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                    バリトンバリトンバリトンバリトン・リサイタル・リサイタル・リサイタル・リサイタル    

ピアノ 高田恵子 

                      

 

2016年 

6月 30日（木） 

午後７時開演 

あわぎんホール 
（郷土文化会館） 

                                   

《《《《プログラムプログラムプログラムプログラム》》》》 

荒城の月        瀧廉太郎     魔王           シューベルト 

浜辺の歌        成田為三     音楽に寄す        シューベルト 

かやの木山の      山田耕筰     献呈           シューマン 

からたちの花２     山田耕筰     『魔笛』」より       モーツァルト 

悲しくなったときは   中田喜直       おいらは鳥刺し      

ほしとたんぽぽ     中田喜直     『フィガロの結婚』より  モーツァルト 

あんこまパン      伊藤康英       もう飛ぶまいぞこの蝶々      

チョコマ茶漬け     加藤昌則     『カルメン』より     ビゼー 

鷗           木下牧子       闘牛士の歌        

  うたうたう       信長貴富     小さな空         武満徹 

                                                   

 

市民コンサート徳島 �（088）652-4874   FAX652-3251 

                 http://concert-tokusima.comまたは市民コンサート徳島で検索 

                 770-0831 徳島市寺島本町西二丁目  竹内ビル 3F（郷土文化会館向い） 
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≪≪≪≪≪≪≪≪    曲曲曲曲    目目目目    解解解解    説説説説    ≫≫≫≫≫≫≫≫    

荒城の月荒城の月荒城の月荒城の月    ／／／／    滝廉滝廉滝廉滝廉    太郎太郎太郎太郎    
    

    土井晩翠が、故郷仙台の青葉城の印象と若い頃に訪れた、会津若松の鶴が城跡の面影を偲びつつ作った詩に、滝

廉太郎が作曲し、哀愁のこもった美しい歌。荒廃した古城と月の取り合わせがよく、悠久な自然に対して、あまり

にも儚い人生の詠嘆がうたわれています。 

    
浜辺の歌浜辺の歌浜辺の歌浜辺の歌    ／／／／    成田成田成田成田    為三為三為三為三    

 

林古渓が幼い頃、湘南海岸を歩いた折の追憶を書いた詞に成田為三が作曲した、流れるような旋律の美しい曲。 

    
かやの木山のかやの木山のかやの木山のかやの木山の    ／／／／    山田山田山田山田    耕筰耕筰耕筰耕筰    

 

山田耕筰が、北原白秋と組んで創刊した雑誌『詩と音楽』に付けた一曲。冬の夜、囲炉裏端で子供を寝かしつけ

る子守歌。牧歌的な詩情が豊かな名曲。 

    
からたちの花からたちの花からたちの花からたちの花 2222    ／／／／    山田山田山田山田    耕筰耕筰耕筰耕筰    

『からたちの花 2』は、同じ詩に１９２５年に耕筰の付けた曲の方が圧倒的によく知られておりますが、こちら

の１９２７年作曲のものも、もともと「童謡百曲集」と同じ経緯で作曲されたからでしょうか、１９２５年版にな

い楚々としたシンプルさが好まれて、しばしば歌われます。    

    
悲しくなった時は悲しくなった時は悲しくなった時は悲しくなった時は    ／／／／    中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直        

1964 年度芸術祭参加作品として、朝日放送から委託された作品。詩は、天才詩人であり劇作家の寺山修二によ

るもの。中田喜直の抒情的な歌曲の内で、究極に位置するといえる曲です。 

    
ほしとたんぽぽほしとたんぽぽほしとたんぽぽほしとたんぽぽ    ／／／／    中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直    

 

金子みすずの詩に中田喜直が作曲した童謡歌曲。 

    

あんこまパンあんこまパンあんこまパンあんこまパン    ／／／／    伊藤伊藤伊藤伊藤    康英康英康英康英    
 

3 楽章からなる歌曲。林望氏が書いた本『音の晩餐』の中にある「あんこまパン」という新発明サンドイッチの

レシピそのまま歌にしたものです。 

1 楽章  信じてくれないだろうなあ。 

2 楽章  [材料]。 

3 楽章  サンドイッチ用のパンに。 

 

