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伝統音楽協演の夕べ
（忠清南道-熊本県） 

主催：大韓民国外交部
共催：忠清南道、熊本県、熊本市・熊本市文化事業協会、
　　　日韓伝統音楽交流事業実行委員会
主管：駐福岡大韓民国総領事館・伝統音楽協演の夕べ実行委員会
協力：在日本大韓民国民団熊本県地方本部
協賛：三木音楽舎
助成：日韓文化交流基金、一般財団法人熊本公徳会
後援：熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、
　　　忠南・大田韓日親善協会、熊本県日韓親善協会

2015年6月26日（金）　開演　18:30
市民会館崇城大学ホール（熊本市民会館）大ホール

公州市忠南燕亭國樂院
指揮・音樂監督 
ノ・ジョンラク(盧 鍾樂)

首席
チョン・ユンホ(全 允許)

カヤグム
コ・ジョンミン(高 禎敏)

イム・ジョンヨン(林 貞延)

イ・スジン(李 脩珍)

コムンゴ
ナ・ユソン(羅 姷宣)

ユ・イムソン(柳 壬善)

アジェン
ユ・ミンヒョク(柳 民奕)

オ・ハナ(吳 하나)

ヘグム
イ・ヘソン(李 惠善)

イ・ジヘ(李 智慧)

カン・ジョンミ(姜 貞美)

テグム
イ・インシル(李 仁實)

ノ・ジョンウン(盧 貞慇)

ピリ
イム・ジェピル(林 載弼)

イ・チャン(李 贊)

打樂
ソン・ヒョンジ(宋 衒芝)

パク・イスル(朴 이슬)

チャ・サンユン(車 相潤)

キム・ヨンファン(金 榮煥)

Musicians and Staff 出演者・スタッフ

夫餘郡忠南國樂團
カヤグム
マ・ヒョンジン(馬 賢珍)

コムンゴ
キム・ヒェミ(金 慧媄)

ヘグム
キム・ジョンファ(柳 呈和)

テグム
キム・ユンヒ(金 允喜)

ピリ
キム・インヨウン(金 仁英)

民謠
キム・ユンヒ(金 允姫) 

サムルノリ
(사물놀이)

キム・ヘンドク(金 幸德)

パク・ヨンイル(朴 榮一)

イ・サンミョン(李 相明)

キム・チャンホ(金 粲鎬)

指揮・音楽監督
榊原 徹＊

作曲家
佐藤容子＊

篠笛・能管
松尾 慧　澤田由香　 

尺八
釼 虚霧洞　阿部大輔＊　黒田鈴尊　本間豊堂＊ 

琵琶
大上 茜＊　榎本百香 

三味線
野澤徹也＊　福島竹峰　梅元遥香

21絃箏
藤川いずみ＊

25絃箏
みやざき 都　

17絃箏
松村エリナ＊　小路永こずえ　馬場真理子

13絃箏
麻植理恵子　角田ちひろ

打楽器
望月太喜之丞（日本音楽集団）

若月宣宏＊　篠田浩美＊

代継太鼓
上野秀喜　後田美登里

民謡
中村璃来

舞踊
西崎緑祠　西崎流恭祠会

（＊邦楽創造集団オーラＪ）

韓日伝統オーケストラ忠清南道 日韓伝統オーケストラ熊本

統括：藤川いずみ　制作：門脇央知　ステージマネージャー：池 基鉉、門脇央知

　舞台監督：熊本市民会館舞台　舞台スタッフ：光永浩二、上野秀喜、後田美登里

司会：鳥井麻希　通訳：崔 相哲　記録：藤川公明

榊原 徹
東京藝術大学音楽学部卒業後に

渡欧し各地で演奏活動を行う。

帰国後はオペラから現代邦楽に

至るまで広い分野で指揮活動を

始め、海外公演も多数行ってい

る。

東京劇場管弦楽団音楽監督、

邦楽創造集団オーラＪ指揮者。

盧 鍾楽（ノ・ジョンラク）

朝鮮大学校 師範大学 音楽教育課 講師歴任

中央国楽館 弦楽団 副指揮者歴任

フランス文化財団Han-Arts芸術監督

MBCマダンノリ（韓国テレビ）指揮者

フランス「チンガロ」劇団 音楽監督歴任

現在・公州市忠南燕亭国楽院 院長

한일전통오케스트라
日韓伝統オーケストラ



　「伝統音楽協演の夕べ（忠清南道‐熊本県）」が盛大に開催されますことを心よりお慶び申し上げま
す。
　本県と姉妹提携を結ぶ忠清南道の燕亭国楽院と、熊本在住の邦楽家を中心とする音楽家の方々と
の数年来に亘る交流が発展し、このたび「日韓伝統オーケストラ」が結成され、両国の伝統楽器の融合
による新たな音楽交流の世界が披露されることとなりました。
　日韓国交正常化50周年の節目に、このような画期的な公演が熊本の地で開催されることは、民間交
流や地域間交流といった、幅広い日韓関係の構築に向けての新たな一歩を印象づける催しとして非常
に意義深いものであり、公演の開催にあたり御尽力された関係者の皆様の御熱意に心より敬意を表し
ます。
　この公演を機に、伝統音楽を通じた友好交流の輪がさらに広がっていくことを期待しますとともに、日
韓の演奏者たちが思いを一つに奏でるハーモニーが御来場の皆様の心に深く届き、両国の相互理解
が一層深まることを心より祈念いたします。

