2017.1.24
再巻 175 号

●12 月 2017/1 月例会 No.610

≪プログラム≫
プログラム≫
タレガ

／

アルハンブラの思い出

バリオス

／

森に夢見る

アルベニス

／

アストゥリアス

ヒナステラ

／

ギターソナタ 作品 47
（他を予定）

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）

≪≪

曲 目 解 説

≫≫

タレガ／アルハンブラの思い出
スペインのギター曲の代名詞といえる小品。
アンダルシアの古都グラナダを訪れたタレガが、１３世紀に建築されたイスラム王国の宮殿、アルハン
ブラから受けた印象をもとに作曲した。作品には当初《祈り》という副題が添えられていたという。ま
るでアラベスク文様を模したかのような繊細なトレモロを駆使し、エキゾティズムに染められたその絵
画的な作品は、世界中で広く愛されることになる。

バリオス／森に夢見る
アグスチン・バリオス（1885～1944）はパラグアイのサン・ファン・バウチスタという街に生ま
れた。小さい頃から音楽と文学に才能を示し、数か国語を理解していた。
音楽ではギターとパラグアイの民族音楽に興味を示し、１３歳からは正式にギターをグスターボ・ロ
ペスに学んだ。の影響でソルや、タレガなどいわゆるクラシック音楽に目を向けるようになり、ロペス
の勧めもありアスンシオン大学に入って本格的に音楽を学んだ。
才能は音楽に留まらず、文学などでも評価を得ている。現在はほとんど残っていないが、バリオスは自
作詩による多くのギター伴奏歌曲も生み出している。主に中南米を中心に活動を行ったが、1934～35
年にかけては欧州にも足を伸ばしている。
1944 年にエルサルバドルで客死している。
この曲は、バリオスのトレモロ作品の最も美しいものの一つであろう。森の神秘さを表したような序
奏に続き、パラグアイの森に対する敬虔な気持ちを示すトレモロが続く。中間部で闖入者があったかの
ようなざわめきが生ずるが、やがてそれも治まって、静かに終焉を迎える、一編の音の画。

（アンダルシア州グラナダ）
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アルベニス／アストゥリアス（伝説曲）
スペイン近代を代表する作曲家の一人アルベニスは、ピアニストとしても知られ、多くのピアノ曲を
残している。
この作品もピアノのための《スペイン組曲》の第５曲として書かれ、旋律とリズムが一体化して流れ
ていくアルベニスらしい作風をもつ。情熱的な主部と静かで情感漂う中間部との三部構成。
アストゥリアスは、スペイン北部の「緑のスペイン」と呼ばれる地方だが、作曲者が直接名付けたタイ
トルでないようである。

