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ドボルザーク／弦楽四重奏曲
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第 12 番ヘ長調「アメリカ」作品 96

ドボルザークの作品の中でも最も幅広い人気を集めているのは、アメリカ時代（1892～95 年）に作
曲されたもので、その中でも交響曲第 9 番「新世界より」とこの弦楽四重奏曲第 12 番「アメリカ」が、
特に広く親しまれているといえます。教育者としてもすぐれた存在であったドボルザークは、1892 年
からおよそ 3 年ほどの間、二ューヨークのナショナル音楽院の院長として招かれました。
のどかなプラハからニューヨークという大都会に移り住んだドボルザークは、アメリカの生活になか
なか融け込むことが出来ず、精神的にかなりのショックを受けました。彼にとって、この土地での生活
は必ずしも快適なものではなく、常に望郷の念に悩まされ続けました。しかし、彼はこの機会に、虐げ
られている黒人たちの民謡や霊歌、又滅亡の一歩手前まで追い込まれていた原住民ネイティブアメリカ
ンの音楽などを知り、そうした音楽特有の哀愁に満ちた調べを聴くことにより、その孤独感をいやした
といわれています。そして彼は、このような未知なる音楽に高い関心を抱いて、以前とは異なる作風を
切り開くことになりました。
この「アメリカ」は、祖国チェコへの耐え難い想いを忍ばせていたドボルザークが、そうした新しい
音楽的素材をふんだんに活用して作曲した注目すべき弦楽四重奏曲と言えます。この作品は、アイオワ
州にあるチェコの移民部落スピルヴィルに於いて、僅か 3 日でスケッチが終えられ、それから 11 日間
で最終的な完成がなされました。このように極めてスピーディーに作曲されているにもかかわらず構成
的にも実にみごとであり、簡潔で、無駄のない完成された書法は、ドボルザークの底力を認識させられ
ます。
ドボルザークはこの曲に於いて、親しみやすさと高度な音楽的内容の絶妙な融合を成し遂げ、さらに
洗練された優美さと土俗的な情感を同化させることにまでも成功しています。また、弦楽四重奏という
編成の表現効果をもっとも理想的な状態にまで突き詰めた一つの実例と見ることもできます。
尚、ドボルザークは、この曲に於いて五音音階を、実に巧みかつ効果的に楽想の中に盛り込み、どこ
となく人懐っこい独自の雰囲気に大きな役割を果たしています。
第 1 楽章

アレグロ・マ・ノン・トロッポ

ヘ長調 4 分の 4 拍子

第 2 楽章

レント ニ短調

第 3 楽章

モルト・ヴィヴァーチェ へ長調

第 4 楽章

ヴィヴァーチェ・マ・ノン・トロッポ ヘ長調

8 分の 6 拍子
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4 分の 3 拍子
4 分の 2 拍子

ハイドン／弦楽四重奏曲

第 77 番ハ長調「皇帝」

この曲は、ハイドンの弦楽四重奏曲中最も有名な曲で、タイトルの「皇帝」は、ハイドンの作曲した
オーストリア国歌「皇帝讃歌」が、第 2 楽章の主題に用いられているため、付けられました。
第 1 楽章

アレグロ・ソナタ形式
ハイドンの多彩で巧みな筆致が浮き彫りにされています。

第 2 楽章

ポーコ・アダージョ・カンタービレ 変奏曲形式
有名な「皇帝」の主題とその 4 つの変奏によって構成されています。

第 3 楽章

メヌエット・アレグロ 三部形式
大変快活なメヌエットです。

第 4 楽章

プレスト ソナタ形式
素材をうまく活用していてハイドンの手腕が冴えています。

モーツァルト／ディヴェルティメント

変ロ長調 K.137

この曲は、前作（ディベルティメントニ長調 K.136）の姉妹作になります。
この曲では、最初の 2 つの楽章が入れ替えられて緩―急―急の 3 楽章構成が取られています。こうした
配列はイタリアの室内楽でよく見られます。ここでは、それが次第にテンポを加速する結果となってい
るのが特徴です。
第 1 楽章

