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目

モーツァルト（クライスラー編曲）／ロンド

解 説

≫≫

ト長調～「ハフナー・セレナード」K.250 より

モーツァルトは 1770 年に、ザルツブルクの富豪ハフナーからの依頼で、その娘の結婚式のために 8 楽章

からなるセレナードを書きました。
その中の第 2～4 楽章は、ヴァイオリン協奏曲を挿入した形になっていて、
クライスラーがその第 4 楽章をロンド形式の小品にまとめました。

ドビュッシー／ヴァイオリン・ソナタ
1917 年に完成したドビュッシーの最後の作品。病気が重くなり、死との戦いの中で書かれていて、緊迫し
た構成の内にユーモアは影を潜めています。

第 1 楽章

アレグロ・ヴィーヴォ

簡潔できっちりとした楽章。

第 2 楽章

“間奏曲”と題されたスケルツォの楽章。

第 3 楽章

フィナーレ

作曲者自身が、
「自分のしっぽをかむ蛇のようにぐるぐる回る一つの

楽想の単純な遊戯」と言い表しています。

サラサーテ／カルメンファンタジー

OP.25

“カルメンファンタジー”は通称で、正確には「歌劇カルメンのモチーフによる演奏会用幻想曲」
。

この曲を書いたパブロ・デ・サラサーテは、スペインの作曲家でヴァイオリニスト。
12 歳の時スペイン王妃の援助でパリ音楽院に留学、ヴァイオリンをアラールに、作曲をルベールに師事しま
した。その後、パリを本拠地にヴァイオリンのヴィルトゥオーゾとして、半世紀近くに渡り、世界的な活躍を
続け、パガニーニの再来と称えられました。この曲は序奏と 4 つの連続して演奏される小品からなっていま
す。ヴァイオリンの名手が作り出した難技巧を華麗に披露する名作で、ハバネラやジプシーの歌、セギディー
リャ等、聴きなじんだメロディーがたっぷり盛り込まれています。

アレグロ・モデラート

＜カルメン＞第四幕の間奏曲を演奏して始まる

第1曲

モデラート

有名なアリア「ハバネラ」の旋律が主題となっている

第2曲

レント・アッサイ

第一幕の後半でカルメンが歌うアリアがヴァイオリンによって

序

奏

艶やかに歌われる
第3曲

アレグロ・モデラート

有名な「セギディーリャ」の旋律をヴァイオリンが華麗に歌う

第4曲

モデラート

第二幕でカルメンが歌うアリア「ジプシーの歌」の旋律が中心
となっていて熱狂的なクライマックスと共に、全曲が閉じられる
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リヒャルト・シュトラウス（V.プシホダ編曲）／歌劇「ばらの騎士」より“ワルツ”
歌劇「ばらの騎士」は、R.シュトラウスの名作オペラとして名高いオペラで、全編にわたってすこぶる美しい音
楽で彩られ、特にいくつものワルツが効果的に使われている。それをもとにシュトラウスが、晩年の 1944 年に管
弦楽曲に編曲したもので＜ばらの騎士のワルツ＞として、単独でもしばしば演奏される。
美しい華やかなワルツ。V.プシホダが、ヴァイオリンとピアノ用に編曲したもの。

リヒャルト・シュトラウス／ヴァイオリン・ソナタ

OP.18

近代の交響詩と音楽劇の大家であるリヒャルト・シュトラウスが、初期（24 才頃）に作曲したただ一つのヴァイ
オリン・ソナタ。まだ十分に成熟しているとは言えませんが、5 年前のチェロ・ソナタに比べると、見違えるよう
に進歩しています。ヴァイオリンの取り扱い方はやはり 5 年前の「ヴァイオリン協奏曲」よりもはるかに自由で目
新しく、新しい和音を用いたり和声は美しい色彩に富み、対位法には心憎いほどの放胆さが見られます。形式は伝
統的な 3 楽章制に従っていますが、その取扱いは自由です。
この曲は、リヒャルト・シュトラウスの室内楽曲の最高傑作であるばかりでなく、後期ロマン派のヴァイオリン・
ソナタの代表作の一つであるといえます。