チョコマ茶漬けチョコマ茶漬けチョコマ茶漬けチョコマ茶漬け    ／／／／    加藤加藤加藤加藤    昌則昌則昌則昌則    
 

作詞は宮本益光。「林望氏、伊藤康英氏の共作による『あんこまパン』の歌詞の中で『キューピーマヨネーズでな

ければなりません』というところがあり、『味の素』のそれでは、この料理の場合は良好でないということが語られ

ます。宮本氏とのリサイタルで、この曲を何度も取り上げているうちに『キューピーでなければならないのなら、

味の素じゃないといけないのも作らないと』ということで作ったのがこの作品。このきょくは、味の素のマヨネー

ズを使ったレシピの紹介です。」～加藤昌則氏のホームページより～。 ・序 ・材料 ・チョコマ茶漬けの 3 楽章 
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鷗鷗鷗鷗    ／／／／    木下木下木下木下    牧子牧子牧子牧子    
 

作詞は三好達治。初演は 2009 年 7 月に宮本益光のバリトン、加藤昌則のピアノで演奏されています。 

 

うたうたううたうたううたうたううたうたう    ／／／／    信長信長信長信長    貴富貴富貴富貴富    
 

作詞は宮本益光。二部合唱のための 6 つのソング「うたうたう」の中の 4 曲目。信長貴富は、1971 年生まれの

作曲家で、独学で作曲を学び主に合唱曲を多く作曲しています。親しみやすい商品から、無調的な作品まで幅広い

作風で知られています。 

 

魔王魔王魔王魔王    ／／／／    シューベルトシューベルトシューベルトシューベルト    
 

1815 年、シューベルト 18 歳の時作曲。歌詞はゲーテ作。シューベルトはゲーテの詩『魔王』を読み、一気に

書き上げました。曲は、通作形式で書かれていて、馬の疾走する様を描く不気味な三連音の前奏に始まり、この伴

奏の上に語り手、心は恐怖におののきながらも子を労わる父親、父親に抱かれその腕の中でわななく子、甘言をも

って子の魂を奪い去ろうとする魔王の 4 人の声を使い分けて劇的に歌われます。 

 

音楽に音楽に音楽に音楽に寄す寄す寄す寄す    ／／／／シューベルトシューベルトシューベルトシューベルト    
 

1817 年 3 月の作曲。歌詞はショーバーの作。 

ショーバーは、シューベルトの親友で、自分の家にシューベルトを呼んで共同生活を始め、経済的な援助も与えて

います。きはめて単純ながら感動のこもった作品で、音楽に対する純粋な感謝の念が、素朴に力強く歌われます。

歌も、伴奏も潔癖な表現を求められる清純な曲です。 

 

献呈献呈献呈献呈    ／／／／    シューマンシューマンシューマンシューマン    
 

歌曲集に「ミルテの花」作品 25 の中に収められた第 1 曲。この歌曲集はクララと熱烈な恋愛中に作曲されたも

ので、大部分は抒情的で、恋愛に関係のある歌からからなっています。第 1 曲「献呈」は、ドイツのロマン派詩人

リュッケルトの詩によるもので、恋人を慕い憧れる熱烈で真剣な曲です。生き生きとしたピアノ伴奏部は極めて印

象的で、それに乗る歌声は、心の想いを余すところなく伝えています。 

 

『魔笛』より～おいらは鳥刺し『魔笛』より～おいらは鳥刺し『魔笛』より～おいらは鳥刺し『魔笛』より～おいらは鳥刺し    ／／／／    モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    
 

モーツァルトがシカネーダーのドイツ語の台本に作曲した歌劇『魔笛』の第 1 幕で歌われるパパゲーノのアリア。

鳥がいっぱい詰まった大きな鳥籠背負ったパパゲーノは、パンの笛を吹きならしながら「わしは、鳥刺しでござる。

いつも愉快にハイサ、ホイップサーと陽気な民謡調の歌をうたいます。 

 

