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Program

2022年 10月 6日 （木）　18:00開場　19:00開演
東京芸術劇場 コンサートホール

指揮：大山 平一郎

早稲田大学交響楽団
秋季演奏会

Waseda Symphony Orchestra Tokyo, Autumn Concert 2022

Thursday October 6th, 2022 19:00
Tokyo Metropolitan Theatre, Concert Hall

Conductor: OHYAMA, Heiichiro

交響曲第104番  ニ長調  『ロンドン』
Symphonie Nr.104 D-Dur Hob.I:104 Haydn 

ハイドン

R. Strauss
R.シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」作品 20

Don Juan, Op. 20

Brahms
ブラームス 交響曲第 3 番  へ長調  作品 90

 Symphonie Nr.3 F-Dur Op. 90

休憩
 «Pause»

■お客様アンケートのお願い
本日は演奏会にご来場いただき、誠にありがとうございます。
今後もより良い演奏会を行うため、下記の URL または右のQRコードから
アンケートへのご協力をお願い申し上げます。

https://forms.gle/SzgMsKZMc1pvjJeo9
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総長挨拶

本日は、早稲田大学交響楽団秋季演奏会にご来場いただき誠にありがとうござい
ます。この度の演奏会の開催にあたり、ご支援・ご協力いただいた全ての方々に、
大学を代表して心より御礼申し上げます。 

ワセオケの愛称で親しまれている早稲田大学交響楽団は、1913年に創立された早
稲田大学の学部生約 250名から構成される大学公認の学生オーケストラです。入学
式や卒業式といった大学の公式行事にとどまらず、学外からの依頼演奏も引き受け
るなど、幅広く活躍しています。 

また、早稲田大学交響楽団は 1978年の第 5回青少年オーケストラ大会 (通称カ
ラヤン・コンクール )での優勝を契機として、15回におよぶ海外演奏旅行を行って
おり、"ワセダ・シンフォニー・オーケストラ "として国境を超えて高い評価を受け
ています。2017年度末に行われた「ヨーロッパツアー 2018」においては、ドイツ・オー
ストリアの計 12都市を巡り、各地で堂々たる演奏を披露しました。早稲田文化の
担い手であるワセオケが、今後も世界中で幅広い活動を積極的に展開し、その名声
を世界に轟かせてくれるものと大いに期待しています。
さて、本日は早稲田大学交響楽団にとって、春季演奏会に続く、本年度二回目の

主催演奏会になります。昨年度に引き続き本年度も新型コロナウイルス感染症の影
響で、活動は大きく制約を受けております。このような状況においても、団員諸君
は、ワセオケの歴史と伝統を引き継ぎ、さらに発展させるべく、工夫を凝らして練
習に励んで参りました。その成果が、本日の公演で披露されるものと思います。ご
来場の皆様には、心ゆくまでご堪能いただき、今後とも早稲田大学交響楽団および
早稲田大学に温かなご支援を賜りますようお願い申し上げます。