第 1 楽章

アレグロ・マ・ノン・トロッポ

第 2 楽章

アンダンテ・カンタービレ……インプロヴィザツィオン「即興曲」と名付けられた美しい楽章

第 3 楽章

アンダンテーアレグロ
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♥♡♥

演奏家プロフィール

♥♡♥

青木 尚佳（あおき・なおか）
1992 年東京生まれ。
2014 年 11 月、フランス・パリで行われたロン＝ティボー＝クレスパ
ン国際コンクールで第 2 位受賞。併せてコンチェルトの最良の解釈に贈ら
れるモナコ大公アルベール二世賞を受賞する。また同年 10 月、中国・チ
ンタオで行われた第 4 回中国国際ヴァイオリンコンクールにて第 2 位受賞。
2009 年第 78 回日本音楽コンクール第 1 位。併せてレウカディア賞、
鷲見賞、黒柳賞を受賞する。この年、桐朋学園大学音楽部ソリスト・デュ
プロマコースに最年少で合格し、2011 年修了。
(c)井村重人

2010 年 NHK 交響楽団とパガニーニ：ヴァイオリン協奏曲を共演しデ
ビューする。その後も東京交響楽団、アンサンブル金沢など多数のオーケ

ストラと共演。
11 歳より堀正文氏に師事した後、2011 年よリ英国王立音楽学校に Thom Napper 氏及びローム
ミュージックファンデーションより奨学金を得て留学。現在、藤川真弓氏、堀米ゆず子氏、アナ・チュ
マチェンコ氏に師事。
ロンドンでの多数のリサイタルのほか、2012 年と 2014 年と 2 回に渡り RCM Concerto Com
petition に優勝、RCM phiharmonic とチャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、メンデルスゾーン：
ヴァイオリン協奏曲を共演。室内楽も積極的に行っており 2012 年 9 月より String Quartet を結成
、2013 年 RCM Concerto Competition に優勝し、Chipping Campden Festival，Royal Aibert
Hall,Wigmore hall，Cadogan hall その他多数のフェスティバルにて演奏を行う。
2014 年 6 月、スイス国際アカデミーに参加し、小澤征爾氏とヴィクトリアホール、シャンゼリゼ
劇場で共演した。
2016 年 6 月の仙台国際コンクール・ヴァイオリン部門に於いて、第 3 位に輝いた。

中島 由紀（なかじま・ゆき）
桐朋学園大学を卒業後フランスへ留学、リヨン国立高等音楽院の第
3 課程において、ピアノ科と室内楽科のディプロマを取得。
1982 年 PTNA ヤングピアニスト・コンペティション F 級、金な
しの銀賞受賞。90 年 NHK-FM デビューリサイタル出演。同年、第 2
回宝塚ベガ音楽コンクール、ピアノ部門第 1 位。97 年フランスのモー
リス・ラヴェル国際音楽アカデミーにて最優秀ピアニスト賞受賞。
2001 年から 09 年の春まで東京芸術大学の管楽器科の伴奏員を務
る。これまでに市田悦子、中島昌子、故ゴールドベルグ山根美代子、
関晴子、P.ポンティエ、J-F.エッセールらに師事。
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バックステージ