ヒナステラ／ギター・ソナタ 作品４７
アルベルト・ヒナステラ（1919～1983）は近代アルゼンチンを代表する作家で、晩年はスイスに
移住した。作品は多くのオーケストラ曲、協奏曲（ヴァイオリン協奏曲とハーブ協奏曲は、どちらも大
変な名作、力作）弦楽四重奏曲、ピアノ曲（ピアノ・ソナタは演奏頻度が非常に高い）など多岐にわた
っている。ヒナステラは、ブラジルのヴィラ＝ロボス（1887～1959）と比較されることがある。両
人は「ギター音楽史に残る傑作を残した南米の作曲家」という点で共通している。
このヒナステラのギター・ソナタは１９７６年作。ブラジルのギタリスト、カルロス・バルボーザ＝リ
マの依頼によって創作され、同年１１月２７日、彼によってワシントン DC で初演されている。
楽譜（ブ－ジー＆ホークス）冒頭には、各種の特殊奏法の図解が２ページにわたって書き込まれ、それ
に従って第１楽章冒頭からいきなり、ポピュラー音楽のギターでお馴染みのスクラッチ奏法（楽器の弦
楽器をピックなどで擦って騒音を発生させる）や、近代ギター音楽ではお馴染みのタンボーラ奏法（楽
器を叩く。時にはげんこつ打ちも指定）が頻出。後者は、楽譜に、異なる３種のタンボーラについて細
かく記号を違えて指示がある。また、第２楽章では、弦の（通常の箇所ではなく）糸巻きに近い側を掻
き鳴らす奏法（開始すぐ、金属的な音が聞こえる）を指定。響は全体に無調風。
とはいえ，このソナタは、タンボーラとラスゲアード（掻き鳴らし）が派手に採り入れられたダイナ
ミックな第４楽章がとりわけ聴き映えする。
第１楽章 「エソルディオ」（前口上）ソレネ（荘重に）
「荘重な前奏曲」という訳語も知られている。
第２楽章 「スケルツォ」ファンタスティコ、可能な限り速く
作曲者は、この楽譜について楽譜序文で、
「夜の怪しい情景の中での光と影」云々
の言葉を記述している。終わり近くではワーグナーのオペラ「ニュルンベルクのマ
イスタージンガー」に出てくる悪役が歌う“ベックメッサーのアリア”の直接引用
があり、楽譜にはその箇所に「ここでベックメッサー登場!」と注釈がある。
第３楽章 「カント」（歌）ラプソディユ
第４楽章 「フィナーレ」プレスト・エ・フォゴーソ
「フォゴーソ」は“炎のように”くらいの意味。前期のように、演奏効果抜群のロ
ンドによる終曲。作曲者によれば、パンパ（アルゼンチンの草原）の音楽の力感や、
リズムを思わせるように作られている。

-3-

♥♡♥

演奏家プロフィール

朴 葵姫

♥♡♥

（パク・キュヒ）

1985 年韓国生まれ。日本と韓国で育つ。
3 歳でギターを始め、荘村清志、福田進一、Ａ.ピエッリ各氏に師事。
東京音楽大学を経て、2014 年ウィーン国立音楽大学を首席で卒業。
2016 年アリカンテクラシックギターマスターコースを首席で卒業。
05 年小澤征爾指揮によるオペラ公演に参加。
07 年ハインツベルグ国際ギターコンクール第 1 位及び聴衆賞。
08 年コブレンツ国際ギターコンクール第 2 位（1 位なし）、ベルギ
ー“ギターの春 2008”第 1 位（コンクール史上アジア人そして女性
として初めて）
、リヒテンシュタイン国際ギターコンクール第 1 位。
09 年アレッサンドリア国際ギターコンクール第 2 位及び特別賞（ヤングアーティスト賞）。
12 年アルハンブラ国際ギターコンクール第 1 位＆聴衆賞。
14 年ポーランドの Jan Edmund Jurkowski 記念ギターコンクール 2014 優勝。
他多くの主要国際ギターコンクールで優勝・受賞。
東京都交響楽団、読売日本交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック、名古屋フィルハーモニー
交響楽団、京都市交響楽団、広島交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、との共演を経て、2016
年にはＮＨＫ交響楽団との共演を大成功させた。
録音は「スエニョ～夢」、
「ソナタ・ノアール」
（フォンテック）、
「スペインの旅」
「最後のトレモロ」
、
14 年 9 月「サウダーヂ -ブラジルギター作品集-」（日本コロムビア）リリース。いずれも異例のヒ
ットとなり、レコード芸術誌特選版となる。ＮＨＫでのリサイタル放送が話題となるなど、今後の活
躍が期待される、今注目のギター界の新星。
12 年カーネギーホール（ワイルホール）での米国デビューを果たし、国内外のギターフェスティバ
ルへ招かれるなど世界的にも注目を集める。会場内を引き付ける音楽性と、とりわけ美しいトレモロ
奏法の技術の高さは各地で絶賛されている。
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バックステージ

１０／１１月例会（
１０／１１月例会（横坂
月例会（横坂 源例会）の交流会から
チェロの横坂

源さんとピアノの今西

泰彦さんの例会交流会

は，楽しいものとなりました。当日の話から，いくつか拾ってみま
す。
。
― まずは，黛 敏郎の「文楽」についてお尋ねします。
この曲はいつから演奏されているのですか。
この曲は，大学ぐらいから弾いています。わたしはドイツにいた
のですが，ドイツの人もこの曲を弾いていました。しかし，間がわ
からないようでした。
―