早稲田大学総長　田中 愛治
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G

reetings

会長挨拶

本日は早稲田大学交響楽団秋季演奏会に足をお運びいただきありがとうございます。楽団を代

表して御礼申し上げます。

この演奏会では、およそ 2年 8か月ぶりに、すべての座席にお客様をお迎えできることになり

ました。新型コロナウィルス感染症のまん延に伴い 2020年 3月の第 206回定期演奏会を中止して

以来、演奏会の中止や無観客での開催が半年ほど続きました。その後、お客様の前で演奏できる

状態になったものの、入場人数の制限を設ける状況が続きました。本日ここに、制限なくお座り

いただける演奏会を主催できますこと、団員一同ともども大変うれしく思っております。

本日の前半にお送りする 2曲では、「対比」を感じていただけると思います。1曲目となるハイド

ン/交響曲第 104番 ニ長調 「ロンドン」と、2曲目のR. シュトラウス/交響詩「ドン・ファン」作品 20は、

作曲された時期が約 100年離れています。また、演奏者も、それぞれ下級生中心、上級生中心となっ

ています。オーケストラとしてのフレッシュさと熟練さの対比とともに、クラシック音楽発展の

歴史もご堪能いただけることと存じます。

後半にお送りするブラームス /交響曲第 3番 へ長調は、言わずと知れた、特に木管楽器のアンサ

ンブルの美しい名曲です。管楽器を演奏するためにはマスクを外さざるを得ないため、コロナ禍

における活動の制限の厳しい状態が続きましたが、制限の緩和とともにしっかりとした合奏の練

習ができるようになりました。練習の成果が現れた演奏をお楽しみください。

当演奏会の指揮は大山平一郎氏にお願いしました。海外で活躍する日本人オーケストラ演奏家

の先駆けとしてご活躍の後、近年では、指揮者として後進の指導にも力を入れられています。同

氏が大阪シンフォニカ―（現大阪交響楽団）のミュージック・アドヴァイザー兼首席指揮者だった

時期に正指揮者を務めていた寺岡清高氏（当楽団ミュージック・アドヴァイザー）の紹介によって

本日の共演が実現しました。

先月には約 3年ぶりの合宿を実施することも出来、徐々に元の活動を取り戻しつつあります。

一方、演奏会にご来場いただける人数の制約が続いたことなどもあり、財政的には厳しい状態です。

来年 3月には楽団創設 110周年となる大阪特別公演も控えておりますので、皆様の引き続きのあ

たたかいご支援をお願いいたします。

あらためて、本日のご来場ありがとうございます。

早稲田大学交響楽団 会長　大鹿 智基
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2022年度楽団員代表挨拶

早稲田大学交響楽団 2022 年度楽団員代表 髙橋 柚香

本日は早稲田大学交響楽団秋季演奏会にご来場いただき、誠にありがとうございます。今年度

楽団員代表を務めております、ヴァイオリンパート 4年の髙橋柚香と申します。

1913年の創団以来、当楽団は「オーケストラとして常により良い音楽を求めていく」という理念

に基づき活動してまいりました。創立 110年目となる今年度は、現在まで引き継がれてきた様式

感などといった伝統を大切にしつつも、課題である主体的な音楽作りに真摯に取り組み自発的な

表現力を磨いていけるよう努力し、お客様とコロナ禍の今だからこそ音楽の素晴らしさや感動を

分かち合えるようなオーケストラとなるため日々研鑽しております。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、思うような活動ができなくなってから早くも 2

年が経過しました。当たり前だと思っていた制約のない練習活動や有観客での演奏会開催の特別

さ、素晴らしさに気付かされた 2年間でした。悔しさや悲しさもたくさん経験した分、一回一回

の練習・演奏会において仲間と演奏ができる楽しさ、お客様に音楽を届けることができる喜びは、

より一層大切に感じることができているように思います。

今夏は 3年ぶりの全体合宿を開催することができました。ウィズコロナ時代に沿った活動形式

を模索しながら、多彩な団員の貴重な 4年間を最大限充実したものにできるよう挑戦の心を忘れ

ず、向上心を持って日々の活動や練習に取り組んでまいります。

さて、今年度 2回目の主催演奏会となる本演奏会では、「交響曲の父」であり古典派を代表する

ハイドン、後期ロマン派を代表するリヒャルト・シュトラウス、ブラームスのマスターピースに

挑みます。ドイツ音楽の真髄に少しでも迫れるよう、団員一同多くを学び、準備してまいりました。

メインに据えておりますブラームスの交響曲第 3番は、短いながらも非常に洗練された"音楽のた

めの音楽"となっています。冒頭から登場する 3つの音で構成された動機は、「自由に、希望をもっ

た音」でお届けします。艶やかながら輝かしい生気に満ちたハーモニーで、晩夏から秋の麗かさを

存分に感じていただけますと幸いです。指揮には当楽団初共演である大山平一郎先生をお迎えい

たします。

この度も多くの方々のあたたかなご支援により、本演奏会を開催することができました。団員

一同、心より感謝申し上げます。今後とも当楽団の活動にご理解とご協力を賜りますよう、お願

い申し上げます。
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早稲田大学交響楽団
Waseda Symphony Orchestra Tokyo