アンダンテは始まるとすぐに転調していきます。この不安げな表情とセレナード風
の穏やかさの交代で進みます。

第 2 楽章

アレグロ・ディ・モルトは単純なソナタ形式によるシンフォニア風の楽章です。

第 3 楽章

アレグロ・アッサイは、三部形式によるくつろいだ舞曲風のフィナーレです。
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♦♢♦
あおやま

第一ヴァイオリン

演奏家プロフィール

♦♢♦

ともなが

青山 朋永

京都市立芸術大学大学院卒業。
卒業と同時に広島交響楽団に入団し、2011 年度より特別契約首席奏者として活動
する。2016 年に同楽団を対談し、現在はソロ、室内楽を中心に活動している。
エリザベト音楽大学非常勤講師。

おおにし

第二ヴァイオリン

ひであき

大西 秀明

神戸在住。関西を中心に室内楽、オーケストラ、及びソロで活動している。
2 歳より才能教育でヴァイオリンを始める。京都大学在学中に同交響楽団に所属し
コンサートマスターを務める。2009 年 1 月より 2011 年 8 月まで佐渡裕率いる
兵庫芸術文化センター管弦楽団コアメンバーとして活動。また大阪モーツァルト・
サロンを拠点として、定期的に室内楽・リサイタルなどを行っており、現在ベート
ーヴェンヴァイオリンソナタ全曲演奏（今 11 月完結予定)に取り組むなど意欲的に
活動している。ヴァイオリンを中島美子、田渕洋子の各氏に師事。
澤和樹、久合田緑、市坪俊彦、森田玲子の各氏らと室内楽で共演。

おかもと

ビ

オ ラ

な な こ

岡本 名那子

京都市立芸術大学音楽学部卒業。相愛大学音楽専攻科卒業。
ヴィオラスペース 2013.2015 において、ソロまた室内楽共にアントワン・タメス
ティ氏のマスタークラスを受講。その他、パリ・フガートマスタークラス、フレー
ヌ国際アカデミーなど国内外の講習会に参加し、ソロや室内楽のクラスを受講する
これまでにヴァイオリンを木村和代、岸邉百百雄、またヴィオラを山本由美子氏に師
事現在、関西を拠点にフリーの演奏者として後進の指導を行う傍ら、室内楽、オーケス
トラ、アーティストのライブサポート、レコーディングなど幅広く演奏活
動をおこなっている。

さきもと

チ

ェ ロ

らんな

崎元 蘭奈

神戸私立山手女子高校音楽科チェロ科卒業。京都市立芸術大学弦楽学部卒業。在
学中に 21 名の選抜学生に選ばれてドイツ、カールスルーエ大学のヴァイオリン教授
の元で室内楽を学ぶ。その団体により京都青山財団バロックザールに於いてバロック
ザール賞（最優秀賞）を受賞。2015 年一般社団法人アンサンブル神戸定期演奏会に
てハイドンチェロコンチェルト 1 番のソリストを務める。現在、アンサンブル神戸を
はじめ関西主要オーケストラのエキストラとして活動。トリオソーニョアンサンブル
メンバーとして鳥取県西部弦楽指導。
4

