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ドビュッシー／ベルガマスク組曲より「月の光」
アンダンテ・トレ・エクスプレシィフ
この曲は、
「ベルガマスク組曲」の中の第 3 曲目で、ドビュッシーのピアノ音楽中で最も有名な曲です。数多くの
楽器用にアレンジもされ親しまれています。尚、
「月の光」の名前はドビュッシーと親交のあった詩人ヴェルレーヌ
の詩集「雅びた宴」の中のベルガマスクという言葉が出てくる詩の題名からとられています。

ドビュッシー／喜びの島
ドビュッシーには珍しいような、ヴィルトゥオーゾ的要素をふんだんに持つ華やかな作品です。愛の女神ヴィー
ナスの島を題材とした画家ワトーの名画「シテール島への船出」にヒントを得て作曲されたといわれています。

ラヴェル／洋上の小舟
この曲は、5 曲の独立した作品からなる曲集「鏡」の中の第 3 曲目で、ラヴェル自身が管弦楽曲にも編曲してい
て、広く愛好されています。精緻なアルペジオの音型が絶え間なく奏され、大小の波のうねりと砕ける波の飛沫を
描き、そこに見え隠れする旋律が、波にもまれて浮かぶ小舟を表しています。

アルカン／風

「悲愴 趣味の 3 つの小品」より

OP.15-12

アルカン・シャルル＝ヴァランタン（1813～1888）はパリで音楽学校を営む敬虔なユダヤ教徒アルカン・モ
ランジュの第 2 子として生まれました。僅か 10 歳で、パリ音楽院のピアノ科を一等賞を得て終了しました。やが
て上流階級のサロンに出入りするようになり、そこでショパンと知り合い、生涯続く友情で結ばれました。彼は、
ヴィルトゥオーゾの演奏家として、また作曲家としては、他の追従を許さない苛烈を極めるテクニックを独自の音
楽語法に結びつけた数々のピアノ曲を作りました。この曲は、1873 年に作曲した「悲愴 趣味の 3 つの小品」の
中の第 2 曲です。リストから好評を受け、彼に献呈しています。

ショパン／アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

OP.22

初め管弦楽伴奏によるポロネーズが作曲され、後に序奏が加えられました。内容の密度の割には少し長いが、演
奏効果は華やかです。ショパン初期の華麗なピアノ書法による典型的な作品です。

リスト／愛の夢

第3番

ノクターン風の 3 曲からなるこの曲集の原曲は、歌曲ですが、現在ではピアノ独奏曲として演奏されることが多
い。
（三つのノクターン）という副題がついています。この第 3 番は 3 曲中最も有名な作品で、
「愛の時は短いから、
愛し得る限り愛せよ」という内容で、分散和音の伴奏型に乗ってロマン的な旋律が流れていきます。
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リスト／ラ・カンパネラ
この曲は、
「パガニーニによる大練習曲」の中の第 3 番目で、単独でも演奏される有名な曲です。パガニーニのヴ
ァイオリン協奏曲第 2 番の終楽章「鐘のロンド」からとられていて、鐘の音を模倣した主題が美しく軽やかに変奏
されていき、見事な雰囲気を作り出しています。

リスト／ため息
この曲は、
「3 つの演奏会用練習曲」の中の第 3 番目で、3 曲中最も演奏される機会の多い曲です。繊細なアルペ
ジオに彩られながら、左右の手が交差しつつ引き出す旋律が浮き出てくると、素晴らしい効果を発揮します。

リャプノフ（1859-1924）／解説：広瀬 悦子
リャプノフは、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて活躍したロシアの作曲家で、ピアニストとしても見事な腕前
の持ち主でありました。リャプノフは、サンクト・ペテルブルク音楽院の教授であったが、1917 年の革命後、パ
リに移住しました。彼が最も尊敬し影響を受けた作曲家 F.リストの「超絶技巧練習曲集」は、実は当初 24 曲の予
定でしたが、リストは結局 12 曲しか書かなかった。そこでリャプノフが、リストの遺志を継ぐ形で、リストの用
いなかった残りの調性を使って、12 曲の記念碑的な同名の練習曲≪12 の超絶技巧練習曲集・作品 11≫が作曲さ
れ、リストに捧げられました。リストを凌ぐ超絶技巧がちりばめられているが、全曲を通して美を追求しており、
心に響く流麗な詩集のような傑作です。