『フィガロの結婚』より～もう飛ぶまいぞこの蝶々『フィガロの結婚』より～もう飛ぶまいぞこの蝶々『フィガロの結婚』より～もう飛ぶまいぞこの蝶々『フィガロの結婚』より～もう飛ぶまいぞこの蝶々    ／／／／    モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    
 

モーツァルトがボーマルシェの喜劇に基づいたダ・ポンテの台本に作曲した歌劇『フィガロの結婚』の第 1 幕の

終わりに歌われる。軍隊生活を歌う行進曲風のアリア。日本でも「もう飛ぶまいぞこの蝶々」の歌詞で広く親しま

れています。 

 

『カルメン』より～闘牛士の歌『カルメン』より～闘牛士の歌『カルメン』より～闘牛士の歌『カルメン』より～闘牛士の歌    ／／／／    ビゼービゼービゼービゼー    
 

ビゼーの最大の傑作である歌劇『カルメン』の第 2 幕でうたわれる。 

闘牛士の勇ましい様子を歌った有名なエスカミーリョのアリア。 
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小さな空小さな空小さな空小さな空    ／／／／    武満武満武満武満    徹徹徹徹    
 

作詞も武満徹。武満は、映画音楽やドラマの音楽もたくさん残しています。「小さな空」は、ラジオドラマ

のために書かれた歌です。青空、夕暮れ空、夜空、それぞれ表情の違う空を見上げた時に、子供の頃の甘く切

ない思い出や懐かしさがこみ上げるような美しいシンプルなメロディが、印象的です。 

 

 

 

♣♧♣ 演奏家プロフィール ♣♧♣ 

 

宮本 益光 （みやもと ますみつ） 

    

東京藝術大学卒業、同大学院博士課程修了。東京二期会『ドン・ 

ジョヴァンニ』（宮本亜門演出）タイトルロールで一躍注目を集 

めて以後、数々のオペラ公演で活躍。「第九」や宗教曲などでも 

国内主要オーケストラと数多く共演。 

演奏のみならず作詞、訳詞、執筆、演出と多彩な才能を発揮し、 

創造性溢れるステージで常に聴衆を魅了している。 

CD「おやすみ」、「あしたのうた」、「碧のイタリア歌曲」を 

リリース。二期会会員 

  

 

 

高田 恵子 (たかだ けいこ) 

 

桐朋学園大学卒業、同大学研究科を修了。ピアノを浅間佳世子、

野平龍一椙守光恵、金澤希伊子、船津聡子、J.ルヴィエ、Y.イン

ジック各氏に、ピアノ及び歌曲伴奏法を星野明子氏に、室内楽を

藤井一興氏に師事。 

第 14 回日本モーツァルト音楽コンクール奨励賞。 

第８回チェコ音楽コンクール第２位。ピアノソロ、声

楽や器楽との共演他、オーケストラの鍵盤奏者として

も活躍。桐朋学園大学声楽部会の嘱託演奏員を務めた後、現在は期会オペラ研

修所、日本声楽家協会ピアニスト。
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バックステージバックステージバックステージバックステージ        ５月例会（三浦友理枝例会）の交流会から５月例会（三浦友理枝例会）の交流会から５月例会（三浦友理枝例会）の交流会から５月例会（三浦友理枝例会）の交流会から        

三浦友理枝さんの例会交流会は，参加人数は少なかったもの

の，それだけ親密で中身の濃いものになりました。 

当日の話から，いくつか拾ってみます。。。。    

    

三浦さん（以下三浦）：徳島には仕事で４，５回来ているので三浦さん（以下三浦）：徳島には仕事で４，５回来ているので三浦さん（以下三浦）：徳島には仕事で４，５回来ているので三浦さん（以下三浦）：徳島には仕事で４，５回来ているので

すが，それ以外に旅行で時々来てすが，それ以外に旅行で時々来てすが，それ以外に旅行で時々来てすが，それ以外に旅行で時々来ていますいますいますいます。かずら橋も鳴門の渦。かずら橋も鳴門の渦。かずら橋も鳴門の渦。かずら橋も鳴門の渦

潮も見たことがあります。かずら橋は一生に一度は行った方が潮も見たことがあります。かずら橋は一生に一度は行った方が潮も見たことがあります。かずら橋は一生に一度は行った方が潮も見たことがあります。かずら橋は一生に一度は行った方が