バックステージ

６・７月例会（赤坂 達三例会）の交流会から

おしゃれでかっこいい赤坂さんと，例会でのトークの
通り，陽気でおしゃべりが楽しい斎藤さん。例会交流会
の時間はあっという間に過ぎました。
ジャズナンバーは斎藤さんの編曲ですか。
（斎藤）この曲をやりたいと赤坂さんがリクエストを出
し，それをわたしがアレンジしました。ピアソラは二人
の共作です。
赤坂さんは，どんな人ですか。
（斎藤）赤坂さんは，ビールを１０杯くらい飲むと，夢
を語り始めます。
この前は，
「映画をとりたいんだけど・
・
・」
と言っていました。でも，
「お金がかかる」と知って，断
念したようです。
（赤坂）斎藤さんは，いつも冷静で現実的な意見を言います。意外なことにお酒は飲めなくて，カルピスが大好
きです。
クラリネットの大変なところは何ですか。
（赤坂）クラリネットは，木管楽器だから，湿度が高いと困ります。リードがびちゃびちゃになるのです。湿度
４０％ぐらいでよく音が出るリードは，湿度が７０％になると音が出なくなり
ます。クラリネットのリードは大量生産しているのですが，使えるのは２０枚に１枚ぐらいです。今日のよう
な天気では，２００枚に１枚ぐらいになります。いいリードを使えばいいというのではなく，天候に合わせて，
リードを選びます。そのことが大変ですね。
お二人のおつき合いはいつからですか。
（斎藤）もう２４～２５年ぐらいのつき合いです。昔，わたしがやっていた番組に，ゲストとして赤坂さんに来
てもらったのです。その後，今から１０年ほど前に，
「スーパーカー・トリオ」というユニットをつくったので
す。その時に一緒にやりました。結構ヒットしたのですが，知りませんか？それから二人でもできるのではと
いうことになり，６～７年前に「スーパー・デュオ」として活動しました。
（赤坂）二人とも同じ５０代です。齋藤さんなんか，もうすぐ「赤いちゃんちゃんこ」を着なければなりません。
トークはあらかじめ打ち合わせをしてあるのですか。
（斎藤）おしゃべりのネタは特に作っていません。
（赤坂）うけたネタをストックしてあります。でも，斎藤さんが「あれやって」と言う時はあります。
客席から譜面台を見えないように置いてあるのでしょうか。
（赤坂さん）客席から見て，譜面台が見えないように見える角度にしてあります。これはヴァイオリニストの古
澤巌（ふるさわいわお）さんに教わりました。楽譜は暗譜をしなさい。できないなら，このようにしなさいと
教わりました。
いいコンビだなと思いました。おそらくお二人は，言葉を交わさなくても心が通じ合っているのでしょう。
これからもきっとわたしたちを楽しませてくれることでしょう。
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（機関紙部 鎌田 憲二）

コンサートを２つ聴けたようでうれしかった。
ぎてしまいました。

～赤坂

（奥村）

★韓国のご出身なのに，日本語の発音がきれいです。演奏

達三

クラリネット・リサイタル

もとても上手ですね。とても楽しかったです。

2017 年７月
11 日（火） 郷土文化会館（あわぎんホール）
★感情表現が素晴らしかった。バイオリンの楽器も，すご

★あまりクラリネットの独奏を聴く機会がないのですが，
斎藤さんとのおしゃべりと共に楽しませていただきま
した。休憩時間にＣＤ売り場に斎藤さんが立っておられ
て，ＣＤを勧められていたのが，ちょっとびっくりしま
したが，良い方ですね。

（あっこちゃん）

★pp から ff まで，おだやかな音から激しい叫びまで名人
の音を堪能した。
★ソロとしてクラリネットを演奏される方だなと思いま
した。いい演奏を聞かせて下さってありがとうございま
★クラリネットのソロははじめてのことで，第１部のクラ