リャプノフ／鐘の響き

OP.11-3

第 3 曲「鐘の響き」には次のような一文が添えられている。≪遠くの教会に響く讃美歌と共に、鐘の音が聞こえ
てくる。小さなベルに大きな鐘が加わり、音は次第に増して大きくなっていく。やがて鐘の音と交互に荘厳な讃美
歌が響き渡り、しまいに深遠な鐘の音が、壮麗な聖歌隊の歌声と調和する≫

リャプノフ／子守歌

OP.11-1

今回演奏される第 1 曲「子守歌」は 1897 年～98 年にかけての創作です。穏やかな叙情的メロディが印象的な
小品で、詩的なインスピレーションに満ちている。後期のショパンを思わせる対旋律や装飾的なアルペジオの妙味
が、作品に得も言われぬ美しさを与えています。

リャプノフ／リストを追悼する哀歌

OP.11-12

第 12 曲「リストを追悼する哀歌」は、リストへの思い出に捧げる葬送曲で、リストのハンガリー狂詩曲を連想
させる壮大な作品。リャプノフにとっての英雄であった、リストの死を嘆き悲しむジプシー調の旋律が、こころを
震わせるが、次第に曲は鍵盤を縦横無尽に駆け巡りオーケストラ的な盛り上がりを見せ、絢爛豪華に幕を閉じます。
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♥♡♥

演奏家プロフィール

♥♡♥

広瀬 悦子(ひろせ・えつこ）

©Carole Bellaïche

ヴィオッティ国際コンクールとミュンヘン国際コンクールに入賞後、1999 年マルタ・アルゲリッチ国際コ
ンクールで優勝。1996 年パリ・エコール・ノルマル音楽院、1999 年パリ国立 高等音楽院を審査員全員
一致の首席で卒業し、併せてダニエル・マ―ニュ賞を受賞。
世界各国でリサイタルや音楽祭に参加。2001 年デュトワ指揮、NHK 交響楽団との共演を始め、バイエル
ン放送響、オルフェウス室内管ほか国内外のオーケストラと数多く共演。2007 年 4 月、ワシントン D.C.の
ケネディセンターでリサイタル・デビュー。
コロンビアミュージックエンターテイメントや MIRARE から、CD がリリースされている。
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バックステージ

８・９月例会（青山カルテット例会）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。[文書の引用文や注目すべき箇所の要
約を入力してください。
テキスト ボックスは文書のど
の位置にも配置できます。
抜粋用テキスト ボックスの
書式を変更するには、[描画ツール] タブを使用しま
す。]
写真 左から崎元さん（チェロ）
，岡本さん（ビオラ）
，大西さん（ヴァイオリン）
，青山さん（ヴァイオリン）
青山カルテットは，リーダーである青山朋永さんのもとに集まった，大西秀明さん（ヴァイオリン）
，崎元蘭奈
さん（チェロ）
，岡本名那子さん（ヴィオラ）のアンサンブルです。
リーダーの青山さんが，幼なじみでヴァイオリン教室が同じだった大西さんに声をかけ，他方，大学の後輩で
あった崎元さんを誘い，崎元さんが自身の後輩であった岡本さんを青山さんに紹介し，結成されたカルテットな
のだそうです。青山さんと岡本さんでは，年齢はひと回り違うということでした。
このメンバーでやろうということになったのが２年前。実は「青山カルテット」という名前は，今回の例会を
行うにあたって，市民コンサート事務局がつけた仮の名前で，本当はまだ名前はついていないのです。これを機
会に「青山カルテット」になるかもしれません。
まず，
「カルテットで演奏するのはどうか」とお尋ねしました。
（崎元）昨日と同じ曲を演奏しても違うから面白い。演奏している時，楽しい。
（青山）アドレナリンが出るからかな。
というお話でした。ちなみに，崎元さんは「名那さんのビオラが好き」だということでした。
カルテットの４人の並び方で，
「チェロが中に入る並び方もあるけど，違うものか」お聞きしました。
（青山）配置は曲によったり，演奏者の好みによったりします。となりに誰がいるかは気になります。
話はいつしか徳島や阿波踊りの話になりました。
（青山）以前オーケストラのソリストとして徳島に来た時，指揮者に栄町に連れていかれました。そこに７０歳
のママさんがいてびっくりしました。
（笑）
（崎元）わたしはラテン系でおどりが好きなので，阿波おどりを踊ってみたいです。
（岡本）わたしは，にわか連で踊ったことがあります。
ここで，岡本さんが青山さんに「青山先輩」と話しかけ，青山さんは「初めて聞いた」とうれしそうでした。
４人の役割は何となく決まっているそうです。たとえば，大西さんは「広報担当」
，崎元さんは「写真担当」
のようにです。大西さんは，この日の例会もマイクを握ってましたが，
「マイクを握ると頭が真っ白になってしま
いました。その時，笑ってしまったのですが，何も出てこない自分がおかしかったのです」と話をされていまし
た。 関西出身の仲良し４人組。次コンサートを行う時には，徳島で合宿をしようかなと楽しそうにお話されて
いました。