先日，デビューＣＤとしてバッハを取り上げていらっしゃい
先日，デビューＣＤとしてバッハを取り上げていらっしゃいま

したが，今回どうしてバッハを演奏しなかったのですか。
ひとつはアルバムが出るときには，もうその曲は終わっているこ
とが多いからです。その時より，自分は先に進んでいるからです。
もうひとつは，リサイタルのプログラムはピアニストで決まるから
です。今西さんは，本番で一番よく共演しています。
今は二人とも浜松に住んでいます。
― アンコール曲を変更したのはどうしてですか。
フレスコバルディを知っている人はあまりいないだろうと思ったからと，ベートーヴェンのあと，さらりとい
こうと思ったからです。リハーサルで演奏した曲は弾きませんでした。フォーレは家で弾いていた曲。
いきなり弾いたので，こわかったよね。
（今西さんに同意を求める）
フレスコバルディの「トッカータ」は，子どもたちが喜ぶのです。
― デビューアルバムのプロモーションビデオは素敵ですね。
あのプロモーションビデオは夜中の１２時から６時間くらいかけて撮ったものです。１５回ぐらい撮り直し
をしたので，最後は意識が朦朧としたことを覚えています。
― 演奏している時，心がけていることは何ですか。
指を押さないで弾くようにしています。力まずに楽に弾くことを心がけています。少しずつそのような弾き
方が身につきました。
実は今回の横坂さんのリサイタルには，奥様が同行されていました。例会交流会にも参加されていましたが，
写真は出さないでということだったので，お見せできないのが残念ですが，素敵な方でした。
― 奥様とは共演されないのですか。（奥様はクラリネットを演奏されます）
二人ともドイツに留学していました。その時，所属していたオーケストラのメンバーには他に日本人はいな
かったのです。ドイツで一緒にコンクールに出ようとした時，あまり日がなくて，よくけんかをしていまし
た。それ以来，共演することがトラウマになってしまいました。
（二人とも笑っておいででした）
でも，帰国してから結婚することになりました。
誠実に質問に答えてくださる横坂さん，その横でその様子をにこやかに眺めている奥様，お話が面白くて，
ふだん着での姿は，今どきの若者といった感じの今西さん。楽しいひとときをありがとうございました。これ
から日本の音楽界を楽しく魅力的なものにしていってください。次回，徳島での再演を期待しています。
（機関紙部
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鎌田

