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2016 年9 月 28 日（水） 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》》》》  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、ユーモレスク、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 嬰へ長調 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 

                                                   

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 2 丁目 16 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    ≫≫≫≫    

                                                                                    

ラフマニノフ／サロン小品集ラフマニノフ／サロン小品集ラフマニノフ／サロン小品集ラフマニノフ／サロン小品集    作品１０より作品１０より作品１０より作品１０より    
    

    1893 年の後半に作曲を始め、翌 1894 年の 2 月初めに完成された。20 歳のラフマニノフの若い情熱や

傷つきやすい心の動きがストレートに音楽となったような、そんな魅力にあふれた曲集である。チャイコフス

キーのロマンチシズムとショパンのピアニスチックな技法の影響を全体から感じることが出来る。(全 7 曲) 
    

Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．1111    ノクターンノクターンノクターンノクターン    

この曲の調性がチャイコフスキーのピアノ三重奏曲作品５０と同じイ短調であるのは偶然ではないだろう。

主部は、ショパンのノクターンを思い起こさせるものだが、和声が転調を続ける副部が対照的に配置される。 

Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．2222    ワルツワルツワルツワルツ    

冒頭はショパンの作品６９－３のワルツの麗しさを思い起こさせるものだが、曲が進むにつれてだんだん多

彩かつ技巧的になり、ウィンナワルツ風の華やかな音楽になる。 

Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．5555    ユーモレスクユーモレスクユーモレスクユーモレスク    

ラフマニノフにしては珍しく諧謔的な音楽が全編にわたって聴こえてくる。リズムがしつこく繰り返される

のも面白いが、それに多彩なピア二ズムが加わって、楽しさ満載の作品に仕上がっている。 

Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．6666    ロマンスロマンスロマンスロマンス    

全体として落ち着いて内省的な曲想の中にロマンティックな情熱が見え隠れする。 

    

ラフマニノフ／楽興の時ラフマニノフ／楽興の時ラフマニノフ／楽興の時ラフマニノフ／楽興の時    作品１６作品１６作品１６作品１６    全６曲全６曲全６曲全６曲    
 

この曲集は、1896 年の 10 月から 12 月にかけて作曲されました。ラフマニノフは、翌年の 3 月には交

響曲第 1 番の初演の大失敗で大きな打撃をうけますが、この「楽興の時」は、それ以前の彼が旺盛な作曲意

欲を持っていた時のものです。「サロン小品集」と同様に、短い小品 6 曲を連ねたものですが、この間に一段

と円熟味を加えて、随所に卓抜なピアノ書法が示された充実した曲集です。 
    

第第第第 1111 曲曲曲曲    アンダンティーノアンダンティーノアンダンティーノアンダンティーノ    

3 連音の伴奏にのって哀調を帯びた主題が歌われるエレジー風の小品。 

第第第第 2222 曲曲曲曲    アレグロアレグロアレグロアレグロ    

ラフマニノフらしい流動的な一曲で、この曲は、1940 年に改訂されています。 

第第第第 3333 曲曲曲曲    アンダンテ・カンタアンダンテ・カンタアンダンテ・カンタアンダンテ・カンタービレービレービレービレ    

悲劇的ともいえる悲しみに満たされた主部と軽快な行進曲風の中間部が見事な対照を示す佳曲。 

第第第第 4444 曲曲曲曲    プレストプレストプレストプレスト    

休みなく走り回り、きびきびとエネルギッシュな小品。 

第第第第 5555 曲曲曲曲    アダージョ・ソステヌートアダージョ・ソステヌートアダージョ・ソステヌートアダージョ・ソステヌート 

第 1,3 曲と同様に叙情的な一曲で、舟歌を思わせる明るい雰囲気を持っています。 

第第第第 6666 曲曲曲曲    マエストーソマエストーソマエストーソマエストーソ    

終曲にふさわしい、力強く威厳に満ちた音楽です。 
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ショパン／ノクターンショパン／ノクターンショパン／ノクターンショパン／ノクターン    第第第第 9999 番ロ長調番ロ長調番ロ長調番ロ長調    作品作品作品作品 32323232----1111    

／ノクターン／ノクターン／ノクターン／ノクターン    第第第第 10101010 番変イ長調番変イ長調番変イ長調番変イ長調    作品作品作品作品 32323232----2222    
 