いいですよ。いいですよ。いいですよ。いいですよ。    

    

鎌田：演奏の間の曲のおしゃべりがお上手ですね。演奏の途

中で話をするのは難しくはないですか。 

三浦：学生の時は，必要がないのではと思っていたのですが，三浦：学生の時は，必要がないのではと思っていたのですが，三浦：学生の時は，必要がないのではと思っていたのですが，三浦：学生の時は，必要がないのではと思っていたのですが，

曲の説明をしてから演奏すると，ちょうどよい間となるように曲の説明をしてから演奏すると，ちょうどよい間となるように曲の説明をしてから演奏すると，ちょうどよい間となるように曲の説明をしてから演奏すると，ちょうどよい間となるように

思います。それに，お話をした方がお客さまの喜ばれるという思います。それに，お話をした方がお客さまの喜ばれるという思います。それに，お話をした方がお客さまの喜ばれるという思います。それに，お話をした方がお客さまの喜ばれるという

こともあります。こともあります。こともあります。こともあります。    

    

 鎌田：ラヴェルの『ラ・ヴァルス』をお聴きして，ラヴェル

の音楽の素晴らしさをあらためて感じました。 

三浦：ラヴェルの隙のない音楽が好きです。ラヴェルの晩年住んだ家を訪れたことがあるのですが，家の中三浦：ラヴェルの隙のない音楽が好きです。ラヴェルの晩年住んだ家を訪れたことがあるのですが，家の中三浦：ラヴェルの隙のない音楽が好きです。ラヴェルの晩年住んだ家を訪れたことがあるのですが，家の中三浦：ラヴェルの隙のない音楽が好きです。ラヴェルの晩年住んだ家を訪れたことがあるのですが，家の中

がきちんと整頓され，小物もきれいに置かれていがきちんと整頓され，小物もきれいに置かれていがきちんと整頓され，小物もきれいに置かれていがきちんと整頓され，小物もきれいに置かれていて，なるほどと思いましたて，なるほどと思いましたて，なるほどと思いましたて，なるほどと思いました。以前，ラヴェルの全曲演奏会。以前，ラヴェルの全曲演奏会。以前，ラヴェルの全曲演奏会。以前，ラヴェルの全曲演奏会もももも

行行行行ったことがあるのですったことがあるのですったことがあるのですったことがあるのです。ラヴェルのピアノ曲って，。ラヴェルのピアノ曲って，。ラヴェルのピアノ曲って，。ラヴェルのピアノ曲って，どれも素晴らしいのですが，どれも素晴らしいのですが，どれも素晴らしいのですが，どれも素晴らしいのですが，２時間の演奏会２回分で足２時間の演奏会２回分で足２時間の演奏会２回分で足２時間の演奏会２回分で足

りるほどしかないのですよ。りるほどしかないのですよ。りるほどしかないのですよ。りるほどしかないのですよ。    

    

鎌田：シマノフスキーの曲を初めて聴きましたが，面白いですね。 

三浦：実は全曲演奏三浦：実は全曲演奏三浦：実は全曲演奏三浦：実は全曲演奏ができればができればができればができればと思っているのです。シマノフスキーは，前期はショパンのようなきれいなと思っているのです。シマノフスキーは，前期はショパンのようなきれいなと思っているのです。シマノフスキーは，前期はショパンのようなきれいなと思っているのです。シマノフスキーは，前期はショパンのようなきれいな

曲，中期は神秘的な曲，後期はバル曲，中期は神秘的な曲，後期はバル曲，中期は神秘的な曲，後期はバル曲，中期は神秘的な曲，後期はバルトークのようにポーランドの農民の歌などを書いています。初めてトークのようにポーランドの農民の歌などを書いています。初めてトークのようにポーランドの農民の歌などを書いています。初めてトークのようにポーランドの農民の歌などを書いています。初めて『『『『仮面仮面仮面仮面』』』』

をををを聴いた時に，「何，これ」って衝撃を受けました。聴いた時に，「何，これ」って衝撃を受けました。聴いた時に，「何，これ」って衝撃を受けました。聴いた時に，「何，これ」って衝撃を受けました。    

