2017.7

No.254

クローズアップ マイタウンJOTO
た

なか

たい

ているのは、

ち

指揮者 田中 太智さん（菫中学校出身）

音楽にふれているだけで
幸せを感じます
オーケストラで各パートの演奏をまとめ作品として完成させていく指揮者。
優雅でエキサイティングなその姿に憧れる人も少なくないでしょう。
今回、高校在学中に組織した「アンサンブルエンハーモニー」の指揮・監督、

「ライゼ・カンマー・オーケストラ」の指揮を務めながら、現在はドイツへ渡り、世
お

ざわ せい じ

けん さん

界的指揮者・小澤征爾氏のもと研鑽を積み、世界でも活躍中の田中太智さん
に、
指揮の魅力や難しさ、そこから学んだことについてお話しいただきました。

一流の指揮者になりたい
幼い頃からピアニストをめざすも、一時

は挫折し夢をあきらめ、音楽そのものから

も遠ざかろうとしていた田中太智さん。菫

中学校在学中に、吹奏楽部顧問の先生

「音楽と素直に向き合う姿勢です。
『ど

んなに小さな作品で、余裕でできるだろう

ベテラン演奏家から
信頼を得るには？

と思った作品でも、
まじめに勉強し、
しっか

りと準備をする。
そうすれば、音楽も、
オー

いたアマチュア楽団や、現在ドイツで指

えてくれる』
とおっしゃいました」

楽器歴も長いベテランばかり。
それをひと

し
「先生の師であったカラヤン氏、バーン

つにまとめ上げ、望む演奏をしてもらうこ

スタイン氏との思い出話や、将来の音楽

中さんは、

目が輝き、
ワクワクされている気持ちが伝

「何を聞かれても答えられるよう猛勉

強しました。若さが前面にでないように、
極力論理的で落ち着いた“大人”の話し
方を心がけました」

しかし、日本で大人とのコミュニケー

ション力を高めたものの、
ドイツ留学後は

かけで吹奏楽部へ。
もともと音楽が好き

「日本人にベートーヴェンが
わかるのか」

する楽しさに夢中になるまで時間はかか

りませんでした。

高校では
「音楽科」
で打楽器について

学びながら、指揮者への夢を心の中で

活動について語られるとき、少年のように

とは至難の業です。信頼を得るために田

「異文化の壁」
が立ちはだかりました。

な田中さんが、みんなで一つの曲を創造

小澤氏は、田中さんの祖父世代。
しか

揮する楽団の演奏家は、全員が年上で

に
「コンクール課題曲のピアノパートを手

伝ってくれないか？」
と頼まれたことがきっ

ケストラも、お客さんもちゃんとそれに応

田中さんが、高校の時から指揮をして

ベルリンには、
「 ベルリン・フィルハーモ

ニー管弦楽団」のような名門オーケストラ

から、アマチュア楽団による教会でのコン
サート、路上のバイオリン弾きまで、
その人

▲城東KADO-YAがもよんホール（区民センター2階 ホール）
にて

に見合った形で音楽を聴ける環境がありま
す。
「ドイツ人にとって、ベートーヴェンやブ

超える指揮者になりたい、
目標を大きく掲

を知ることが欠かせません。例えば、ス

「『日本人にベートーヴェンがわかるの

けていた当時のソ連の作曲家は、
どのよ

音楽活動を展開していく田中太智さん。

いを込めたのか、
まで読み取らなければ

たく姿をみんなで応援しましょう。

込んでいるんです」
と田中さんは話します。

ターリンによる弾圧下にも作品を創り続

か？』
といわれたことがありました。僕は、
ド

うに規制をくぐりぬけ、
その曲にどんな想

たすらドイツに染まろうと試みましたが、

イメージはつくれません」

あ、
これが僕にしみ込んでいる日本人の

と丹念な準備と緊張で、何キ

個人がベートーヴェンを表現するために

です。

イツ人の作曲家の曲を指揮するため、
ひ

染まりきれない部分があるんです。
『あ
感性なのだな。
それは田中太智という一

失ってはいけない』
ということを学ぶこと

年の春、
コンサートに出かけた時でした。

につけること、各楽器のパートの音や構

指揮者の方に勇気を出して近づき、想い

がたくさんあります。

指揮者は、指揮を振り続ける体力を身

成を把握すること以外にもやるべきこと

をストレートにぶつけました。それを受けと

つくる、
それから曲がつくられた時代背景

ラームスは童謡のように彼らの身体にしみ

ができました」

「コンサート終了後、ずっと憧れていた

「楽器を演奏する、楽譜を読む時間を

げて前進したいと思います」。

温めていました。今の田中さんにつなが

る扉が目の前に現れたのは、彼が高校１

わってきます。僕が先生の年齢に達する

まであと約60年あります。いつか先生を

今後、城東区を拠点として、積極的に

指揮者として、城東区から世界へと羽ば

田中さんは、本番が近づく

ロか体重が落ちてしまうそう

音楽と素直に
向き合うことが大切
小澤征爾氏は現在81歳。

先生から教わった多くの事柄

のなかで田中さんが大切にし ▲ドイツでの演奏後、オーケストラの仲間たちと（田中さん右から2番目）

めてくださり別の指揮者へ、
またその方が
別の指揮者へと数珠つなぎで、小澤征爾

先生にたどりついたんです。今思うと奇跡

の出会いだったと思います」

▲ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠。
定期演奏会をよく聴きに行きます

とき
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9月2日
9月3日

出

城東区マスコットキャラクター
「コスモちゃん」

演／ライゼ・カンマー・オーケストラ、
ヴァイオリン
〈井谷 珠綺〉
曲 目／チャイコフスキー
「ヴァイオリン協奏曲」
、
ベートーヴェン
「交響曲第５番『 運命 』」
ほか
い たに

み

き

●9月3日
（日）
出

演／ライゼ・カンマー・オーケストラ、
ピアノ
〈東坂 萌里〉
曲 目／モーツァルト
「ピアノ協奏曲第23番」 ほか
モクレン

申込要 有 料

18:00〜20:00予定（17：00開場）
区民センター２階
ところ
城東KADO-YAがもよんホール（中央3-5-45）
14:00〜16:00予定（13：00開場）

●9月2日
（土）

です
介護保険のお知らせ／7月は
「食中毒予防月間」

2

田中 太智さんが指揮
『名曲の祭典』

7/1（土）より
チケット
発売開始！

とう さか

もえ り

費 用／各日2,000円
定 員／各日700名(先着順)
購入方法／大阪市コミュニティ協会城東区支部協議会
（区民セ
ンターに臨 時 出 張 受 付 窓 口を設 置 ）ほかe＋
（イー プラス
http://eplus.jp/）
またはファミリーマートでも購入可。
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/
0000400126.html
主 催／音楽ひろがるＪＯＴＯプロジェクトチーム
問合せ／区役所市民協働課
（市民活動支援）
6930-9041
6931-9999

コスモス

ふれあい城東❹ページ

マークは、
田中太智さんが指揮を務めます！
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