（機関紙部 鎌田 憲二）
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最初の音を聞いたとたんに今晩は楽しいことになりそうだと予感した。
ね
～青山カルテット・リサイタル

2017 年９月２１日（木） 郷土文化会館（あわぎんホール）

当に久し振りだったので，ＣＤなどで味わえない生の楽
器の音色が心に響いた。

（桑原

佳宏さん）

★ステージへの出入りは，大きな楽器を持った素敵な女性
達から小さな楽器を持った男性達へ。（時代を象徴して
いる様で楽しかったです）４人がそれぞれ個性的に音を
かなでながらも，一体感のある演奏で心地良い気分に！
チェロの崎元さんは，腕の長さをはっきして，力強い音，
優しい音を弾き分け，またビジュアル的にも，笑顔がと
ても素敵でした。
★弦楽の一音聴きて秋に入る

モーツァルトのディベル

（コスモス

加藤

孝子）

★最近忙しく日々を過ごしていて，頭がすっかり固くなっ

ティメントや「アメリカ」を聴いてよみがえったこと

ていたのですが，皆様の美しい楽器の音色を聞いている

スプーンの風鈴哀しインディオの居留地訪ぬアメリカ

と，いつの間にか，心が洗われたような気持ちになりま

の旅

した。

（アルカディア

天野

大）

★美しいカルテットの音色にうっとりしました。

（坂東

美子）

★ドボルザーク「アメリカ」はすばらしかった。アメリカ

（長町

重昭）

★前半と後半のプログラミング・選曲がよかったと思いま

の広い自然を感じることができて幸せでした。私も「ピ
ッツバーグ大学」「オハイオ大学」「シンシナッチ大学」

した。前半の華やかなモーツァルトとハイドン，明るい

の教授として勤めるかたわら，アメリカ大陸の広野を旅

曲想が印象的。後半のドボルザーク，心にしみました。

しました。当時を思い出して楽しかったです。

ビオラとチェロの音色は，とてもなつかしく哀愁がとも

（Ｙ．Ｓｉｎｏ）

なって，心ふるわすものがありました。また，ドボルザ

★個人のアンサンブルがすばらしかった。有名な曲を聞く

ークが好きになったように思いました。

ことができ，幸せでした。

（金魚の金太郎）
★４人のハーモニーが良かった。特に音色の良さに感動し
ました。
（坂田

和）

★安定した演奏で，落ち着いて聞いていられた。大変よか
った。関西弁のＭＣも親しみがわいた。

★親しみやすい曲というのもあったのでしょうが，アンサ

汽車なんて，思ってもいませんでした。たしかにそう聞
こえました。

（中尾

賢一）

★美しい４色の音がしんみりして，今の季節に合っていた。

（モカ）

★ハイドンの「皇帝」第２楽章と「アメリカ」しか知らな

★弦楽四重奏の良さを十分味わわせていただきました。
★カルテット，気持ちが１つになり創り出す調べ。とって

かった。モーツァルトはよかった。ハイドンは見事で，
このカルテットの実力を見せてくれた。

も気持ちよかったです。
★各個人の音を生かし，調和もよくとれて，聞いていて楽

（シロメダカ３３７７）
★チェロの響きはすばらしかった。

吉田）

ンブルの音がたいへん美しいと感じました。第４楽章と

（岸本）

★カルテットらしさが出ていた。

（マリンブルー

（石谷）

★なかなか聴く機会の少ない弦楽四重奏を聴くことが出

しかった。
★息の合った美しい音色に大変感動しました。素晴らしい
演奏会でした。

来て大変良かった。特に「アメリカ」の生演奏は，本
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（田中