した。クラリネットの響きがこんなに美しいとは知りま

リネットの曲は馴染みがなかったが，木管楽器のやわらか

せんでした。

い音色にいやされた。

（コスモス

山内

緑）

★クラリネットという楽器の奥深さを知り，とても素敵な

（たおのプーさん

平岡

んの姿勢は本当に美しかったです。

深愛）

★赤坂さんのクラリネットとともに斎藤さんのピアノと

★斎藤さんとのコンビは楽しかったですが，赤坂さんの静

★演奏のあい間も漫才を見ているようで，ずーと楽しかっ

（金魚の金太郎）

★とても面白く，楽しかったです。

（そらの家）

かさがやや残念な感じです。演奏は文句ありません。

トークも内容豊かでよかった。コンサートを２つ聴けた
ようでうれしかった。

★曲もすばらしかったですが，トークも楽しくて，すてき
な時を過ごせました。もっと聴きたかったです。赤坂さ

経験となりました。ＭＣとてもおもしろくて楽しい時間
となりました。

（マコ）

（瀬部）

た。
★大変よかった。クラリネットのソロも聞いてみたい。味

★トークが面白かったです。トークを入れると会場がほほ

わいのある音色が心地よかった。

笑みとても良かったです。

（橋本

秀樹）

★斎藤雅広さんの伴奏がすばらしかった。期待以上でした。

★クラリネットの優しい音色にうっとり！ピアノもとて

次回は，ソロで是非！

も美しいクラリネットと同調していたように思います。

（つうちゃん）

★二人の息がピッタリ。ピアノとクラリネットが織りなす

トークが楽しく，あっという間に時間が過ぎてしまいま

音が絶妙でした。クラリネットの音域が広く，優しい音，

した。

力強い音など，様々な音を出せるのにビックリ！

★ベテランによる肩の力の抜けたコンサートでとてもよ

（コスモス

加藤

孝子）

かった。１９世紀末のフランスで流行した音楽の再現の

★二人のかけあい，楽しかった。 （めだか

ようだった。（プーランク，ドビュッシー）後半もとて

★お二人の会話も楽しく，斎藤さんのトーク，説明がとて

もよかった。お話も大変面白かった。

岩見 宏康）

もおもしろく，前回と違い，あっという間に時間が過ぎ

★赤坂さんのクラリネットはテクニックも表現力もすば

ました。なじみの曲が多々あって，親しみやすかったで

らしく感激しました。ピアノとおふたりの息もあってよ

す。

かったです。斎藤さんのトークは楽しかったです。
（石山

（ノラ・ハート）

★なんとも素敵なクラリネットの演奏と，おまけにピアノ

智子）

のソロも聴けて，とても得をした気分です。
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★黒いスーツのシックな男性お二人。対照的な外見と雰囲

（ぽこあぽこ

気ですばらしい音楽を聞かせて下さいました。なんかお

佐野

由衣）

★音がとてもまろやかでした。リードミスもしないし，タ

しゃれなコンサートでした。またぜひ聞きたいです。

ンギングができていて，すごいと思いました。たかい音

（マミさん）
★クラリネットで思い出すのは，労音時代に鈴木章治とリ

からひくい音までひびいていて，すごかったです。強弱
がしっかりついていました。はやい曲でよくゆびがまわ

ズムエースの事を思い出します。今回，演奏会で，赤坂

るなと思いました。ピアノとクラリネットがあわさって，

さんと斎藤さんの対話が面白かったです。
（坂田

とても美しい音色でした。

和）

★赤坂さん，斎藤さん，それぞれの演奏会を聴いたのは，

（ぽこあぽこ

林

里咲）

★ピアノの美しいきれいな音色とクラリネットのひびく

もう１０年あまり前のことだった。その時も，大変素晴

音のかけ合いが，とてもきれいでした。又，とてもはく

らしい演奏だったが，今回はその２人の共演とあって，

力のあるえんそうでした。

とても贅沢な気分を味わえた。斎藤さんのソロが聴けた
ことも望外の喜びであった。

（桑原

（ぽこあぽこ

小林

浬）

★クラリネットやピアノの音はピッタリで，美しい音でし

佳宏）

た。また，とくしまでえんそうしてください。

★久々にクラリネットをまとめて聴きました。（前回も赤

（こっとん）

坂さん）クラリネットって，かなり表情豊かな楽器だな

★クラリネットの音やピアノの音はぴったりで，美しい音

と思いました。ピアノ伴奏もよかったです。２人のトー

でした。また，とくしまでえんそうして下さい。わたし

クは，まるで漫才のようで，楽しいですね。

もピティナ・コンクールの本せんにむけてがんばります。

（中尾

賢一）

★ピアノの方のお話が面白くて笑ってしまったが，ピアノ

（あん子さん）
★とても音色がきれいだなあと思いました。息つぎがたい

も素晴らしくて，同一人物なのが不思議だった。演奏後

へんそうだったけど，きれいだったです。

（すー）

も笑いがこみあげて仕方なかったので，次回は何十年後

赤坂

になるか未定ですが，程々にお願いします。「お笑いク

達三 例会の運営担当のみなさん

ラシック」という感じで，テレビにも出てほしいワ－。
★クラリネットとピアノの音がばつぐんでした。
（ぽこあぽこ

濱田

共生）

★クラリネットのえんそうをなまできくのがはじめてで，
すてきな音色でびっくりしました。「ビギン・ザ・ビギ
ン」
「二人でお茶を」
「夜のメドレー」は，大人のディナ
ーにぴったりだと思いました。
（ぽこあぽこ