《当楽団について》
早稲田大学交響楽団は、「ワセオケ」の愛称で親しまれる早稲田大学公認オーケストラです。学内のオー

ケストラでは唯一、同大学の学部生のみで構成され、団員数は約 250人に上ります。2013年には楽団創立
100周年を迎え、全 5回にわたって「早稲田大学交響楽団創立 100周年記念演奏会」を実施いたしました。
年間 4～ 5回の主催公演や大学公式行事・文化事業における演奏、外部からの依頼演奏などを行っており、
その幅広い活動は各種メディアでも取り上げられております。
当楽団の海外公演事業の契機となった 1978年の第 5回国際青少年オーケストラ大会（通称カラヤン・コ
ンクール）での優勝以来、故ヘルベルト・フォン・カラヤン氏には様々な形で当楽団にお力添えを賜りまし
た。1979年に早稲田大学より名誉博士号を贈呈した際には、大隈講堂において R.シュトラウス / 交響詩「ティ
ル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」の公開リハーサルで指揮をしていただきました。
また、指揮者では故ジュゼッペ・シノーポリ、サイモン・ラトル、小澤征爾、故ズデニェク・コシュラー、

レナード・スラトキン、故岩城宏之、大友直人、高関健、山下一史、曽我大介、寺岡清高各氏、指導者・共
演者としてはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団や NHK交響楽団の団員を中心に、多くの方々をお迎え
しています。

《初演実績》《初演実績》
1927 年 モーツァルト / 交響曲第 35 番「ハフナー」日本初演1927 年 モーツァルト / 交響曲第 35 番「ハフナー」日本初演
1975 年 ショスタコーヴィチ / 交響曲第 13 番「バービィ・ヤール」日本初演1975 年 ショスタコーヴィチ / 交響曲第 13 番「バービィ・ヤール」日本初演
1982 年 マーラー / 交響曲第 8 番「千人の交響曲」アマチュア世界初演1982 年 マーラー / 交響曲第 8 番「千人の交響曲」アマチュア世界初演
1982 年 武満徹 / オーケストラのための〈1982 年 武満徹 / オーケストラのための〈星星

スター・アイルスター・アイル

・島・島〉世界初演〉世界初演
1987 年 メシアン / トゥーランガリラ交響曲 アマチュア世界初演1987 年 メシアン / トゥーランガリラ交響曲 アマチュア世界初演
2000 年 三枝成彰 / 太鼓協奏曲「太鼓について」世界初演2000 年 三枝成彰 / 太鼓協奏曲「太鼓について」世界初演

シュテファン・ドール氏（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席ホルン奏者）
2011年11月 R.シュトラウス / ホルン協奏曲第1番、2016年2月 モーツァルト / ホルン協奏曲第3番 にて共演。

ミクローシュ・ペレーニ氏（チェロ奏者・リスト音楽院教授）
2013年 3月 R.シュトラウス / 交響詩「ドン・キホーテ」、2015年 12月 ドヴォルザーク / チェロ協奏曲
にて共演。

林 英哲氏＆英哲風雲の会 （太鼓奏者）
第 14回海外公演「ヨーロッパツアー 2015」、第 15回海外公演「ヨーロッパツアー 2018」において、石井
眞木 / 日本太鼓とオーケストラのための「モノプリズム」にて共演。

サイモン・ラトル氏 （元ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者・芸術監督）
2013年 11月 ブルックナー / 交響曲第 7番をご指導いただく。

《近年の共演者》
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指揮 ： 大山 平一郎

京都生まれ。東儀祐二教授にヴァイオリンを師事。後に桐朋学園で、江藤俊哉、鷲見三郎、
斎藤秀雄各教授に師事。1968年、英国に渡り、ニーマン、プリース、ダート各教授に学び
ギルドホール音楽演劇学校を卒業。1970年には米国インディアナ大学でプリムローズ、リッ
チ、ギンゴールド、シュタルケル、プレスラー各教授に師事。インディアナ大学コンクー
ルではヴァイオリン、ヴィオラ両部門で同時優勝を果たした。1972年、マルボロ音楽祭にヴィ
オリストとして参加後、数多くの国際音楽祭に招待された。