ショパンは、ジョン・フィールド（1782～1837、アイルランド出身）が確立した夜想曲から様式と表現

を継承し、彼らしくロマンティックにそれらを変質させ、計 21 曲の夜想曲を残しました。また、夜想曲は、

1827 年から 1846 年まで、彼の創作期全体にわたって書かれており、ショパンの作曲家としての変容、ピ

アノ音楽に対する試行錯誤のプロセスを辿ることが出来ます。そして、夜想曲は、彼の心の奥底・直載的な感

情と思考が明確に表現され、純粋な心情告白の音楽といえます。ショパンの夜想曲は、フォーレ、ドビュッシ

ーなど印象派の夜想曲に少なからぬ影響を与えたといわれています。 

9 番のノクターンは、1836～37 年、恋人マリアとの破局後間もないころの作品。 

5・7 小節楽句をフェルマータで区切る主部主題、深い瞑想感から力強いレチタティーヴォへ進むコーダ、短

和音の収支に彼の個性が感じられます。 

10 番のノクターンも 9 番と同時期に作曲されたもので、バレエ組曲「シルフィード」に使われた曲。 

中間部は、チャイコフスキーのバレエ曲に似た雰囲気を持ち、リズム・アクセントを微妙に変えつつ次々と変

化する旋律、規則的な三連符など、彼が夜想曲で創案したピアノ書法の傑作例の一つです。 

    

ショパン／舟歌ショパン／舟歌ショパン／舟歌ショパン／舟歌    嬰へ長調嬰へ長調嬰へ長調嬰へ長調    作品作品作品作品 60606060    
 

サンドとの破局寸前、健康の衰えが進み心労のため心の平静を失いつつあった頃書かれ、彼のもっとも重要

な作品の一つと言われています。ショパンは、通常の舟歌の 8 分の 6 拍子に代わり 8 分の 12 拍子を採用し

て、強固な構成と精微な和声進行の中で流暢な旋律を即興的に歌わせています。ショパンのピアニズムの集大

成といわれる完成度の高い作品で、技術的にも大変難しい曲です。またこの曲には、フォーレやドビュッシー

の音楽を予言する印象派的な響きを持っていて、ラヴェルやブラームスは最大級の賛辞を贈っています。    

    

リスト／巡礼の年リスト／巡礼の年リスト／巡礼の年リスト／巡礼の年    第第第第 1111 年より「泉のほとりで」年より「泉のほとりで」年より「泉のほとりで」年より「泉のほとりで」    
 

リストは、1835 年、パリの社交界を逃れてスイスのジュネーブに行き、翌年までここでダグー伯爵夫人マ

リーと静かな同棲生活を送りました、この間にリストがスイスで見聞きしたものからの印象を 19 曲からなる

曲集「旅行者のアルバム」として作曲しました。巡礼の年第 1 年「スイス」全 9 曲は、第 5 曲と第 7 曲を除

く他の 7 曲がこの曲集をもとにして作曲されています。第 4 曲「泉のほとりで」は、華やかな演奏技巧を持

つ作品で、シラーの詩の一節「さざめく冷たさの中で若々しい自然の戯れが始まる」が、記されています。 

    

リスト／巡礼の年リスト／巡礼の年リスト／巡礼の年リスト／巡礼の年    第第第第 2222 年より「ダンテを読んで」～ソナタ風幻想曲年より「ダンテを読んで」～ソナタ風幻想曲年より「ダンテを読んで」～ソナタ風幻想曲年より「ダンテを読んで」～ソナタ風幻想曲    
 

リストは 1837 年から 39 年にかけてマリーと長女ブランディーヌを伴ってイタリアに旅行しました。第

2 年「イタリア」全 7 曲は、そうしたイタリア旅行からの産物です。ここでは文学や絵画などの偉大な芸術か

ら霊感を受けて作曲されています。第 7 曲「ダンテを読んで」は、「ソナタ風幻想曲」という副題を持ち、ユ

ーゴーの同名の詩から霊感を受けて作曲したものです。ダンテの「地獄篇」に描かれた 

恐ろしい情景を幻想的に表現しています。 
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♣♧♣ 演奏家プロフィール ♣♧♣ 

 

 

 

 

 

有森 博 （ありもり ひろし） 

                                                                                    