憲二）

横坂 源

チェロ・リサイタル

2016 年 11 月 30 日（水） 郷土文化会館（あわぎんホール）
★心がふるえました。心にしみました。ずっと聴いていた

い・・・。次回を楽しみにしています。
（里山

大崎 訓子）

★実に豊かでいて繊細な音色に名曲を堪能しました。

（めだか

井上 尚）

★「文楽」は，文楽が頭にうかんでこなかったが，技巧と

してはすばらしい。

（アルプス一万尺）

★とてもきれいな音でした。またききにきたいです。チェ

ロの音，
とてもきれいで美しかったです。（

岡 杏菜）

★摩擦で音を出していることを忘れてしまうほど，美しい

★チェロの色々な表現がおもしろく，すてきな音色でし

音色に聞き惚れました。また三味線の弦＋打楽器という

た。ピアノの伴奏が上手でした。きれいな音でした。
（ケイ）

特徴もよく分かり，和楽器の良さを感じました。
（ムジカ）

は，久しぶりでとても心にひびいた。

★ピアノとチェロがぴったりあっていて，すごいと思いま

★日本人作曲のいい曲を演奏していただき良かったです。

した。チェロはいろいろな音がだせてすごいと思いまし
た。

（ぽこあぽこ

★ピアニストとのコンビがとてもよいハーモニー。チェロ

林 里瑛）

★心がこもっていたと思いました。チェロだけで色々な音

日本の情緒が出てすばらしかった。
★後になる程すばらしかった。

が出せる事におどろきました。チェロのイメージが変わ

（坂田 和）
（岸本 花子）

★チェロのコンサートははじめてでした。このように市民

コンサートでなければ出会うことのなかった曲にふれる

りました。はくりょくがありました。
（ぽこあぽこ

中西 莉菜）

ことができてとてもよかったと思います。
「文楽」は，ま
るで即興のようで，楽譜があるのかしらと不思議に思い

★チェロのすばらしい演奏にひきこまれてしまいました。

ました。

やわらかい温かい音色が心にしみました。あっという間

（伊川 啓子）

の２時間でした。
チェロの生の演奏は初めて聴きました。

★チェロのひびきがすばらしかった。

本当に美しいひとときでした。
ありがとうございました。

★チェロの，猫の鳴き声のような音が面白かった。男の人

（奥村）

同士の強い音のかけあいが素敵だった。アンコールの曲
もとてもきれいだった。

★チェロの音色すばらしかったです。伴奏者の強弱の変化

も美しかったです。

（ガラス）

（ぽこあぽこ

原 梓紗）

★チェロの音色がふんだんに楽しめました。
「文楽」の編曲

（邦楽を洋楽器で）がおもしろかった。きゃしゃな

★ピアノとチェロ，とっても美しかったです。

（平野恵里子）
★チェロもピアノも音色がとても美しく，いつまで聞いて

左手の指が素敵でした。かわいい。

（桜木

利子）

★チェロの深みのある音がとても気持ちよかったです。チ

いたいメロディでした。
感激のひとときを味わいました。

ェロはいろいろな音がだせてすごいと思います。体全体

次回も楽しみにしています。

で音楽を表現していてすごいです。ピアノとチェロがメ

（田中 成子）

ロディを交代でひく所がきれいでした。 （かいちゃん）

★甘いマスクと何かを伝えんとする様な力強さのギャップ

がとても素敵でした。また是非来てほしいです。

★とても感動的だった。
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（水井恵美子）

★お二人のはつらつとした演奏を聞くことができ，幸せな

★「イタリア組曲」
・・・ピッチカートがとても上手で，い

ひとときでした。それぞれの曲にはドラマがあるのです

ろいろと音が変わり，色も変わり，ぼくが想像する風景

ね。チェロはそれを表現するのにぴったり。すばらしか

も変わりました。チェロの魅力的な音にとてもひかれま

ったです。

した。ピアノとの息もキッチリ合っていてカノンなどが

（マリンブルー

吉田 啓子）

上手でした。

★チェロの魅力を堪能できるプログラム構成に演奏者の意

（桑原 佳宏）

★最高の技術でチェロのいろんな音がきけておもしろかっ

たです。

濱田 共生）

★黛敏郎の曲が印象深かった。チェロが和楽器のような響

欲を感じた。同世代の男性同士のデュオは息の合った好
演だったと思う。

（ぽこあぽこ

きを出し，熱演でした。
★チェロ・リサイタルは初めてした。音色にうっとり。

（ととろ）

★バラエティーに富んだチェロの音楽が楽しめました。市

ピアノ伴奏のうまい事。すばらしいタッチ！！ピアノ・
リサイタルがききたいですね。すばらしかった。

民コンサートで，
男性２人の演奏は珍しいと思いました。

ありがとう。

（Ｆ．Ｎ）

（中尾 賢一）