　この度、日韓国交正常化50周年記念「伝統音楽協演の夕べ」が盛大に開催されますことを心からお
喜び申し上げます。主催の大韓民国外交部をはじめ、駐福岡大韓民国総領事館や伝統音楽協演の夕
べ実行委員会など関係の皆様におかれましては、本公演開催にあたり、多大なるご尽力を賜りましたこ
とに心から感謝申し上げます。
　今回は、両国で構成された単一のオーケストラによる大変貴重な協演であり、素晴らしい演奏家たち
により、伝統楽器の調和の音色で表現される壮麗な舞台が展開されるものと存じます。
　さて、本市では、蔚山広域市と2010年4月、友好協力都市協定を締結し、文化、観光、スポーツ、環境
などの分野で交流を進めているところであります。特に、芸術・文化の分野におきましては、今後も、この
ような伝統音楽などをとおして、両国の相互交流がさらに深まり、その輪が広がることを、大いに期待申
し上げる次第でございます。
　最後に、本公演のご盛会と大韓民国外交部及び駐福岡大韓民国総領事館、伝統音楽協演の夕べ実
行委員会の今後ますますのご発展と、出演並びに関係の皆様方の一層のご健勝、ご活躍を祈念申し上
げまして、お祝いの言葉といたします。

　皆様、こんにちは。韓日国交正常化50周年を迎え、熊本県にて「伝統音楽協演の夕べ」が開催されま
すことを心よりお喜び申し上げます。素晴らしい演奏をご用意いただきました演奏者ならびに関係者の
皆様方のご苦労に深く感謝いたします。
　尊敬する県民の皆様、私ども忠淸南道と熊本県は1983年姉妹結縁を結んで以来32年間、ひたすら
友情を築いてきた掛け替えのない友人です。これまでの様々な面に及ぶ活発な交流は両地域の発展
に貴い土台を築き、お互いの国際的力量を高めながら相生の道を歩んできました。
　このように、忠淸南道と熊本県は両国の交流協力の模範となる地域として、今後とも様々な活動を通
じて両国の友好増進に大きく寄与するものと信じております。約1,500年に及ぶ我々の祖先の交流と親
善の歴史がそれを物語っています。
　何卒、本公演を通じ、忠淸南道と熊本県、ひいては大韓民国と日本が大いなる友情を分かち合う大
切な場となるものと期待しております。楽しい音楽の夕べをご堪能ください。ありがとうございます。

 　韓日国交正常化50周年という意味深い年を迎え、それを記念する文化行事「伝統音楽協演の夕べ」
がここ、熊本で開催されることを心より欣快に存じます。
　30年に渡る長い間、厚い友情を築いてきた韓国の忠淸南道と熊本県間の強い絆が結んでくれた結
実であるだけに特別であり貴重である公演だと思っております。
　昨今の韓日関係は厳しいと言われてはおりますが、数千年の歴史の中で韓国と日本はお互い交流し
、学び合いながら発展してきた最も近い隣国に間違いありません。
　本日韓国と日本の伝統楽器によるはじめての単一オーケストラを作り、和合の響きが広がるように両
国は今の一時的な厳しさを乗り越え、新たな未来を広げてゆく立派なパートナーになりえると信じてお
ります。
　忠淸南道、熊本県、熊本市及び関連機関団体の積極的な支援と公演に参加して下さった両国の伝統
音楽芸術家のご苦労に深く感謝致します。両国の伝統楽器が織り成す逸興の中で、韓国と日本の善隣
友好をあらためて共感できる大事なきっかけになることを心から祈念いたします。ありがとうございま
す。

Greeting ごあいさつ Program プログラム

駐福岡大韓民国総領事　朴 鎭雄

忠淸南道知事　安 熙正

熊本県知事　蒲島 郁夫

熊本市長　大西 一史

1.　モドゥンプクと国楽管弦楽のための協奏曲「打」　　李・キョンソプ 作曲 
モドゥンプク ：金 幸德　宋 衒芝 ／ 韓日伝統オーケストラ忠清南道

90年代に入り、従来のプクの音に限界を感じた作曲家たちが、音の高さが違うプクを外来型のように模してスピード感を出し、音量を改善
した新しいプクをいくつか集め、演奏に用いたもので、これをモドゥンプクと呼びます。
「打」とは２組のモドゥンプクと管弦楽が織りなす協奏曲で、強烈なビートと管弦楽の繊細な旋律の曲です。
伝統的なリズムと大衆的なリズムが混在していて、2組のモドゥンプクが絡み合う即興的演奏は、大勢の人が集まって遊んでいるようです。