律子）

★しっとりとした良いコンサートでした。

今日来たかいがありました。
（ぽこあぽこ

★芯のある第１Ｖｎの音が良かった。Ｖa の「アメリカ」

（ぽこあぽこ

Ｖｎの司会も素朴で良かった。

大きいんだなと思いました。 （ぽこあぽこ

のハーモニーがとてもすばらしく，いつまでも聞いてい
たいという気持ちになりました。

由衣）

（みに）

した。

（ぽこあぽこ

（ぽこあぽこ

★弦楽四重奏は久しぶりのため，良かったです。「アメリ

川田

万結さん）

★チェロの方のピッチカートがきれいだったです。

カ」は予想以上に構成力，表現力のある曲で，ドボルザ

（ぽこあぽこ

ークのすごさを今さらのように再確認しました。弦楽四

濱田

共生）

★バイオリンやチェロ，ビオラの音がとてもきれいでした。

（マコ）

★弦楽四重奏のすばらしさを教えて下さって，ありがとう

（ぽこあぽこ

吉岡

杏菜）

★チェロの低い音と第１，２バイオリンとビオラの音色が

ございました。ひき込まれるように聞きました。男性の

合わさって，とてもきれいだった。

黒いシャツとズボンにひき立てられてた女性２人のド

（ぽこあぽこ

レスが美しかったです。ビオラの方のオールド・ローズ

原

梓紗）

★それぞれの楽器の音色がすばらしかったです。

色のフワッとしたスカートに，白いラメ入りの厚みのあ

（ぽこあぽこ

るトップ，チェロの方の黒いストレートの長い髪と真っ

岡久

涼葉）

★重奏を聴くのは初めてで，とても楽しかったです。豊か

赤なヒラヒラしたドレス，カルメンみたいでした。見と

な響きで，とてもきれいでした。

（マミさん）

★アメリカ。みずみずしい自然の香りと情感が素晴らしい

（ぽこあぽこ

岡久

凛香）

青山カルテット例会の運営担当のみなさん

と思った。生命力にあふれていた。充電させていただい
た感じがした。
★最初の音を聞いたとたんに今晩は楽しいことになりそ

ひえ畑

大西さんご夫妻

めだか

岩見さん・田浦さん

ぽこあぽこ

髙尾さん・岡久さん

うだと予感した。しばしば４人が１つになる瞬間があり，
演奏者も楽しいことと思った。四重奏は intime（アンテ
ーム）な雰囲気で，心から楽しめる。

川田さん・原さん
ムーンリバーⅡ

太田さん

ハ長調

北島さん・松本さん

★それぞれの楽器の特徴がよくわかり，おもしろく表現で
沖野

小林 浬）

★４人の音色がピッタリそろってきれいでした。

Beethoven，Schubert も聴いてみたい。

重奏にぴったりの曲だなと思いました。

林 里咲）

★チェロの深い音に重なるメロディーは，とてもきれいで

★Haydn への思い入れが強く感じられた。（第２楽章）

（ぽこあぽこ

佐野

★ビオラとチェロがとなりですわっていたけど，チェロは

★カルテットの生演奏を聞いたのは初めてでしたが，４人

きていたと思います。

良子）
。

★４人でいきを合わせて音を出すしかたがわかりました。

のソロも良く聞けた。Ｖｃのピチカートが魅力的。第２

れてしまいました。

髙尾

井形さん

恵子）

高橋さん

★なめらかな音もあったり，とてもリズムがよい曲もあっ

おつかれさまでした。

たりして，ものすごくきれいでした。
（ぽこあぽこ

福岡

帆奈）

★きれいな音でねむくなった。
（ぽこあぽこ

中西

莉菜）

★いっしょに音を出す時，息がピッタリ合っていました。
（ぽこあぽこ

川田

青山カルテットのサイン色紙当選者
アルカディア

天野

大さん

ぽこあぽこ

川田

万結さん

長町 重昭さん

萌永）

★「皇帝」の出だしがあざやかで，宮殿の情景が浮かぶよ

おめでとうございます。

うでした。一番好きなマスカーニを生で聞けただけでも

１０・１１月例会の会場でお受け取りください。
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◉

花束の紹介

◉

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2017 年

6 月/7 月例会「赤坂達三/クラリネット・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佐野 由衣さん、仁木 優衣佳さ
んが届けてくれました。ありがとうございました。
赤坂達三さんのクラリネットの音は、小さい音も大きい音もキラキラと
ひびいていて、とてもすてきでした。クラリネットとピアノの音がいっし
（大崎 訓子さん提供）
ススキ+コスモス×2 束
しおん+セージ×2 束
oo

ょになると、こんなにきれいな音になるんだなァと思いました。
私もきれいな音が出せるようになりたいです。

（佐野 由衣）

わたしは、さいとうまさひろさんに花たばをわたしました。
きんちょうしましたがにっこりわらってくれたので、きんちょうがほぐれ
ました。さいとうさんのえんそうは、手をはげしく上下にうごかしていた
のに、音は一回もはずれていなかったので、とてもすごいなと思いました。
（仁木 優衣佳）