２・３月例会（原田 英代 例会）の交流会から

原田英代さんとの例会交流会は，原田さんのファンの方々が参加さ
れたこともあり，和やかで親密な雰囲気の会となりました。
当日の話から一部拾ってみます。
―表現は，年齢ともに変わるものですか。
歳を重ねると，表現の幅や音色が変わります。実はわたしは，４年
間，腱鞘炎に苦しみました。２０１２年の秋，右手の親指が腱鞘炎に
かかり，
「くの字」に曲がって伸ばせなくなりました。でも，がまんし
てそのまま弾いていました。
そこからいろいろな治療を行いましたが，
完治しませんでした。
でも，昨年の９月に「気導術」と出合い，やっと治すことができま
した。今，心がけていることは，背中に力を入れて弾くということで
す。カメは背中が硬く，おなかがやわらかいですが，そういったイメ
ージで弾くようにしています。
―ピアノのとの出合いは，どのようなものでしたか。
幼い時，音遊びからピアノを始めました。母が指に色のついたリボンを結んでくれたことを覚えています。
―チャイコフスキーの組曲『四季』についてお話しください。
この組曲は，全部で１１曲から成ります。以前，そのうち，８曲を弾き，１曲をアンコールで弾いたところ，
全曲を弾かないのですかと言われたことがあります。
「舟歌」は，わたし独自の解釈です。その際，ピアニッシモがいいですねと言われたことを覚えています。
―現在，取り組んでおられることをご紹介ください。
東京の「白寿ホール」で，毎年リサイタルを行っています。一年に一回，一日だけのリサイタルです。今年の
テーマが「さすらい」
。来年のテーマが「葛藤」
，それから「変容」
，
「統一」
，
「光」と続きます。ロシア物とドイ
ツ物で構成したプログラムです。ロシア物はリクエストがあったからです。みすず書房から本を出した関係かと
思います。
チャイコフスキー以外に，ショスタコービッチやメトネルなども弾きます。ドイツ音楽がなければロシア音楽
はありえなかったとわたしは考えています。ドイツ人は葛藤が好きです。べートーヴェンの「テンペスト」など
も，その中に喜劇があり，悲劇があると思います。
原田さんは，質問にひとつつひとつ，丁寧に答えてくださいました。そのお答えの中に，これまでの豊かな音
楽経験と教養が感じられ，大きな感銘を受けました。
また，きさくで，親しみやすいお人柄にお見受けしました。熱烈なファンが多いのもなるほどうなずけました。
黒がよくお似合いの美しい方。徳島には，よく足を運ばれているとのこと。市民コンサート徳島での再演を楽
しみにしています。

（機関紙部 鎌田 憲二）
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（岡本
最初の一音を聴いた時，ズンと心に響き，それからは夢心地・・・

耕介）

★韓国のご出身なのに，日本語の発音がきれいです。演奏

～原田

もとても上手ですね。とても楽しかったです。
英代
ピアノ・リサイタル
★中村紘子を思い出した。スケールが大きく男性的。

2017 年４月 21 日（金） 郷土文化会館（あわぎんホール）
★薄紫色のシルクのドレス，白い肌，黒髪，美しい気品あ
ふれる姿から湧き出すような力強い音楽に，今宵，夢の
ような幸せな時間を過ごしました。日常生活でついた心
の汚れとか，あかのようなものが流れ去るような気分で
した。

（マミさん）

★ロシア人は，ロシアの大地を離れると，生きていけなく
なるらしい。特に音楽家は。そんな大地を踏みしめたく
なった。
「１２月物語」を思い出した。感謝。
ロシア風コバルトブルーのピアニスト松雪草に思い
を記す