★「イタリア組曲」がすごかったです。

※ たくさんの感想をお寄せいただき

（ぽこあぽこ

川田 もえ）

ありがとうございました。

★いろいろな音の工夫があって良かったです。とても楽し

そうに演奏していました。ピアノも上手でした。
（ぽこあぽこ

横坂 源例会の運営担当のみなさん

川田 万結）

★すばらしかった。誠実であたたかい時間に終始していま

吉田さん（マリンブルー）
，
小路さん・田島さん（プレアデス），

した。

中西さん・小林さん（ぽこあぽこ），

★のびやかで若々しい演奏にいやされました。

太田さん（ムーンリバーⅡ），

★若い音楽家の力強い演奏に心を打たれました。チェロの

高原さん（きかなそんそん），

演奏がこんなに変化に富んで躍動的なのにおどろきまし

松本さん・北島さん（ハ長調）
，

た。
ピアノの方の弾いている姿がとても美しかったです。

湊さん，中筋さん

（マミさん）

おつかれさまでした

★女性チェリストもいいが，男性チェリストもいいと思っ

横坂 源さん・今西
さん・今西泰彦さん
・今西泰彦さんの
泰彦さんのサイン色紙当選者
サイン色紙当選者

た。なぜか独特の雰囲気をもつ。それは，チェリスト特
有のもの？いい宵でした。感謝です。
（アルカディア

天野 大）

★とても気持ちよさそうにえんそうしていました。ピチカ

林 里咲さん
里咲さん（ぽこあぽ
さん（ぽこあぽこ
（ぽこあぽこ）

ートがよくはじていました。弓をとんとんするところが

平野恵里子さん
平野恵里子さん

上手にできていてすごいと思いました。速くなったり，

田中 成子さ
成子さん

おそくなったり，とまったりするところがありました。
指のうごきがいそがしそうでした。
（ぽこあぽこ

福岡 帆奈）

★最後のアンコール曲は聞いたことがある曲だなと思った。

（みゅーず

門田 樹郎）

おめでとうございます。
おめでとうございます。

★ピアノ伴奏付きのチェロもたまに音色の良さ，楽器の１

つとして再認識させてくれ，
いいものだと思った。
（マコ）
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１２・
１２・１月例会の
１月例会の会場でお受け取りください
例会の会場でお受け取りください。
会場でお受け取りください。

◉

紹介します

前回に引き続き、
「ぽこあぽこ」サークル代表、沖野恵子さんの門下生がコンクールに入賞したことで、詳し
くお話をお伺いしました。
コンクールの概要について
コンクールの概要についてご紹介
についてご紹介ください
ご紹介ください。
ください
PTNA（ピティナ）＝一般社団法人全日本ピアノ指導者協会です。日本では、一番規模が大きい全国的なコン
クールで、今年で５０年目になります。全国から今年も 44,919 組出場しました。
沖野も、今年で 14 回目の指導者賞をいただきました。
（指導者賞の規定＝本線に 8 名以上出場させる事です）
受賞された門下生を
受賞された門下生をご紹介ください
☆2016 年ピティナコンクール（敬称略）
濱田共生（小 5）全国大会 金賞
岡久涼葉（小 5）全国大会 ベスト賞
岡久凛香（中 2）岡久涼葉（小 5）全国大会 連弾出場
☆2016 年ショパンコンクール in Asia 地区大会（敬称略）
濱田共生 （小 5） 金賞
岡久涼葉 （小 5） 金賞

沖野恵子さん

高尾雄一郎（小 1） 金賞
※このメンバーは、来年 1 月 3 日からの全国大会に出場します。
「市民コンサート徳島」の会員様の中から、こうした演奏家の卵が育っていることを聞くと、先生の並々なら
ぬご苦労もおありかと思いますが、本当に嬉しく、これからも応援し続けたいと思います。頑張ってくださいね。
それぞれの賞を戴いた皆さんの、感想を戴いておりますので、掲載させていただきます。
濱田共生（小 5）全国大会

金賞

僕は、ピティナの全国大会に行きました。そして思いがけず、金賞というすばらしい賞が
とれました。沖野先生の大切なアドバイスが、とてもためになりました。そして、市民コン
サートの美しいえんそうを聞くことは、僕の手本となり、きちょうな音楽の体験となってい
ます。これからも、大好きなピアノのえんそうのために、努力していきたいです。
岡久涼葉（小 5）全国大会 ベスト賞
私は、今年のピティナコンクールの全国大会で、ソロ部門と連弾部門に出場しました。
ソロ部門ではベスト賞に入賞することが出来、うれしさもありましたが、くやしさも少
し残りました。また、連弾の部門での全国大会は、初めてでしたが、お姉ちゃんと気持
ちよく演奏することが出来ました。なかなか経験できないことが体験できて、よかった
です。また挑戦できるように、これからも努力していきたいです。
岡久凛香（中 2）全国大会