    

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。これまでに野

上登志子、水本雄三、小林仁、ナターリャ・スースロワの各氏に師事。 

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。 

1991 年岡山県芸術顕彰を受賞。 

1992 年第 5 回シドニー国際ピアノコンクール第 4 位。 

1994 年第 10 回チャイコフスキー国際コンクールピアノ部門入賞。 

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。 

1995 年、2001 年に小澤征爾指揮新日本フィルと協演の他、日本フィル、東京シティフィル、

読売日響、九響、関西フィル、山形響、仙台フィル、神奈川フィル、東フィル、ワルシャワフィル、

ポーランド放送響などの内外の主要オーケストラ、著名指揮者との協演を重ねる。 

2004 年には小澤征爾指揮サイトウキネンオーケストラのメンバーとしてヨーロッパ６カ国ツ

アー及び日本公演に参加。これまでにソロアルバムで 17 枚の CD がリリースされ、その多くが特

選盤に推薦されている。 

2016 年 6 月には 18 枚目の CD「ラフマニノフ／楽興の時、サロン小品集」がフォンテック

より発売された。 

現在、カバレフスキーとラフマニノフの全曲録音が進行中。ロシア作品によるリサイタルシリ

ーズを、東京文化会館（「ロシアの玉手箱」）、久世エスパスホール（「ロシアピアニズムの系譜」）

にて行っている。 

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。 
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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                ６・７６・７６・７６・７月例会（月例会（月例会（月例会（宮本益光宮本益光宮本益光宮本益光例会）の交流会から例会）の交流会から例会）の交流会から例会）の交流会から        

 

宮本益光さんの例会交流会は，参加人数は少なか

ったものの，楽しいものとなりました。当日のイン

タビューの中から，いくつか紹介をします。 

Ｑ：プログラムをつくるときに考えていることはＱ：プログラムをつくるときに考えていることはＱ：プログラムをつくるときに考えていることはＱ：プログラムをつくるときに考えていることは

何ですか。何ですか。何ですか。何ですか。 

Ａ（宮本）：お客さんに喜んでもらえるようにと考

えています。さらには，音楽会に両親が来たときの

ことを考えて，両親が理解できるようなプログラム

を意識しています。 

Ｑ：「鷗」と「小さな空」についてお話しくださＱ：「鷗」と「小さな空」についてお話しくださＱ：「鷗」と「小さな空」についてお話しくださＱ：「鷗」と「小さな空」についてお話しくださ    

い。い。い。い。    

    Ａ：「鷗」は，2009 年に木下牧子さんにお願いし

て独唱曲にしてもらいました。もともとはアカペラの曲です。「小さな空」は，武満徹さんの曲をわたしが編曲し

たものです。（ここでピアニストの高田恵子さんが「他の人の編曲はふつうの感じです」と言葉を添えられました） 

 Ｑ：お二人の共演はいつからですか。Ｑ：お二人の共演はいつからですか。Ｑ：お二人の共演はいつからですか。Ｑ：お二人の共演はいつからですか。    

    Ａ：４年ぐらい前からです。 

 Ｑ：例会で使われたマヨネーズは，どのようにされているのですか。Ｑ：例会で使われたマヨネーズは，どのようにされているのですか。Ｑ：例会で使われたマヨネーズは，どのようにされているのですか。Ｑ：例会で使われたマヨネーズは，どのようにされているのですか。    

 Ａ：キューピーマヨネーズと味の素のマヨネーズは，その都度買っています。以前はリサイタルごとにお客さ  

  まにプレゼントしていたのですが・・・。実は「あんこまパン」と「チョコマ茶漬け」は，本当はどちらも

３楽章からなるのです。両方とも１０分もかかる曲なのです。 

 Ｑ：演奏会に子どもが来ることについてどう思われますか。Ｑ：演奏会に子どもが来ることについてどう思われますか。Ｑ：演奏会に子どもが来ることについてどう思われますか。Ｑ：演奏会に子どもが来ることについてどう思われますか。    

    Ａ：子どもはそのままが未来じゃないですか。今夜も子どもたちが最前列でたくさんいましたが，集中して聴

いてくれていました。大人が容認している世界に子どもがいることは幸せだと思います。昔，学校を回って

話をし，ピアノを弾き，授業をさせてもらったことはわたしにとってもよい経験になっています。 

 Ｑ：本番前はどのような過ごし方をするのですか。Ｑ：本番前はどのような過ごし方をするのですか。Ｑ：本番前はどのような過ごし方をするのですか。Ｑ：本番前はどのような過ごし方をするのですか。    