★生のピアノ演奏は，久しぶりで感動しました。楽譜なし

★「四季」について。テンポをゆらすと表情がでてきて，
これはこれでよいのだが，テンポをゆらさずに弾くと，
一音一音から恐ろしい闇が見えるような気がする。私は，

大）

（Ａ．Ｈ）

★今朝５時からのＴＶ放送をきき，大きな期待を持って参
りました。期待通りで聴き入りました。満足，満足でし
（めだか

藤友

信子）

★やっぱりピアノは一番いい。ピアノは“楽器の王者”ピ

中で，アレクセイ・チェルカーソフのＬＰレコード「四

アノに勝る楽器はない，と思いました。

季」を聞いて，なぐさめられたものだった。今では完全

（マコ）

★力強い音色に刺激されて頭がスッキリしました。

によくなり，当時をなつかしく思いながら，今ここにい
（シロメダカ３３７７）

★ダイナミックと繊細さを兼ね備えたすばらしい演奏で
した。

★わかりやすい説明とかがあり，とてもあたたかいふんい

★完成度も高く，情感の深い演奏で素晴らしかった。お話

きが満ちていました。すごくスケール感がある演奏だっ

も面白く，原田さんのお人柄すべてを伺い知ることがで

た。ピアノの音がすばらしかった。

きるようなステージでした。チラシの写真より，ご本人

★最初の一音を聴いた時，ズンと心に響き，それからは夢
（里山

もよく分かりました。

た。

高校のとき，大病をわずらって音楽へ逃げこんだ。その

心地・・・。

天野

★素晴らしい音を聞かせてくれました。力強く繊細。解説

で，演奏されたことにもおどろきました。
（上村 恭子）

る。

（アルカディア

大崎

の方が素敵だった。

訓子さん）

★全て良かった。力強い音から小さな細やかな音まで魅了

★天（空？）を見上げるかのように演奏される姿が印象的

されました。最初のバッハには涙しました。

でした。多く使われて音楽を立体的に表現されているよ

★超名演でした。

うに感じました。チャイコフスキーの「舟歌」は，ひと

（めだか

井上

尚）

★ほんとうにすばらしい演奏でした。自然と大地と愛が会

味違う解釈を示していただいたように思います。
（あっこちゃん）

場いっぱいあふれていました。
★バッハ，シューベルト，チャイコフスキー，どの曲もす

★力強い自在な演奏に感激しました。久し振りのコンサー

ばらしかったです。今迄聞いたピアノ曲で最高でした。

トでしたが，曲・作曲者についてコメントして下さった

★約１０年ぶりに原田英代さんを聴いた。強靱なタッチと

ので，初心者にもわかりやすかったです。

瑞々しい高音域の響きは，以前にも増して，顕著であり，

★音の響きの豊かさ，音色の幅広さに驚きました。
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ヴィルトゥオーゾの片鱗を感じた。特にシューベルトは