 1973年、カリフォルニア大学助教授に就任、翌年ニューヨーク国際ヤング・コンサート・
アーティスト賞を受賞。1979年にカルロ・マリア・ジュリーニの率いるロサンジェルス・フィ
ルハーモニックの首席ヴィオラ奏者に任命された後、指揮の勉強を始める。1986年ラホイ
ヤ室内楽音楽祭の芸術監督に就任。同年、ロサンジェルス・フィルハーモニックを指揮、
翌年アンドレ・プレヴィンに、同楽団の副指揮者に任命される。

1992年にはサンタフェ室内音楽祭の芸術監督に、また 1993年にはニューヨーク州のカユ
ガ室内オーケストラの指揮者兼音楽監督に就任。1973年から 2003年までカリフォルニア大
学教授、1982年から 2017年までサンタバーバラ室内管弦楽団音楽監督を務める。1999年か
ら 5年間、九州交響楽団の常任指揮者、2004年から 2008年まで大阪シンフォニカー交響楽
団(現大阪交響楽団)ミュージック・アドヴァイザー及び首席指揮者、2007年から 2009年ま
でながさき音楽祭音楽監督を歴任。
現在、一般社団法人Music Dialogue芸術監督。Chanel Pygmalion Days室内楽シリーズ芸術

監督。米国ロベロ劇場室内楽プロジェクト芸術監督。
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Conductor / Program

 notes

曲目解説

この曲は、交響曲の父、弦楽四重奏の父とも呼ばれるオー
ストリアの作曲家、ハイドンが作曲した。ハイドンはクラシッ
ク音楽の重要な部分である交響曲を数多く作曲しており、4楽
章形式の交響曲の基礎を作った非常に重要な作曲家である。
作曲した交響曲の数は 104にものぼり、この曲はそのうちの
最後の交響曲である。この 104番は、ハイドンがロンドンに
訪れた時に作曲したロンドンセット、ロンドン交響曲と呼ば
れる 12曲の交響曲のひとつであり、特別に由来がある訳では無いが、その中でも
特にこの 104番が代表してロンドンと呼ばれることが多い。ハイドンの作曲した中
で最後の交響曲であり、その集大成ともいえる曲でもあるため、それまでの交響曲
と比べてより大きな編成、より多くの技巧を凝らした作品となっている。

第 1 楽章　adagio- allegro

第 1楽章は、序奏付きのソナタ形式となっており、冒頭はニ短調の重々しいユニ
ゾンから始まる。提示部に入ると一転してニ長調に転調し、弦楽器による軽快なリ
ズムと共に曲は進む。第一主題をもとに展開部、再現部と進み、最後はニ長調のコー
ダで終わる。

第 2 楽章　andante

第 2楽章では冒頭のト長調の主題が弦楽器と木管楽器を中心に繰り返されたあ
と、変奏曲の形で続き、フルートのソロを経て最後の変奏に向かい、最後はコーダ
で終わる。

第 3 楽章　allegro

第 3楽章冒頭は宮廷舞踊のリズムの一つである 3拍子のメヌエットの形をとって
おり、途中でトリオを挟んで再び冒頭と同じメロディに戻る 3部形式となっている。

第 4 楽章　spiritoso

第 4楽章は、ソナタ形式で、テンポの早い 2拍子で進む。軽快なリズムで進み、
最後に再びコーダ部分で冒頭と同じ主題が現れ、そのまま終結する。

ハイドン（1732-1809）

交響曲第 104 番  ニ長調  『ロンドン』

（Vc.3 御園真大）
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「ドン・ファン」Op.20は、17世紀のスペインの伝説の人物
であるドン・ファンの伝説から作られた叙事詩「ドン・ファン」
に基づいて、リヒャルト・シュトラウスが 1888年に作曲した
交響詩である。生涯で 7曲の交響詩を作成したシュトラウスに
とって、本作品は「マクベス」Op.23に次いで作曲された 2作
目の交響詩で、彼の出世作の一つであるといえる。 
まず、この交響詩という曲の形態について、古典派以前にお