    

    鎌田：子どもが音楽会に参加することについて，どう思われますか。 

 三浦：子どもは落ち着きがなく，ごそごそすると言われますが，ここという時の集中力はすごいです。学校三浦：子どもは落ち着きがなく，ごそごそすると言われますが，ここという時の集中力はすごいです。学校三浦：子どもは落ち着きがなく，ごそごそすると言われますが，ここという時の集中力はすごいです。学校三浦：子どもは落ち着きがなく，ごそごそすると言われますが，ここという時の集中力はすごいです。学校

の音楽の時間に義務的に音楽を聴かせるなどするから，「クラシックは面白くない」となるのです。子どもたちの音楽の時間に義務的に音楽を聴かせるなどするから，「クラシックは面白くない」となるのです。子どもたちの音楽の時間に義務的に音楽を聴かせるなどするから，「クラシックは面白くない」となるのです。子どもたちの音楽の時間に義務的に音楽を聴かせるなどするから，「クラシックは面白くない」となるのです。子どもたち

は直感で音楽の善し悪しを聴き分けます。「面白かった」ということになると，それからも音楽を聴きます。子は直感で音楽の善し悪しを聴き分けます。「面白かった」ということになると，それからも音楽を聴きます。子は直感で音楽の善し悪しを聴き分けます。「面白かった」ということになると，それからも音楽を聴きます。子は直感で音楽の善し悪しを聴き分けます。「面白かった」ということになると，それからも音楽を聴きます。子

どもたちを育てないと音楽どもたちを育てないと音楽どもたちを育てないと音楽どもたちを育てないと音楽界界界界のののの未来はありません。ですから，たくさんの子どもが音楽会に来るようにしない未来はありません。ですから，たくさんの子どもが音楽会に来るようにしない未来はありません。ですから，たくさんの子どもが音楽会に来るようにしない未来はありません。ですから，たくさんの子どもが音楽会に来るようにしない

といけないと思います。といけないと思います。といけないと思います。といけないと思います。    

    

    それから，「市民コンサート徳島」の例会に大勢の人が足を運ぶようにするのは，どうすればよいかという話

になりました。三浦さんも演奏者の立場から，貴重なアイデアをくださいました。これからの運営に役立てさ

せていただきます。三浦さんは，大変気さくで素敵な方でした。音楽についてだけでなく，充実した毎日を過

ごされている方だなとお見受けしました。次の例会が今から楽しみです。     （機関紙部 鎌田 憲二） 
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◉4・5 月例会のアンコール 

ドビュッシー ／ 亜麻色の髪の乙女（前奏曲集・第 1 巻より） 

シ ョ パ ン ／ 子犬のワルツ 

           

◉4・5 月例会の「三浦友理枝さん」のサイン色紙が当選された方 

   冨永冨永冨永冨永    裕子裕子裕子裕子（個人）、高尾高尾高尾高尾    優一郎優一郎優一郎優一郎（ぽこあぽこ）、伊川伊川伊川伊川    啓子啓子啓子啓子（ぽこあぽこ） ＜敬称省略＞ 

ご当選された皆様、おめでとうございます。次回例会の時、受付で忘れず貰って帰って下さいね。 

 

◉花束のご紹介 

    

 
4・5 月例会に花を添えて頂きました。 

 

（花 束）花菖蒲  スイトピー  大山レンゲ  ペンステモン 

（アレンジ）クレマチス  トキワウツギ  錦糸梅 

 

 

 

                      （提供：大崎訓子 様）     今回も素敵な花束を、 

有難うございました。 

                                      （下の写真は今回のアレンジ） 

 