★すばらしい音楽でした。いろいろな音色できれいだった

期待通りの好演であった。

（桑原

佳宏）

です。いっしゅんの空気にすいこまれました。力強い音

★すごく聞きごたえがあった。

（川野

雅代）

を勉強しました。

★感情の表現が良かった。チャイコフスキーの甘美な感傷

（ぽこあぽこ

岡久

涼葉）

★きれいなひびきでした。私は，はらださんのひき方がて

的なメロディーが良く出ていた。

いねいなので，いいと思いました。なめらかなところが

★後半のチャイコフスキーが圧巻でした。

特に上手だと思いました。 （ぽこあぽこ

★すばらしい演奏会でした。魂のこもった原田さんのピア

中西 莉菜）

★体を使って強弱をつけていて，すばらしかったです。

ノは，心に染み入ります。

（ぽこあぽこ

林

里咲）

★チャイコフスキーのピアノ曲は，今までほとんど聴いた

★あかるいところはすごくきれいで，くらいところはかな

ことがなく，楽しませてもらいました。演奏もパワフル

しそうにきこえます。わたしも英代さんみたいになれる

ですごかった。

ように，ピアノ，がんばります。

（中尾 賢一）

★最初の一音に魅せられ，ずっと聞きほれてしまいました。
踊るように弾く姿も素敵でした。

（ぽこあぽこ

吉岡

杏菜）

★ひょうげんがよくわかったし，ないようも，とちゅうで

（コスモス

加藤

孝子）

おどりみたいできれいだったです。

★今日のような演奏をきける子供達はラッキーだと思っ

（ぽこあぽこ

た。

仁木

琴子）

★「シャコンヌ」はテクニックが素晴らしかったです。

★情感豊かな演奏で，質の良さと水準の高さを感じた。
（たおのプーさん
★全編大変良かったです。

平岡

（ぽこあぽこ

共生）

保人）

★ひょうげんりょくがとてもあって，フォルテとピアノの

（たおのプーさん）

おおきさも, ちがいがわかって，ピアノをもっとがんば

★あまり聴く機会のない作品が楽しめた。

れるきがしました。

★長年聴いた市民コンサートの中で，一番印象に残る演奏

素晴らしい演奏をありがとうございました。

★全曲を解説してくれたのは良かった。

（ぽこあぽこ

福岡

帆奈）

★ゆびがいっぱいまわっていたし，音もきれいですごかっ
（岸本）

（坂田

たです。

（ぽこあぽこ

（ぽこあぽこ

川田 萌永）

和）

★一曲ずつ説明をして下さったのは，よかったと思います。
めぐ）

原田

英代

例会の運営担当のみなさん

吉兼さん（スターダスト）,川上さん（フラワー）
伊豫谷さん,岡本さん,古田さん（コスモス）

★指がすごくまわっていたし，はく力のあるとてもいい音

川田

がして気もち良かったです。体の使い方やうたい方も上

萌永さん（ぽこあぽこ）,北島さん（ハ長調）

佐尾山さん,田中さん,桜木さん,

手でした。音色がパッと変わるよころがよく分かりまし

お疲れさまでした。

た。またステキな演奏を聞きたいです。
（ぽこあぽこ

佐野 由衣）

きっちりひけていて，すごいと思った。

とてもよくわかりました。情景が目に浮かぶようでした。

★大変よかった。もう一度聞きたい。

（ぽこあぽこ

★タララララ・・・となるところをバラバラじゃなくて，

を聴かせてもらうことができました。音の移り変わりが

川田

万結）

★表現，技術ともに，すごくてかっこよかったです。
とてもあこがれました。

濱田

（ぽこあぽこ

りんご）

★一音一音に心がこもっていて，きれいな音で，すてきで

英代さんのサイン色紙当選者

きかなそんそん

上村

さん

ぽこあぽこ

川田

さん

森井 さん
した。２曲目の「さすらい人幻想曲」では，とても勇気
あふれた音で，すてきでした。 （ぽこあぽこ

原田

小林 浬）

おめでとうございます。
５月例会の会場でお受け取りください
おつかれさまでした
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◉

2・3 月例会に花を添えて頂きました。
花束のご紹介
＜花

束＞

＜アレンジ＞

今回も素敵な花束を
有難うございました
（※ 提供：大崎訓子 さん）

山吹／矢車草／原種グラジオラス

チューリップ／つき抜き忍冬
白山吹

◉

／つくばねうつぎ

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2016 年

12 月/2017 年 1 月例会

「朴葵姫/ギター・リサイタル」で、
大崎さんが作って下さった花束を、

ギターの音は、こんなにひびくんだと

今回も沖野恵子さんの門下生の

驚きました。そして朴さんに花束を

林 里咲さんが届けてくれました。

わたすことができて、とてもうれしか

ありがとうございました。

ったです。
（林 里咲）

◉

4・5 月例会（青木 尚佳 /例会時）運営担当の皆さん
シャロム

リュバン・ヌエ

行々子

ミルク

カナリヤ

クロワッサン

ミュージックランド

里山

太平洋

とちら連

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。
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。

◉

4・5 月例会（青木 尚佳 /例会時）もパンを販売予定です。
前回とても好評だったので、今回も販売します！
原料は、すべて国産の厳選された食材が使用され、食の安全かつ手作りならではの味を
提供しようとスタッフ一同、頑張っています。前回の好評だったことを参考に、今回も
工夫されたものが、お目見えすると思いますので、皆さんご期待ください‼
仕事帰りの方、夕食を食べる時間がなかった方、ちょっと小腹がすいたかなという方、
温かいコーヒーと一緒に、コーヒータイムを楽しんでくださいね。
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◉