    Ａ：本番前はあまり食べません。リハーサルの時もあまり声を出しません。行うことはひとつしかないので・・・。

器用でないのです。（高田さんが「器用です」とこの言葉を否定されました） 

 Ｑ：オペラの「ふり」は考えるのですか。Ｑ：オペラの「ふり」は考えるのですか。Ｑ：オペラの「ふり」は考えるのですか。Ｑ：オペラの「ふり」は考えるのですか。    

    Ａ：実はオペラの体の動きは「ふり」ではないのです。情景を考えて，自然に行っています。 

 Ｑ：ピアニストの高田さんは，例会の前半と後半で衣装を替えていて素敵でしたが，宮本さんも衣装を替えてＱ：ピアニストの高田さんは，例会の前半と後半で衣装を替えていて素敵でしたが，宮本さんも衣装を替えてＱ：ピアニストの高田さんは，例会の前半と後半で衣装を替えていて素敵でしたが，宮本さんも衣装を替えてＱ：ピアニストの高田さんは，例会の前半と後半で衣装を替えていて素敵でしたが，宮本さんも衣装を替えて

いませんでしたか。いませんでしたか。いませんでしたか。いませんでしたか。    

    Ａ：その通りです。前半は白いシャツを着ていましたが，後半は黒いシャツに赤いチーフと変化をつけました。 

  

宮本さんは，根っからのエンタティナーだと思いました。楽しいリサイタルにするために，はじめから終わり 

まで綿密な準備を行い，聴衆を楽しませてくれているのだと，お話を聴いていて確信しました。リサイタル開始 

前の「口上」もプログラム終了時の「もう歌えません」も，もちろん宮本さんのオリジナルです。高田さんは控 

えめな方であまりお話はされませでしたが，交流会でも宮本さんとの息はぴったりでした。お二人の徳島での再 

演を楽しみにしています。                           （機関紙部 鎌田 憲二） 
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★美しいピアノとドラマチックな歌声。その世界の中に

ひたりました。すてきでした。来てよかったです。      

（きかなそんそん 久保 孝之） 

★お話がお上手です，勿論声は素敵です。選曲も構成も

抜群です。良かった！！         （アミカ） 

★各曲の説明があり，とても分かり易く，楽しい時間を

過ごすことができました。 

★すばらしいピアノの演奏，すばらしい歌声が心の底に

響きました。トークも楽しく，本当にあっという間の

２時間でした。とっても楽しいひとときを過ごさせて

いただき，心が癒されました。ありがとうございまし

た。                  （奥村） 

★前半の「あんこまパン」という曲と「チョコマ茶漬け」

という歌が楽しかったです。いままで聞かない曲で，

楽しかったです。     （みゅーず 門田 樹郎） 

★愛好家だけでなく子供達にも最後まで楽しめたと思

う。素晴らしいアーティストは素晴らしいエンタティ

ナーでもある。あっという間に終わった夕べだった。 

★甘いマスクと何かを伝えんとするような力強さのギ

ャップがとてもすてきでした。また是非来てほしいで

す。ピアノもとてもマッチして素敵でした。 

★やさしく解説してくれたので，歌への理解が良くでき

た。もちろん歌はとても良かった。素晴らしい！！！    

（たおのぷーさん 田尾 幹司） 

 