いて、音楽、特に交響曲に表題がつくことは少なく、音楽はそれ自体で完結する、
という考えが主流だった。それが 19世紀のベルリオーズの「幻想交響曲」を皮切り
に、ある物語を音楽で描写する、という交響曲の新たな様式が確立されることにな
る。そしてその少し後には、リストが物語のみならず詩や絵画などといったあらゆ
る芸術を音楽で表現することを試みて、「レ・プレリュード」などに代表される新
たな形態、交響詩を創り上げた。リストに続いてシベリウスの「フィンランディア」、
レスピーギのローマ三部作などが発展に寄与したこの交響詩という分野は、色彩豊
かなオーケストレーション、そして楽器の持ち味を活かした描写が特徴のリヒャル
ト・シュトラウスの登場により、一つの到達点に辿り着いたと言えよう。 
そもそもドン・ファン伝説とは、スペインの好色家で放蕩者のドン・ファンにつ

いて描かれた伝説のことで、モーツァルトが作曲したかの有名なオペラ「ドン・ジョ
ヴァンニ」の題材となっているのもこのドン・ファン伝説である。ドン・ファン伝
説のあらすじは大まかに以下の通りである。
スペインの好色家の貴族であるドン・ファンは、貴族ドン・フェルナンドの娘を

誘惑すると、それを父親に見られてしまい、彼を殺してしまう。後にドン・フェル
ナンドの墓の前を通った時に、悪ふざけのつもりで彼を宴会に招待すると、彼の石
像の幽霊が宴会に現れ、大混乱に包まれたところで石像がドン・ファンを地獄に引
きずり入れる。
伝説であるだけにこのあらすじにも様々なものがあるが、概して、非人道的で放

蕩青年であるドン・ファンの罰当たりな言動の数々が描かれ、それが彼の神罰的な
死に繋がる、という大筋がドン・ファン伝説である。
本作品はこれらの伝説を元にしたレーナウの叙事詩の表現が随所に登場し、ドン・

ファンの半生がありありと描かれている。
（Vc.2 小守林英希）

R.シュトラウス（1864-1949）

交響詩「ドン・ファン」作品 20
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交響曲第 3番は 1883年、ブラームスが 50歳の円熟期に書
かれた作品である。彼の他の交響曲と比べて規模も小さく少し
地味でとっつきにくい、そんなイメージを持たれることもしば
しばある本曲だが、実はブラームスの音楽のなかでも特に完成
度の高い作品なのだ。大衆受けや革新的な技法に走らず、絶対
音楽＝「特定の標題を持たない音楽のための音楽」を実直に突き
詰めた、彼の一つの到達点と言える作品である。
特定の標題を持たないこの音楽は当時から様々な解釈がなされており、近年でも

多くの研究者の関心の的となっている。例えばブラームスの親友でヴァイオリニス
トのヨーゼフ・ヨアヒムは終楽章の第２主題について、ギリシャ神話のへーローと
レアンドロスの物語を象徴しているのではないかと評している。また、彼の伝記作
家で詩人・歴史家でもあったマックス・カルベックは、ブラームスが中断していた
ゲーテの「ファウスト」の付随音楽が、第 2-3楽章の起源ではないかとも推測して
いる。ウィーンでの初演を指揮したハンス・リヒターは本曲をベートーヴェンの第
3交響曲になぞらえて「ブラームスの英雄交響曲」と呼び、北欧的で男性的な健全
さや強固さ、雄大さや重厚さといったものを重視していた。（しかしベートーヴェ
ンの英雄のイメージとは根本的に異なることからこの解釈は不適切とされることが
多い。）
一方で、絶対音楽とは対照的で革新的な標題音楽を標榜するワーグナー派に属し

ていた歌曲作曲家フーゴー・ヴォルフは、「まったくの出来損ない。シューマンや
メンデルスゾーンの亜流でしかない。」という評価をしている。極めて悪意に満ち
た批評であることは言うまでもないが、当時のブラームス派（絶対音楽）とワーグ
ナー派（標題音楽）の対立に拍車をかけるほどの「ザ・絶対音楽」とも言える作品で
あったことが伺える。
さらに、この交響曲にはブラームスの一人の女性との出会いが影響しているとも