真に音楽を楽しむために

①

コンサートホールとは、どういうものなのでしょうか?
更に、よいコンサートホールとは、どんなホールなのか？
徳島市が今検討している、音楽芸術ホールの建設構想の方向性が見えかかっている今、一緒に考えてみたいと
思います。
音楽会を楽しむには、まずホールでの鑑賞が大前提であることは、言うまでもありません。騒々しい社会生
活の日常とは別世界の空間に身をゆだねて、ゆったりと音楽に浸る歓びは、何物にも代えがたい幸せです。
市民コンサートの会員の皆さんは、日ごろ味わって居られる事でしょう。その為にもホールの内容と質が問
題です。コンサートにも、大編成のオーケストラから室内楽やソロ・リサイタルなど、さまざまです。
それぞれにふさわしい規模があります。よって多くの会館では、
大、中、小のホールを用意しています。
悲しいことに、我が徳島だけは例外ですが！
そして、一番大事なのはホールの響きの質です。ホールは第二の
楽器ともいわれます。良いホールは、建物の豪華さではなく、響
きの質が良いのです。残念ながら現状では、徳島県の外に出ない
と体験できません。
（続く）
企画部：小路常芳

◉

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 5/31（水）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

•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

01690-0-41663

／

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開場／7:00ｐｍ開演

≪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）

ピアノ：斎藤 雅広
第 613 回例会には、クラリネットの赤坂達三さんをお招きします。
赤坂達三さんは、市民コンサートには 1997 年に初めてお招きして以来、2002 年
にもお越しいただいており、今回が久々の来演となります。そして今回は、ピアノの
名手・斎藤雅広さんとのデュオで、前半は得意のフランスの作品を、後半は、スタン
ダード・ナンバーを華麗な編曲で演奏します。リラックスして、お楽しみください。
≪プロフィール≫
国立音楽大学で学んだ後、パリ国立高等音楽院のクラリネット及び室内楽を 1 位で
卒業。他、パリ・ポールデュカ音楽院、ヴェルサイユ国立音楽院、ともに 1 位で卒業。
トゥーロン国際音楽コンクールで第 3 位（クラリネットで国際コンクール連盟加入のコンクール受賞は、日本人
初）
。日本木管コンクール 1 位。日本クラリネットコンクール 1 位なし第 2 位。パリ国際コンクール 1 位。
20 数年にわたり、リサイタルでの活躍はもちろんのこと、国内外の主要オーケストラやゲヴァントハウスを
はじめとする著名な弦楽カルテットとの共演は数え切れない。実力とスター性を併せ持つ真のアーティストとし
て、クラリネット・ソリストの第一人者と言われている。

≪予定プログラム≫

ラ

ボ

ー

／ ソロ ドゥ コンクール

プ ー ラ ン ク ／ クラリネット・ソナタ
ドビュッシー ／ 「月の光」
ドビュッシー ／ 第一狂詩曲
♦♢♦ 休 憩 ♦♢♦
ビギン・ザ・ビギン，二人でお茶を
夜のメドレー（ムーンライトセレナーデ～夜もすがら～ムーンリバー）
シ ョ パ ン ／ ノクターン第 20 番 遺作嬰ハ短調
フ ァ リ ヤ ／ 火祭りの踊り
煙が目にしみる，ムーランルージュ，リベルタンゴ
「」
：ピアノソロ曲（斎藤雅広 P）

≪今年の例会・ラインナップ≫
8, 9 月例会 （614 回） 青山カルテット（弦楽四重奏）演奏会
10,11 月例会 （615 回） 広瀬 悦子 ピアノ・リサイタル
12,2018/1 月例会（616 回） 広田 智之 オーボエ・リサイタル
10

9/21（木）
11/30（木）
2/14（水）