毎例回の度に、花束を準備してくださる、大崎訓子（右上写真）さんをご紹介します。 

県西部にお住まいの大崎さんは、ご自宅の土地（以前は、田畑として使用）にお花畑として冬は、『スイセン』、

春は、『スイトピー』などを代表として、その他『バラ』『桜』『菊』『クレマチス』等々、四季折々絶え間ない

ほどのお花を植えられているそうですが、お話を聞いていてもっと驚いたことがあります。今回準備して下さ

った『花菖蒲』ですが、花の色、形、咲き方などを厳密に分けると 60 種類ほどあるということです。それら

をひっくるめて、花菖蒲と呼んでいますが、バラ、桜、菊はもちろんそのように分けるなら、1000 種類は超

えるということですから、いかに広大な土地にお花を咲かせているかが、うかがえますね。 

 その素敵な花々を使って花束を作るとき、どのようなことに気を付けていらっしゃるのか尋ねてみました。 

� 季節の花木を使って花束をつくる。    

� 舞台で華やかに見えるように作る。 

花束を作る方ならではの優しいお心使いですね。 

また、困るようなことがあるのはどのような時かとお尋ねしましたら、 

� 雨の時など運ぶのが大変。 

このようにお話ししてくださいましたが、例会に来られる時は、上記のように遠いところから来られるので、

公共交通機関をご利用されているとのこと、演奏家の多い時など、その上に天候が悪いと本当に大変だと思い

ます。 

それでも毎例回快く準備をして下さる大崎さん。私がまだ、大崎さんのお名前を存じ上

げなかった 10 年ほど前、あるところにご主人と仲睦まじくご一緒に来られて、ピアノを

弾いていらっしゃったお姿をお見かけしたことがありますが、本当にとても気さくで、温

かみの伝わってくる素敵な方です。次回はどのような花束を作って下さるのでしょうか？

感謝と期待の気持ちで心待ちにしたいものですね。いつも本当に、有難うございます。 
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◉花束を演奏者に、渡してくださった方の紹介 

  2・3 月例会、「堀米ゆず子/ヴァイオリン・リサイタル」で、大崎さんが作ってくださった花束を、会員で

ある小学生の素敵なお嬢さんお二人が、届けてくれました。お二人はご姉妹で岡久凛香さん、岡久涼葉（写

真）さんです。その時の感想をご紹介します。（お姉さんは、この時ご一緒でなく写真がありません。ごめんなさい） 

 

私は、ピアノのリュック・ドゥヴォスさんに、花束を渡しました、握手をして 

もらったときに、とても手が柔らかくて、大きくてびっくりしました。 

私もドゥヴォスさんのような素敵な演奏が出来るように、なりたいと思いました。            

（岡久涼葉） 

 

    私は、ヴァイオリンの堀米ゆず子さんに花束をお渡ししました。 

   少し緊張しましたが、堀米さんはとても優しい方でした。有名な方と握手までで 

    きて、とてもうれしかったです。また演奏を聴きたいです。   （岡久凛香） 

        

         ご姉妹は、沖野恵子（ぽこあぽこ）先生の門下生でピアノを学んでいるピアニストの卵です。 

          これからの活躍が期待されますね。ありがとうございました。 

 

◉6・7 月例会（宮本 益光/例会時）運営担当の皆さん 

スターダスト  救援会  東西  コスモス  

あさひ学園   さつき  希望  フラワー  1 丁目 7 番地   

個人会員でお名前（性）の頭文字が「サ」行、「タ」行の方、よろしくお願いします。 

◉会員のみなさんが、楽しめる音楽会のために 

無料の託児所をご用意しています。無料の託児所をご用意しています。無料の託児所をご用意しています。無料の託児所をご用意しています。    

例会会場には小学生未満の幼児は入場できません。 

託児ご希望の方は 6/23（木）までに事務局までご連絡ください。  ☎088-652-4874 

会場内のエチケット会場内のエチケット会場内のエチケット会場内のエチケット    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉市民コンサート徳島では、ホームページを開設しております。ご存知でしたか? 

http://concert-tokusima.comまたは市民コンサート徳島市民コンサート徳島市民コンサート徳島市民コンサート徳島で検索 

◉会費の納入は前納制です。 

  例会当日もロビーで前納受付をしておりますが、事務局に来られられない方は、下記の口座振り込みをご

利用ください。 

郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座    01690016900169001690----0000----41663416634166341663    ／／／／    市民コンサート徳島市民コンサート徳島市民コンサート徳島市民コンサート徳島    