言われている。彼はこの曲を作曲した 1883 年にウィースバーデンで休暇を過ごし
ていた。そこで出会ったのが、歌手を志望していたヘルミーネ・シューピスという
女性だ。当時 16歳、ブラームスの 34歳年下であったが、彼はシューピスに強い
恋愛感情を抱いた。その親しげな交際ぶりから、友人たちの間で二人は結婚するの
ではないかと噂されたほどだ。交響曲第 3番全体を支配する独特の憂愁感や感傷
性は、シューピスとの親密な心の交流が繁栄されているのかもしれない。

ブラームス（1833-1897）

交響曲第 3 番  へ長調  作品 90
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第 1 楽章
ソナタ形式でまとめられている。曲全体を支配する「ファ -ラ♭-ファ」の動機が

冒頭から登場し、第 1楽章だけで 60回現れる。ベートーヴェンの第 5番では有名
な「ダダダダーン」の動機が第 1楽章で最初から最後までしつこく繰り返され変化
しながら全楽章で登場するが、この手法と同じであり、ベートーヴェンへのオマー
ジュとも言われている。ベートーヴェンとは異なりやや控えめで哀愁ある動機には
ブラームスの個性が垣間見える。長調と短調の間を揺れ動くように曲は進行し、独
特で複雑なブラームスらしい音楽に仕上がっている。

第 2 楽章
アンダンテ三部形式（変形したソナタ形式とされることもある）による型通りの

緩徐楽章で、第 1楽章とは対照的に穏やかな雰囲気だ。ここでも第 1楽章で提示
された基本動機がたびたび登場している。

第 3 楽章
もっとも有名な楽なく、三部形式のアレグレットで書いているのが特徴的だ。ブ

ラームス自らの感情を吐露したようなロマンティックな楽章だ。

第 4 楽章
堂々とした堅固な構成のソナタ形式で書かれている。ユニゾンで開始される点は、

第 2番とも共通している。ややものものしい雰囲気を持った第 1主題に対して第 2
主題はト長調の明るく悠然としたものだ。曲はその後激しく劇的に展開されるが、
明るいヘ長調に転じ、静かに消え入るだけではない、独特の印象を残しながら曲は
締めくくられる。

（Vn.3 森雄一朗）
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Wikimedia Commons

《画像出典》

交響曲第 104 番  ニ長調  『ロンドン』
「作曲家別名曲解説ライブラリー　ハイドン」　音楽之友社　2009年

交響詩「ドン・ファン」作品 20

「標準音楽事典」　浅香淳編　音楽之友社　1966年

交響曲第 3 番  へ長調  作品 90

「ブラームス ４つの交響曲」　ウォルター・フリッシュ：著　天崎浩二：訳　1999年
「ブラームスの音符たち」　池辺晋一郎　音楽之友社　2021 年
「ヨハネス・ブラームスー生涯、作品とその真髄－」　音楽之友社　2021 年
「作曲家 人と作品シリーズ　ブラームス」　西原稔　音楽之友社　2006 年
「作曲家別名曲解説ライブラリー　ブラームス」　音楽之友社　1993 年
「ブラームス　交響曲第3番ヘ長調作品90」付属解説　西原稔　音楽之友社　2005 年
「ブラームス」　吉田秀和　河出文庫　2019年
「フェミニン・エンディング？ブラームス交響曲第3番のディミヌエンド・エピローグ―
をめぐって 」（岩手大学教育学部研究年報 第― 67巻より）　木村直弘　2007 年
Naxos Music Library, Brahms: Symphony No. 3 - Haydn Variations 付属解説　Robert Pascall 

（https://www.naxos.com/MainSite/BlurbsReviews/?itemcode=8.557430&catnum=55430&filetype=