★山田耕筰さんの歌をもっとききたかった。 

★おしゃべりと曲解説がとてもよかった。宮本ワールド

に引き込まれました。とても素敵でした！ 

（アルカディア 天野 大） 

★楽しく一曲一曲を味わいながら聞くことが出来まし

た。宮本さんのお話もとてもよくわかり歌曲を興味深

く聞くことが出来て大満足！ （めだか 岩見 宏康） 

★曲の成り立ちを歴史的視野から解釈できて良かった。 

      （岸本 花子） 

★宮本益光さんの歌は聞く者の心をとらえます。すばら

しいバリトン発声歌に酔いました。 

★コンサートと言えば，ピアノ，バイオリンなどの独奏

楽器，あるいはオーケストラしか頭にありませんので，

バリトン・リサイタルといっても大したものじゃない

と思っていました。お話が上手で，歌の歴史まで説明

して下さり，内容も西洋の歌だけと思ってたら，日本

の歌を上手に紹介して歌って下さり，固い印象ではな

く，親近感を感じる方でした。伴奏のピアノの方もよ

かったです。楽しい時間を過ごさせて下さいました。 

（マコ） 

★ミュージカルを見ているようだった。（宮本さんの歌

い方，姿から）最初の注意事項を歌で歌ってくれたの

は，おもしろい企画だと思った。最後も楽しいパフォ

ーマンスでした。かた苦しさがなくて楽しかった。 

（さくら） 

★「あんこまパン」と「チョコマ茶漬け」と『魔笛』よ

り「おいらは鳥刺し」がとってもおもしろかったです。

ピアノも上手でした。  （ぽこあぽこ 川田 万結） 

★はじめから終わりまでうっとりと聴きほれました。音

楽の持つ力（特に歌）を感じました。 

（マリンブルー 吉田 啓子） 

★すごい迫力，声量に劇場にいるような臨場感でした。 

★よくこんな大きな声がだせるなと思いました。小さな

声になってもひびいていてすごいなと思いました。 

（ぽこあぽこ 林 里美さん） 

宮本宮本宮本宮本    益光益光益光益光    バリトン・リサイタルバリトン・リサイタルバリトン・リサイタルバリトン・リサイタル    

        2016201620162016 年６月年６月年６月年６月 30303030 日（木）日（木）日（木）日（木）    郷土文化会館（あわぎんホール）郷土文化会館（あわぎんホール）郷土文化会館（あわぎんホール）郷土文化会館（あわぎんホール）    
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★低くて太い声がとても美しかった。ビブラートがかか