2.　25絃のカヤグムの為の協奏曲「新散調」 　　朴 範勳 作曲
25絃カヤグム ：高 禎敏 ／ 韓日伝統オーケストラ忠清南道

22絃カヤグムの為の協奏曲「新散調」は、曲名の通り新しい散調という意味です。
伝統の韓国のカヤグムと似ている中国の「クチン」や、日本の箏演奏者たちが韓国のカヤグム散調を演奏する為に作曲されました。その後
韓国で22絃カヤグムが誕生したのを機に、この曲を協奏曲に構成し、1995年に初演したことで、現代カヤグムの新時代を開きました。
12絃カヤグム散調と同じ構成となっており、穏やかなチンヤン調のリズムから始まり、次第に速いリズム、チュンモリ、チャジンモリ、フィモ
リ（テンポの速さを指す用語）で構成されており、現在25絃カヤグムでも楽しんで演奏されています。

3.　巨火　(ほて)　　三木 稔 作曲  　   和太鼓：代継太鼓 ／  日韓伝統オーケストラ熊本
1976年作曲。《巨火》は当時邦楽器の全てを含む最大、そして最も聴衆にも支持の多い大合奏作品となり、大きな海外公演ではトリを務め、
常に大喝采を博した。第一部『魂鎮め（または祈り）』、第二部『道行（または遊び）』を経て、野外の祭りをイメージしたダイナミックな第三部
『魂振り（または祭り）』になだれ込む30分の大作である。魂振りとは、魂鎮めと反対に人の精神を鼓舞する原始社会以来の民俗的宗教行
事で、鉦・太鼓を打ち鳴らし、興奮状態を持続させるところに大きな意味がある。この曲では、秩父屋台囃子のリズムを援用した打楽器群の
果てしない連打の上に、各楽器それぞれに与えられた何種類かの長い楽節を、上演の度に組み合わせを変えて載せていく。指揮者は音頭
取りであり、自らも打楽器奏者として演じつつ、時々の的確な指示を出さねばならない。《巨火》全体も『魂振り』も、総じて西洋の合奏法とは
基本的に発想が異なり、例えば譚盾たち中国の作曲家たちに強いカルチャーショックを与えた。 16人の管弦を４人の打楽器が囲んで演
奏する様式などシアターピースとしての成功例としても評判になった。

－　休憩　15分　－

演奏：日韓伝統オーケストラ
4.　遥かなる百済へ－韓国伝統楽器と日本伝統楽器のために－　　佐藤容子　作曲
第一楽章：菊池川の流れ　古代より始まった韓国と日本の結びつきをずっと見つめ続けてきた菊池川の絶え間無い壮大な流れを表現し
ている。
第二楽章：武寧王の旅　当時の武寧王の旅路や心の内に思いを巡らしながら、決然とした雰囲気を創り上げるように務めた。
第三楽章：百済のほほえみ　菊池川のモチーフの変形パターンから始まった後、微笑みをイメージした柔らかなメロディーラインが続く。
楽章の終盤では、その微笑みのメロディー と菊池川のモチーフが重なり、穏やかな響きの中で曲は終る。

日韓伝統音楽国際ネットワーク協議会　2014年委嘱作品

5.　アリラン 　　韓国民謡　　朴 範勳 編曲      　   民謠：金 允姬
 韓国各地域を代表するアリランを、管弦楽でアレンジして繋げたアリランのメドレーで、キンアリラン・アリラン・ミリャンアリラン・カンウォ
ンドウアリラン・チンドアリランの順で進行し、地域別アリランの特徴がよく表現されています。

6.　おてもやん・牛深ハイヤ節　　熊本民謡
民謡：中村璃来（秀岳館高校民謡特待生1年）　踊り：西崎緑祠・西崎流恭祠会

熊本県は民謡の宝庫といわれ、昔から各地域で沢山の民謡が歌い継がれて来ました。全国に知られた熊本県を代表する二曲を舞踊と共
にお楽しみ下さい。

7.　サムルノリと管弦楽のためのシンモドゥム３楽章「ノリ（遊び）」 　　朴 範勳 作曲
サムルノリ：金 幸德　朴 榮一　金 粲鎬　李 相明

シャーマニズムの旋律と農楽の形式をテーマにして作られた管弦楽で、シンモドゥムとは「神」を集めるという意味です。サムルノリが単独
で織りなす音楽的要素を、管弦楽器との共演により更に盛り上げているこの曲は、全３楽章で構成されています。今回の公演では第３楽
章「ノリ」を演奏しますが、「ノリ」は、短い導入に続いて陽気なチャジンモリのリズムが演奏され、その後とても速いフィモリのリズムが、巨
大なダンスの波を連想させ、魂の興奮を一層呼び起こす作品となっています。