AboutThisRecording&language=English）

《参考文献》
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　日頃より早稲田大学交響楽団へ並々ならぬご厚情を賜りまして、誠にありがとうござい
ます。
　本年で創立 110年目を迎えた当楽団は、多くの方のご支援を得て活動を行い、オーケス
トラとして様々な経験を積み重ねて参りました。団員一同、この歴史あるオーケストラの
一員として音楽を奏でることが出来る幸せを噛み締め、これを将来へと末永く繋いでいく
と共に、より良いものにしていけるよう、懸命に活動に取り組んでおります。しかし、日々
の活動の金銭的負担は小さくはありません。出来る限りのコスト削減に努めておりますが、
全ての費用を団員のみで負担することは厳しい状況です。週に3回の練習において、他サー
クルとの兼ね合い等から大学施設を借りることが出来ず、多くの練習において学外の練習
施設を借り、その都度トラックを借りて楽器の運搬をしている状況です。その他にも、楽
器の購入やメンテナンスの費用、資産を保管する事務所の借用など、団の運営に様々な費
用が必要不可欠となっており、財政面に不安を抱えているのが事実でございます。
　当楽団は、これからも一つ一つの演奏会において数多くの方々に私達の紡いできた音楽
をお聴きいただき、これまでご支持を頂いてきた歴史と伝統に新たなページを加えたいと
願っております。また同時に、新たな試みにも果敢に挑んでいく所存でございます。その
ためには皆様方のご協力が大変大きな力となります。厚かましいお願いとは存じますが、
以下の通り当楽団の活動にご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

早稲田大学交響楽団
2022年度楽団員代表　髙橋 柚香

〈寄付金募集要項〉
当楽団への寄付金は、早稲田大学学生部学生生活課を通して受け付けております。

※一口 5,000円以上のご寄付をお願いしております。但し、任意の金額でのご寄付も可能
でございます。

早稲田大学交響楽団へのご支援のお願い

名称 目的

交響楽団

通常活動費用（楽器の購入・メンテナンス費用、練習会場費、楽器運

搬費等）の調達、感染症対策費用（アルコール・非接触型体温計）、

配信費用
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Ⅰ . お申し込みの流れ
① 法人様・団体様の場合
寄付申込書類をお送りいたしますので、寄付ウェブサイト「お問い合わせ・資料請求フォーム」

（https://kifu-form.waseda.jp/wasedact/view/entry/entryEdit.html）、もしくは以下のお問い合わせ先

までご連絡ください。

② 個人様の場合
〈「振込用紙」でのお申込み〉
「交響楽団寄付専用振込用紙」をお使いいただき、銀行もしくは郵便局からお振込みください。

※なお、「交響楽団寄付専用振込用紙」は、学生部学生生活課、交響楽団演奏会会場（寄付

金受付）にて取り扱っております。

〈インターネットでのお申込みの場合（クレジットカード・インターネットバンキング）〉　
早稲田大学の寄付ウェブサイトからお申込みいただけます。詳細は以下の

URLまたはQRコードからご参照ください。

URL: http://kifu.waseda.jp/contribution/student/extracurricular/ …………

クレジットカード決済では毎月、毎年度継続的なご支援のお申込みも受け付けております。

また、スマートフォンからもお申込みが可能です。詳細は、以下のURLまたは

QRコードより、交響楽団HPをご覧ください。

URL: http://www.wso-tokyo.jp/contribution/application  …………………

Ⅱ . 寄付金に対する税制上の優遇措置
寄付にご協力いただいた方には、税制上の優遇措置がございます。

詳細は、「税制上の優遇措置」（http://kifu.waseda.jp/privilege/exemption/）をご参照ください。

Ⅲ . ご顕彰　　　　
早稲田大学よりご芳名を「早稲田学報別冊」ならびに本学広報紙上に掲載させていただきま

す。（匿名でも承っております。）詳細は本学寄付サイト「寄付者への礼遇」（https://kifu.waseda.