っているところは，とても美しかった。宮本さんのユ

ニークな話が面白かった。５曲目まで真面目だったの

に６曲目からふざけているようで面白かった。まるで

キューピーマヨネーズのＣＭみたいだった。ふつうに

話しているときも，ずっと歌っているようだった。 

              （ぽこあぽこ 原 梓紗） 

★音が体にひびきました。こんなにひびいてすごいです。

曲の話をしてくれたので，そうぞうができて，聞きや

すかったです。      （ぽこあぽこ 小林 浬） 

★日々のさまざまなことを浄化してくれるような心に

しみる，体からわき出すようなすばらしい声に感動し

ました。お話もとてもよかったです。  （マミさん） 

★素晴らしい歌声と舞台にぐいぐい引き込まれた２時

間でした。気持ちが高ぶって今夜はなかなか眠れない

ような気がします。素晴らしい時間をありがとう。 

（コスモス 山内 緑） 

★もしかして最高の楽器は人の体なのではないかと思

わされました。     （ぽこあぽこ 髙尾 良子） 

★トークもお上手でとっても楽しい時間でした。全身で

声を響かせておられ，すごかったです。ありがとうご

ざいました。             （よっぴー） 

★とても素敵でした。声楽をきくのははじめてで，すご

く感動しました。            （けいご） 

★素晴らしい歌声をたっぷりたんのうして最高に幸せ

でした。           （めだか 井上 尚） 

★参りました！最高のエンターテイメントでした！！

すばらしいお人柄，大好きです。最後のごあいさつと

「小さな空」で泣きそうになりました。また絶対に 

にいらして下さいね。           （凸） 

★のびやかな声と声量。とても気持ちよいコンサートで

した。 

★お話がとても楽しくて，話に聞きいったまま，歌にも

聞きいってしまいました。   

★構成がよかった！         （長澤誠一郎）   

★久しぶりの歌声を聞いてよかったです。話も洗練され

ていた。            （アルプス一万尺） 

★のびやかな声，超カッコイイですね。ピアニストの方

との息もぴったり。ピアノも上手で！音楽ってすてき

だと至福の時を感じました。ありがとう！ユーモアで

おちゃめな宮本さん，ステキ。また来てね！ 

★中田喜直の曲，すごく身近に感じました。学生時代の

合唱曲を彷彿とさせました。昔なつかしい思い出が甦

ってきました。「鷗」は合唱でやったことがある磯部

叔の「土の歌」を思い出しました。あの頃の日本は吸

収するものは何でも挑戦する自由に恵まれていた気

がしています。              （モモ

コ） 

★オペラを観たくなった。宮本益光という人，大好きに

なりました。 

★写真を見ると若そうな（２０代）でも，声量があって

話もおもしろかったです。        （ととろ） 

★歌はもちろん，お話がとてもおもしろかった。 

★とてもおいしそうで，おいしくなさそうでおもしろか

った。                （ピティ） 

★声楽のコンサートははじめてなので，とても興味深く

聞かせてもらいました。   

★小じんまりして，質の良い（高い）楽しい声を聞かせ

てもらいました！ 

★「あんこまパン」と「チョコマ茶漬け」がおもしろか

った。         （ぽこあぽこ 川田 もえ） 

★最初と最後の活気あふれたすがたがかっこよかった

です。「あんこまパン」や「チョコマ茶漬け」など，

本当におもしろかったです。（ぽこあぽこ 濱田 共

生） 

★久しぶりにバリトンの声を聞き，スカッとした。また，

今日は沢山楽しませて呉れた。    （坂田 和） 

宮本益光例会の運営担当のみなさん宮本益光例会の運営担当のみなさん宮本益光例会の運営担当のみなさん宮本益光例会の運営担当のみなさん    
    

山内さん・伊予谷さん（コスモス），山内さん・伊予谷さん（コスモス），山内さん・伊予谷さん（コスモス），山内さん・伊予谷さん（コスモス），桜木桜木桜木桜木さんさんさんさん    

高橋高橋高橋高橋さん・原さん（ぽこあぽこ），さん・原さん（ぽこあぽこ），さん・原さん（ぽこあぽこ），さん・原さん（ぽこあぽこ），佐尾山佐尾山佐尾山佐尾山さんさんさんさん    

鳴滝鳴滝鳴滝鳴滝さん（フラワー）さん（フラワー）さん（フラワー）さん（フラワー），，，，田中さん田中さん田中さん田中さん，，，，武井さん，武井さん，武井さん，武井さん，    

清水さん清水さん清水さん清水さん    

おつかれおつかれおつかれおつかれさまでしたさまでしたさまでしたさまでした!!!!        

宮本益光宮本益光宮本益光宮本益光さん，さん，さん，さん，高田恵子高田恵子高田恵子高田恵子ささささんのんのんのんの    

サイン色紙当選者サイン色紙当選者サイン色紙当選者サイン色紙当選者    

    

久保久保久保久保    孝之さん孝之さん孝之さん孝之さん（（（（きかなそんそん）きかなそんそん）きかなそんそん）きかなそんそん）    

清水清水清水清水    律子さん律子さん律子さん律子さん    

沖津沖津沖津沖津    一陽さん一陽さん一陽さん一陽さん    
 

おめでとうございます。色紙を８・９月例会 

の会場でお受け取りください。 
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◉ 6・7 月例会に花を添えて頂きました。 

 

花束のご紹介 

 

（花 束） ユリ   ヒメヒオウギスイセン   

セージ  ケファランス 

 

                          （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。 

  

◉ 花束を演奏者に、渡してくださった方の紹介 

  4・5 月例会、「三浦 友理枝/ピアノ・リサイタル」で、大崎さんが作ってくださった花束を、今回小学生の

会員、川田万結さん（ぽこあぽこ）が届けてくれました。その時の感想をご紹介します。 

 

 

私は、あこがれの三浦 友理枝さんに、花束を渡しました。 

ＣＤを何度も何度も聞いていたので、とても素敵な生の 

演奏を聴くことが出来てとてもうれしかったです。 

この感動は、一生忘れません。            

（川田万結川田万結川田万結川田万結） 

 

 

この感動を忘れず、これからも頑張って下さいね。 ありがとうございました！ 

    

＜ちょっと一休み＞＜ちょっと一休み＞＜ちょっと一休み＞＜ちょっと一休み＞    
    

皆さん覚えていらっしゃいますか? 