◉

10・11 月例会（広瀬 悦子/ピアノ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
スターダスト

コスモス

救援会

東西

希望

1 丁目七番地

フラワー

さつき

あさひ学園

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。

※

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

◉

2018 年は“鳴門第九 100 周年”の記念すべき年
来年 6 月 2,3 両日に鳴門市で「第九アジア初演 100 周年記念

第 37 回ベートーヴェン第九交響曲演奏会」が、

開かれます。その時のソリストを決める公開オーディションが 9 月 7 日、市文化会館であり鳴門まで足を運びまし
た。
オーディションの対象は、オーディションが始まった第 28 回演奏会（2009 年）
以降の 9 年間に出演した全国のソリスト 33 人中 19 人が参加されたのですが、約 400
人の聴衆の前で、古典派からロマン派までのドイツ歌曲と、オペラのアリアを 1 曲ず
つ披露されました。先ず、女性歌手ソプラノ、アルトに続いて、男性歌手テノール、
バスの方々が歌われたのですが、さすがに現役でご活躍されている方々ですから、オ
ーディションを通り越して、今まさにリサイタルの会場にいるような錯覚に陥るほど、
迫力のある舞台でした。公開オーディションは、第九アジア初演 100 周年記念事業の
一環として行われ、グランドチャンピョン大会と銘打って選ばれたソリスト 4 人の中
から最優秀賞を選び、残る 3 人には優秀賞としてそれぞれ賞金が贈られました。
私は、最後まで聴くことが出来ず途中で退席をしたのですが、女性歌手の方でソプ
ラノ、アルトそれぞれでこの方ならと思う方がいました。その方々が選ばれたことを
知り、嬉しかったです。また、今から約 20 年前、娘が都内の音高生だった時、学校行
事で上京しました。その時帰りが遅くなりタクシーを利用したのですが、さすがに音楽の街を走行するタクシーの
運転手さん、
“鳴門の第九”がアジア初演の地だったことをご存知だった事が、嬉しく、懐かしく思い出されました。
さて、来年の第九アジア初演 100 周年記念、どのような形で披露されるのか?今から楽しみですし、また選ばれ
た 4 人のソリストの方々には、素晴らしい歌声を披露して頂きたいものです。
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（S.K）

◉

真に音楽を楽しむために

④

引き続き、コンサートホールについて考えたいと思います。
前回の終わりに、ホールの規模（座席数）について書きましたが、ここ徳島に今一番必要なホールは、言うまでも
なく大ホールです。そして、小ホールです。
徳島市文化センターが閉館した一昨年以降、オーケストラなどの演奏会は、鳴門市文化会館でほとんど行われてい
ます。広い駐車場があり、自家用車で行く人は良いものの、公共機関を利用するには、少々不便な場所ですし、決し
て音の良いホールとはいえません。市内では、あわぎんホールに催し物が集中して希望日の取れない状況が顕著にな
っています。特に、土曜日、日曜日を使いたい地元の演奏家には深刻な状態で、仕方なく郊外のホールを使ったり、
開催を延期するなど定期的な発表の場が奪われているのは、大変残念なそして、深刻な状況です。また、小ホールに
関しても、設備の整った小ホールは皆無です。（ピアノや固定座席、等の設備）
因みに、香川県高松市のサンポート高松は、大ホール 1500 席、小ホール 300
席前後が 3 ホール有ります。人口の差だけでは片付けられない、歴然とした
差であり、行政の文化意識の差であるといえます。

（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 11/24（金）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
わせも多くなっています。

•演奏中の私語は絶対にやめましょう。

◉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

≪12・2018/1 月例会
広田 智之

616 回≫

オーボエ・リサイタル

2018/2/14（水）

ピアノ：上川

佳連

2018 年の最初の例会には、日本を代表するオーボエ奏者の広田智之
さんを始めてお招きします。
広田智之さんは、日本フィルの首席オーボエ奏者として活躍された後、現
在、東京都交響楽団 首席オーボエや、紀尾井室内管弦楽団 首席オーボ
エ奏者として、又室内楽、ソロ活動など幅広くご活躍のオーボエの第一人
者です。折しもバレンタイン・デーの一夜・・・・華麗なオーボエの音色
をお楽しみください。

≪予定プログラム≫

ドニゼッティ ／

オーボエ・ソナタ

シューマン

／

「詩人の恋」より

シューマン

／

アダージョとアレグロ

北爪道夫 ／

ヘ長調

変イ長調

OP.70

歌う葦
（他）

≪これからの例会・ラインナップ≫
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（ピアノ：山田啓明） 8/28（火）
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