jp/privilege/）にてお確かめ下さい。

当楽団でも演奏会パンフレット上にてご芳名を掲載させていただきます。

Ⅳ . お問い合わせ先
ご寄付に関しまして、ご相談等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

早稲田大学 学生部学生生活課
〒 162-8644 東京都新宿区戸山 1-24-1 　TEL 03-3203-4341　FAX 03-3202-2836

URL: http://www.waseda.jp/student/contact.html



1.コンサート会員プラス 【年会費 5,000円】
ご入会より 1年間、主催公演チケットをご本人様のみ全て無料でお申込みいただけます。

2.コンサート会員ノーマル 【年会費 500円】

ご入会より 1年間、主催公演チケットをご本人様に限り何枚でも 500円割引いたします。

〈コンサート会員プラス・ノーマル共通特典〉

◆主催公演チケット発売の時期に合わせて、ご案内のはがきや演奏会   

  の曲目解説などを掲載した演奏会情報誌をお送りいたします。
◆主催公演チケットを一般のお客様に先駆けて発売いたします。

3.メール会員 【年会費無料】
当楽団の公演情報をメールにてお送りいたします。

下記のお問い合わせ先または HPよりご入会を承っております。

◆お問い合わせ 早稲田大学交響楽団事務所  受付時間 10:30～ 17:00 (日曜・祝日を除く )

〒162-0051東京都新宿区西早稲田 2-1-17酒井ビル B1

Tel. 03-3204-3585  Fax.03-5539-4334

E-mail  information.wso@gmail.com

https://www.wso-tokyo.jp/

※現在電話対応はしておりません

当楽団では、「コンサート会員」へのご入会を随時承っております。
ご入会された方には、会員様限定のお得な割引・サービスを提供しております。

～音楽をもっと身近に、音楽をワセオケと一緒に愉しむ～
コンサート会員制度のご案内

コンサート会員プラスまたはコンサート会員ノーマルにご入会
いただくと上記に加え以下の特典がございます。

Concert
Information

早稲田大学交響楽団

Concert Information Vol. 44

Concert
Information

Concert
Information

ConcertConcertConcertConcert
InformationInformationInformation

Concert
Information

ConcertConcert
Information

ConcertConcert
Information

Concert
InformationInformation

早稲田大学交響楽団
楽　団　員 代　表楽団員代表あいさつ 藤井 琳子

※このご案内は、すでにチケットをご購入されている方にもお送りしております。あらかじめご了承ください。

　寒さ厳しき折、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より早稲田大学交響楽団にご支援を賜り、
」会奏演期定回891第「、はで号本。すまげ上し申礼御く厚てしましたい表代を員団楽。すまいざごうとがりあに誠

および「第 199 回定期演奏会」のご案内をさせていただきます。
3 月 16 日 ( 水 ) には、第 198 回定期演奏会を東京芸術劇場 コンサートホールにて行います。本公演では、モーツァ

ルトの交響曲第 36 番「リンツ」、カバレフスキーの組曲「道化師」、ブラームスの交響曲第 1 番を演奏いたします。
ブラームスの交響曲第 1 番はドイツ・ロマン派の最高峰の曲の一つに数えられます。日頃からドイツ音楽に取り
組む当楽団の「ブラ 1」を是非お愉しみいただければと思います。
　また 3 月 23 日 ( 水 ) には、サントリーホール 大ホールにて第 199 回定期演奏会を行います。今年度の集大成と
しての本公演では、ワーグナーの歌劇「タンホイザー」序曲、歌劇「ローエングリン」より抜粋、楽劇「神々の黄
昏」より抜粋をお届けします。有終の美を飾るにふさわしい演奏をご披露できるよう、より一層練習に励んでま
いりますので、皆様お誘いあわせの上、ぜひご来聴くださいませ。
　さて、この度、2015 年 3 月 8 日 ( 日 ) にフィルハーモニー ( ベルリン ) で行われた、早稲田大学交響楽団 第 14
回海外公演「ヨーロッパツアー 2015」ベルリン公演のライブ盤 CD が、ユニバーサル・ミュージック合同会社よ
り発売されることとなりました。コンサート会員様に向けて、ご予約特典もご用意いたしましたので、詳しくは
裏面をご覧ください。
　早稲田大学交響楽団は今後もより良い音楽をお聴かせできるよう、楽団員一同全力を尽くして練習に励む所存
です。コンサート会員の皆様には、引き続きあたたかなご支援を頂戴できれば幸いでございます。
　末筆ながら、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

演奏会情報誌
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2月10日(金)
Fresh Concert 2023

たましんRISURU 大ホール

3月11日(土)
早稲田大学交響楽団110周年記念

 大阪特別公演
ザ・シンフォニーホールザ・シンフォニーホール

3月17日(金)
第212回定期演奏会

サントリーホール 大ホール
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