連弾出場

私は、今年のピティナピアノコンペティション・ソロ部門で、全国大会に出場しました。妹と一緒に連弾を始
めて 7 年になりますが、全国大会に出場できたのは今年が初めてです。全国大会が決まった時は、とてもうれし
かったです。それから一生懸命練習をしましたが、入賞が出来ませんでした。悔しかったですが、妹と一緒にき
れいなホールでのびのびと演奏が出来、とても楽しかったです。初めて全国大会で演奏できとてもいい経験にな
りました。来年は、入賞目指して頑張りたいです。
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◉

10・11 月例会に花を添えて頂きました。

花束のご紹介

（※ 提供：大崎訓子 さん）

＜ 花 束＞

＜アレンジ＞

ニシキギ、 カンナ
ツルウメモドキ
スモークツリー
ジンジャー、 レオノチス

椿 2 種、小菊
水仙、山茶花
キンカン、アマ
ノボタン、照葉
今回も素敵な花束を
有難うございました

◉

12・1 月例会（朴葵姫 /例会時）運営担当の皆さん
ジョバンニ

めだか

タクト

アルプス

オペラ徳島

ひえ畑

デュオ

かもな園

ぽこあぽこ

個人会員でお名前（性）の頭文字が「ア」行、「カ」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。
例会運営に参加し、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。

◉

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。
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 11/22（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

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

地下駐車場の
サービス券も、
ご利用ください‼

ホームページでのお問い合
ホームページでのお問い合

•演奏中の私語は絶対にやめましょう。

わせも多くなっています。

◉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で検索
市民コンサート徳島
◉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 0169001690-0-41663 ／ 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
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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）
6:30ｐｍ
6:30ｐｍ開場
7:00ｐｍ開演
ｐｍ開場／
開場／7:00ｐｍ
ｐｍ開演

≪2・3 月例会 611 回≫原田 英代

ピアノ・リサイタル
ピアノ・リサイタル 4/21（
21（金）

２,３月例会（第 611 回）には、ピアニストの原田英代さんをお招きし
ます。市民コンサートへは初めての来演ですが、徳島へは何度かお見えに
なって、吉野川市や脇町でのリサイタルやサロンコンサートを行っており、
根強いファンも多い女流ピアニストです。
実力派ピアニストとして、いよいよ円熟の時を迎えつつある原田英代さ
んのピアニズムに、ご期待ください。
得意のシューベルトや、チャイコフスキーがプログラミングされています。

≪プロフィール≫
東京藝術大学、同大学院を経て、渡欧。
モスクワ音楽院の教授であったヴィクトール・メルジャーノフの下で研鑚を積む。

'８４年ジュネーブ国際コンクール最高位、'９１年シューベルト国際ピアノコンクール（独）第１位、
そして、'９３年モスクワにおける第１回ラフマニノフ国際ピアノコンクールで旧西側参加者の中で

唯一入賞を果たす。
≪予定プログラム
予定プログラム≫
プログラム≫
J.S.バッハ＝ブゾーニ ／ シャコンヌ
（無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２番ニ短調 BWV1004 から）

シ ュ ー ベ ル ト ／ 幻想曲「さすらい人幻想曲」ハ長調 op.15,D760
♥♡♥

休憩

♥♡♥

チャイコフスキー ／ 組曲『四季』より
１月「炉端で」

２月「謝肉祭」

４月「松雪草」

5 月「白夜」

６月「舟歌」

８月「取り入れ」

１０月「秋の歌」

１２月「クリスマス」

チャイコフスキー ／ 『ドゥムカ』－ロシアの農村風景－
チャイコフスキー（プレトニョフ編曲） ／ 『くるみ割り人形』より アダージョ

≪今年の例会・ラインナップ≫
今年の例会・ラインナップ≫
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）

8, 9 月例会 （614 回） 青山カルテット（弦楽四重奏）演奏会

9/21（木）

10,11 月例会 （615 回） 広瀬 悦子 ピアノ・リサイタル
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11/30（木）