福岡

帆奈）

★ていねい。思ったより音がこもっていた・・・。見てい

マリンブルー

吉田さん

きかなそんそん

三原さん

ガーネット

伝住さん

みゅーず

門田さん

ぽこあぽこ

佐野さん，仁木さん

ムーンリバーⅡ

太田さん

ハ長調

北島さん

プレアデス

田島さん，小路さん
水井さん

ると，色々なテクニックを使っていておもしろかった。
音をすごくきいている！

（ぽこあぽこ

中西

赤坂

★体のうごきがとてもよかったです。ピアノのゆびのうご
きがすごかった。

（ぽこあぽこ

川田

萌永）

★ピアノの透き通った音と，濃厚なクラリネットの音がと
てもきれいだった。

おつかれさまでした。

莉菜）

（ピアノ）

★クラリネットは,かなしいばめんもあれば,はやいばめん

達三さんのサイン色紙当選者

コスモス

山内

緑さん

たおのプーさん

平岡

深愛さん

ぽこあぽこ

濱田

共生さん

おめでとうございます。

もあり,ひょうじょうがかんぺきでした。

８・９月例会の会場でお受け取りください。
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◉

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介

2017 年

4 月/5 月例会「青木尚佳/ヴァイオリン・リサイタル」に於いて、今回も花束を沖野恵子さん門下生

の吉岡 杏菜さん、仁木 琴子さんが届けてくれました。ありがとうございました。

「花束をわたすとき、とつぜんぶたいに出たからびっくりしました。
でも一人ではなく、あんなちゃんといっしょだったからあまり
きんちょうしませんでした。」

（仁木 琴子）

「わたしは、青木なおかさんに花たばをわたしました。
青木さんのえんそうは、美しいなめらかなえんそうで、とても
よかったです。また、きかいがあったら聞きたいです。私も美
しいえんそうができるように、がんばりたいです」

◉

（吉岡杏菜）

仁木琴子さん

吉岡杏菜さん

8・9 月例会（青山カルテット・弦楽四重奏/例会時）運営担当の皆さん
ジョバンニ

アルプス

めだか

タクト

ぽこあぽこ

かもな園

ひえ畑

デュオ

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。

◉

8・9 月例会（青山カルテット・弦楽四重奏/例会時）もパンを販売予定です。
パン工房「シャロム」のパンは、毎回好評ですが、特に菓子パン……コーヒーあんぱん
に人気があります。今回も 2 個セットで販売します。
そのほかの菓子パン、食パン等、すべて国産原料にこだわり
作っておりますから、安全で、おいしいです。

是非ご賞味ください‼
◉

夏休みも終わり
厳しかった夏の暑さも少し柔らんだような、そして海や山、夏休みで賑わっていた子供たちの声が遠くで聞
こえるようになると、今度は秋の足音が聞こえてくる季節となって来ました。
さて、会員の皆さんは、子や孫たちとの長い夏休みを、どのように過ごされましたか？
前回熱中症対策について、少し注意することにより、防ぐことが出来ることを簡単にお知らせしましたが、

