私が今までいろいろ聞いてきて「行きついた先」
がどんなものかも聞いていただきたいと思ったからで
す。もうひとつ、こんなわかりやすい曲ばかり聞いて
いると思われてはしゃくだという気持ちもあります。
近代音楽というか現代音楽に近いかもしれません
が、ドレミファソラシドの音階は全音を半音に割っ
ていけば全部で12の音になります。（７音と12音の説
明。）これを均等に使って音楽を生み出そうというこ
とをシェーンベルクという作曲家が始めました。いわ
ゆる12音音楽です。それを引き継いだのがアントン・
ヴェーベルンとアルバン・ベルクで、この３人のこと
を新ウイーン楽派と言います。新しいウイーン楽派。
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モーツアルトやベートーヴェン・シューベルトなどの
昔のウイーン楽派に対比する呼び方です。
12音を均等に使うということは、ハ長調とかト短調
とか変ホ長調とかいう調性が無くなります。いわゆる
無調音楽になります。調性のない音楽です。調性のあ
る音楽に慣れ親しんでいる私たちには訳のわからない
音楽です。私も最初のうちはまったくわからない…。
でもそれではしゃくなので、車のカーオーディオで普
段から流して運転しながら聞いていました。そしてし
ばらくたったとき、車に載ってエンジンをかけ、カー
オーディオからこの曲が流れてきたときに、不意に「な
んて美しいんだ」と思ってしまいました。音楽は頭で
理解するものではない。感性で感じ取るものだという
ことを思い知らされた瞬間です。
それではその曲、ヴェーベルンが1909年に作曲し
た「弦楽四重奏のための５つの楽章」の出だしの部分
だけ少しお聞きください。1909年作曲ですから、もう
110年も前の音楽です。私の大好きな曲です。
どうですか？美しくてカッコイイでしょ。１回だけ
ドン引きしてもらいました。
続きまして、ここからが後半ですのでご期待くださ
い。最近発売されたCDがめちゃくちゃ面白かったの
でこれをご紹介します。タイトルは「世界に冠たる日
本の行進曲」。大げさなタイトルがついていますが、
武藤英明さんがロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
を指揮して日本のいろいろな行進曲を演奏しているの
ですが、これがとても面白いんです。
まず最初は今放送していますNHKの朝の連続テレ
ビ小説「エール」の主人公のモデルになっている古関
裕而さんの曲です。この古関裕而さんはとても素晴ら
しい作曲家で、えっ、この曲も古関裕而作曲なの？と
驚かせられる人です。憎き阪神タイガースの応援歌「六
甲おろし」、同じく憎き読売ジャイアンツの応援歌「闘
魂こめて」、ザ・ピーナツの「モスラーやモスラー」、
藤山一郎さんの「長崎の鐘がなる」、伊藤久男「イヨ
マンテの夜」、二葉あき子「フランチェスカの鐘」、岡
本敦郎「高原列車は行く」、映画「君の名は」の主題
歌。戦時中の軍歌で「勝ってくるぞと勇ましく」（「露
営の歌」
）とか、「赤い血潮の予科練の」（「若鷲の歌」）
も古関裕而作曲です。本当に素晴らしい作曲家です。
ではこの古関裕而さんの行進曲をお聞きください。
ご存じ1964年の東京オリンピックのオリンピックマー
チでした。次はこれです。CD「栄冠は君に輝く」今年
は甲子園の高校野球が中止になってとても残念でした。
この演奏、実に自然な演奏ですが、さっき言いまし
たようにこのオーケストラ、ロンドン・フィルハーモ
ニーというイギリスのロンドンのメジャー・オーケス
トラですよ。日本円の強さがなさしめたCDです。
次にレイモンド服部さん作曲の「コバルトの空」と
いう行進曲です。レイモンド服部の「コバルトの空」
なんてどなたかご存じの方います？誰もいませんよ
ね。私もそうでした。でも聴けば日本人ならおそらく
誰でも知っていると思います。
次はまた古関裕而さんで
「スポーツショー行進曲」
です。
次は黛敏郎さん作曲の「スポーツ行進曲」です。こ
れは短い曲なので最後まで聴いてください。
これで正真正銘の最後になりますが、高井達雄とい
う作曲家が作曲した超有名な曲をご自身が行進曲にア
レンジした曲です。高井達雄さんなんて作曲家誰も知
らないでしょう。もちろん私も知りませんでした。で
もこの曲は日本人なら誰でも知っています。
CD「鉄腕アトム」ご清聴ありがとうございました。
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第1058回 広島サンプラザ

2020年11月16日

会長時間

理事会報告
副会長

今川

勝

歳ぐらいを目標に考えており、思いの外早まり戸惑い
もありましたが、年初からのコロナ過を思うと最善の
時期でした。
代表取締役社長を退任し一社員になりましたが、親
会社が後悔しない為にこれからも会社発展に尽力して
いきます。
当クラブでは今年度幹事をさせて頂いておりますの
で、最後のクラブ奉仕に徹しようと思います。

第1060回 広島サンプラザ

2020年12月14日
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PHP認証バッチ授与

卓

話

「川添商店と私」
川添

榮子
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卓

話

「年次総会」

第1059回 広島サンプラザ

2020年11月30日

会長時間
会長

松本

猛

今川勝会長エレクトスピーチ

「米山・ロータリー財団について」
上杉

昌幸

会員

米山奨学金授与

卓

話

「現在の私」
松野

正信

会員

50歳を過ぎ、脳梗塞２回、脊柱管狭窄症で入院しま
した。その時有り余る時間があり、社長をいつまでや
るか、後継者はどうするかなど将来の事を真剣に考え
始めました。親族内は娘２人で継ぐ意思もなく、社員
にも話をしましたが荷が重いようで無理。あとは第三
者へのM&Aによる事業承継しかありません。
縁あって同業の有限会社ジーシーとの合意にもとず
き昨年の12月に契約し完全子会社化になりました。65
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活動報告

廿日市小学校へ図書寄贈
2020 年 11 月 30 日
廿日市市立廿日市小学校

寄贈式の様子はFMはつかいちで放送されました。
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