◉事務所受付時間  

月・火・金曜日 12：30～17：00／木曜日 18：30～20：00／水・木（昼間）・土・日・祝日休み 

  

1

•携帯電話のスイッチは必ず切っておきましょう。
音だけでなく、液晶画面の光も気になります。

2

•演奏中の入場や座席の移動はできません。
遅れた時は、係員の指示に従ってください。

3

•会場内の撮影（携帯含む）・録音・喫煙は固く禁
じられています。

4
•演奏中の私語は絶対にやめましょう。

ホームページでのお問い合

わせも多くなっています。

また、地下駐車場のサービ

ス券もご利用下さい。 
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例会は、すべて郷土文化会館・大ホール 

           （あわぎんホール） 

6:306:306:306:30ｐｍｐｍｐｍｐｍ開場開場開場開場／／／／7:007:007:007:00ｐｍｐｍｐｍｐｍ開演開演開演開演    

    

≪≪≪≪8888・・・・9999 月例会月例会月例会月例会    606060608888 回≫回≫回≫回≫有森有森有森有森    博博博博    ピアノ・リサイタルピアノ・リサイタルピアノ・リサイタルピアノ・リサイタル    9999／／／／28282828（水）（水）（水）（水）    

８・９月例会は、2015 年４月、小林美恵（Ｖｎ）との共演

で徳島に来られた、有森博さんを迎えてのピアノ・リサイタル

です。ご期待ください。     

    

≪プロフィール≫≪プロフィール≫≪プロフィール≫≪プロフィール≫    

1992 年東京藝術大学大学院修了。その後モスクワにて研鑽

を積み現在に至る。1990年第 12回ショパン国際ピアノコンク

ール最優秀演奏賞を始め、その他数々の賞を受賞。1996 年か

ら 2000年にかけてラフマニノフのピアノ作品全曲演奏会を成

し遂げ、2001 年にはプロコフィエフのピアノソナタ全曲演奏

会を成功させるなど、ロシア作品に積極的に取り組む活動を展

開し、ロシア音楽のエキスパートとして高い評価を受ける。 

現在、東京藝術大学准教授。桜美林大学特任教授。大阪音楽大学

特任教授。沖縄県立芸術大学非常勤講師。 

 

≪≪≪≪予定予定予定予定プログラムプログラムプログラムプログラム≫≫≫≫ 

≪≪≪≪１０１０１０１０,,,,１１月例会１１月例会１１月例会１１月例会    609609609609 回≫回≫回≫回≫横坂横坂横坂横坂    源源源源    チェロ・リサイタルチェロ・リサイタルチェロ・リサイタルチェロ・リサイタル    11/11/11/11/33330000（水）（水）（水）（水） 

             ～デビューＣＤ発売記念～ 

         今年の最終例会には、若手のチェリスト、横坂源さんを初めてお招きします。 

         徳島へは様々な演奏会で、何回かお越しいただいていますが、本格的なリサイタルは初 

めてにめてにめてにめてになります。ご期待ください！    ＜ピアニスト＞：未定  ＜プログラム＞：未定 

≪≪≪≪今今今今年年年年～来年にかけての～来年にかけての～来年にかけての～来年にかけての例会・ラインナップ≫例会・ラインナップ≫例会・ラインナップ≫例会・ラインナップ≫ 

 １2,  １月例会（610 回） 赤坂 智子（ヴィオラ）＆高橋 礼恵（ピアノ）デュオ  2/19（日） 

  2,  3 月例会（611 回） 原田 英代 ピアノ・リサイタル  4/21（金） 

ラフマニノフ ／ サロン小品集 作品１０より  

ノクターン、ワルツ、ユモレスク、ロマンス 

／楽興の時 作品 16 ＜全 6 曲＞ 

 

休    憩  

 

シ ョ パ ン ／ ノクターン第 9 番 ロ長調 作品 32－１ 

／ ノクターン第 10 番 変イ長調 作品 32－2 

／ 舟歌 嬰ヘ長調 作品 60 

リ ス ト ／ 巡礼の年第 1 年より「泉のほとりで」 

／ 巡礼の年第 2 年より「ダンテを読んで」～ソナタ風幻想曲  （曲目変更の場合も有） 