前回の機関紙「あんさんぶる」のバックステージに三浦友里枝さんのコメントが掲載されていましたが、その

中で、子どもが音楽会に参加することについて、どう思われますかというというインタビュアーの質問に対して、

三浦さんは、 

「「「「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。子どもたちは直感で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

音楽の音楽の音楽の音楽の良し良し良し良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

を育てないと音楽界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といけないを育てないと音楽界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といけないを育てないと音楽界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といけないを育てないと音楽界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といけない

と思います。と思います。と思います。と思います。」」」」・・・このようにおっしゃっていましたね。少々のことは、広い心で・・・・。 

子どもたちは、市民コンサート徳島にとっても大切な宝です。現在会員が増えており、交代で花束係を手伝っ

てくれています。そして、この子たちが演奏家を目指し、大きく成長してまた、ここに戻ってくれることを願い

たいですね。 
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◉ 8・9 月例会（有森 博 /例会時）運営担当の皆さん 

シャロム  行々子  ミュージックランド  クロワッサン   

カナリヤ  ミルク  リュバン・ヌエ  とちら連  太平洋  里山 

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

※ 毎例会の前に、運営サークル会という会を開いて、当日の運営担当をお願いしています。 

運営企画に参加し、会員の皆さんと親交を深めることもよい音楽に巡り合う時間となると思います。 

◉ 紹介します 

毎回、例会の顔ともいえる＜看板＞を書いて下さるのは、さつきサークルの「義本 邦

男」さんです。義本さんは、数年前まで運営委員をしてくださっていましたが、諸事情

で退任をされました。退任した今も看板を書き続けてくださり、また例会当日は、写真

担当もしてくださいます。看板を書いていてどのようなところに神経を使うのか尋ねて

みました。 

「以前は筆が良かったが、今はだいぶ筆が古くなり描き 

ずらくなった。」ということでしたので、事務局としても新しい

筆を準備しなくては・・・・ですね。現在、ご自宅の新築中とか

で、仮住まいをされているようですが、表札とかご自分で書かれ 

るのでしょうか? 入居できる日が、楽しみですね。 

 

◉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 9/20（火）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    

 

 

地下駐車場の 

サービス券も、 

    ご利用ください‼ 

 

 

 

 

 

 

◉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。

ホームページでのホームページでのホームページでのホームページでのお問い合お問い合お問い合お問い合    

わせも多くなっています。わせも多くなっています。わせも多くなっています。わせも多くなっています。    



 

                

 例会は、すべて郷土文化会館・大ホール 

（あわぎんホール） 

6666::::30303030ｐｍｐｍｐｍｐｍ開場開場開場開場／／／／7:007:007:007:00ｐｍｐｍｐｍｐｍ開演開演開演開演    

    

    

≪≪≪≪10101010・・・・11111111 月例会月例会月例会月例会    606060609999 回≫回≫回≫回≫横坂横坂横坂横坂    源源源源    チェロチェロチェロチェロ・リサイタル・リサイタル・リサイタル・リサイタル    11111/301/301/301/30（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なります。 

今回のリサイタルは、９/14 発売のデビューＣ

Ｄ発売記念リサイタル・ツアーの一環として行わ

れます。 

    

≪プロフィール≫≪プロフィール≫≪プロフィール≫≪プロフィール≫    

1986 年生まれ。2010 年ミュンヘン国際コン

クールで第２位受賞。2002 年チェリストの登竜

門である第５回全日本ビバホール・チェロコンク

ールに史上最年少で第１位。（１５歳）受賞。同年

カザルスホール《プロジェクトＱ》に最年少チェリストとして参加。桐朋学園音楽部門創立５０周年記念演奏会

で小澤征爾と共演。第１５回出光音楽賞受賞。シュトゥットガルトで、ジャン・ギアン＝ケラスに師事。 

将来が多いに嘱望される逸材である。 

 

≪≪≪≪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≫≫≫≫    

    
    
    
≪≪≪≪来来来来年年年年のののの例会・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 月, 2017/1 月例会（610 回） 室内楽演奏会 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） 

 4, 5 月例会（612 回） 青木 尚佳 ヴァイオリン・リサイタル  6/6（火） 

 6, 7 月例会（613 回） 赤坂 達三 クラリネット・リサイタル  7/11（火） 

 

   Ｊ．Ｓ．バッハ ／ ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ 

 

ベートーヴェン ／ チェロ・ソナタ 第 1 番 

 

シ ョ パ ン ／ チェロ・ソナタ ト短調 

その他予定その他予定その他予定その他予定    

（ピアノ：今西 泰彦） 