残暑はまだまだ厳しいですから、引き続き体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
夏の事故。昨今の新聞、雑誌、マスコミ等の情報から、夏休み中の子供たちの事故が目につきましたね。
大人の不注意で車内に閉じ込められたリ、市道を歩いていて車にはねられたり、また、記憶に新しいところで
は、公園で遊んでいて「ヤマカガシ」という毒蛇にかまれ、一時は生死の境をさまようような事故もありまし
た。また、暑いがゆえの水難事故も毎日のように報道されました。夏休みを利用して、子供たちと一緒に帰省
したり、夏のレジャーを楽しんだり、家族旅行する中で、注意していても避けられない事故もありました。
しかし、これからの季節は、音楽や読書、芸術に親しむ季節でもあります。市民コンサート徳島でも、9 月
の例会、10 月の落語会、11 月例会と続きます。秋の夜長を芸術で、楽しいひと時をお過ごしください。
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◉

真に音楽を楽しむために

③

良いコンサートホールとは、どんなホールなのか?前回、ホール内部の空調（静かな）が重要な要素と書きました。

次に、ホール内部の壁や天井、舞台の床などの材質です。一般に良質な木材を多く使ったホールが、良いと言
われています。クラシック音楽などの生演奏では、特に重要な要素で、しっかりと造られる事が、良い音のする
ホールの第一条件です。壁や天井もデザインも含めて、凸凹や曲面を付けて、音を反射し、響かせています。そ
して、ホール内部と外部がしっかり遮断されていることも重要です。いわゆる防音と遮音ですが、ホール部分を
何重もの部屋や空間で取り囲むことで、おおよそ解決できます。外部が無音の空間というのはあり得ないのです
が、なるべく静かな公
園のような樹木の多い場所が有利なのは、言うまでもありません。神社やお寺の境内の特別な静寂感は、経験が
有ることでしょう。東京の上野公園に有る東京文化会館が、代表的な例といえるでしょう。
次に、大きさですが、演奏する編成に合ったホールの大きさが理想です。オーケストラなら１７００～２００
０人前後のホールに良いホールが多いようです。アンサンブルには、８００から１０００人程度のホールが合う
と言われていますし、室内楽やリサイタルには、３００から４００人くらいの小さなホールが最適です。いずれ
も、ホール内部の空間容積が重要で、床面積と天井高さのバランスが大切と言われています。
（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 7/6（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

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。

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
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

-9-

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

≪10・11 月例会

615 回≫広瀬 悦子

ピアノ・リサイタル

11/30（木）

今年最後の例会には、国内外で活躍中の女流ピアニストの広瀬悦子さんを、初
めてお迎えします。広瀬さんが広く注目されるようになったのが、
「マルタ・ア
ルゲリッチ国際ピアノ・コンクール」で第 1 位となり、世界的なピアニストの
アルゲリッチに認められたことです。その後も様々なアドバイスや薫陶を受けて
います。
現在は、ソロ活動の他に、オーケストラとの共演、室内楽など幅広い演奏活動
を展開しています。今回の例会では、お得意のフランス物とショパン、リストに
リャプノフ（ロシア生まれの作曲家で、広瀬さんが今最も注目し、取り組んでい
る作曲家）を組み合わせたプログラムを演奏して頂けます。ご期待ください。

≪予定プログラム≫

ドビュッシー ／ 月の光
／ 喜びの島
ラ ヴ ェ ル ／ 洋上の小舟
ア ル カ ン ／ 風
シ ョ パ ン ／ アンダンテ・スピアナートと
華麗なるポロネーズ
♥♡♥ 休

リ
ス
ト
リャプノフ
リ
ス
ト
リャプノフ

／
／
／
／

リ
ス
ト ／
リャプノフ ／

憩

OP.22

♥♡♥

愛の夢 第 3 番
鐘の響き OP.11-3
ラ・カンパネラ
子守歌 OP.11-1
ため息
リストを追悼する哀歌

OP.11-12

≪これからの例会・ラインナップ≫
12,2018/1 月例会（616 回） 広田 智之

オーボエ・リサイタル

2/14（水）

2, 3 月例会

（617 回） 赤坂智子ビオラ/高橋礼恵ピアノ・デュオ

4/ 3（火）

4, 5 月例会

（618 回） 小林 愛実

ピアノ・リサイタル

6/ 7（木）

6, 7 月例会

（619 回） 小川 明子

アルト・リサイタル
10

8/28（火）

