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ドニゼッティ／オーボエ・ソナタ

曲

目

解 説

≫≫

へ長調

ガエターノ・ドニゼッティは、1797 年にイタリアのベルガモに生まれて、1948 年に同地で没したオペラで有名な作曲
家です。ロッシーニやベッリーニと共に 19 世紀前半に活躍し、人気を博しました。彼が作曲したオーボエ・ソナタは 2 楽
章形式で、第 1 楽章アンダンテは、オペラのアリアのような美しい旋律がたっぷり歌われます。第 2 楽章アレグロは、スピ
ード感あふれる楽章です。

シューマン／「詩人の恋」より
この歌曲集は、いわゆる「歌の年」1840 年に作曲されました。シューマンの最も有名な歌曲集です。ハイネ作「歌の本」
の「叙情的挿曲」から 16 の詩を選んで＜詩人の恋>というタイトルのもとに全 16 曲には、ある若者が恋をし、やがて失恋
し、のちにそうした青春を回想するという過程が描かれ、それがあたかも一つの物語のように展開していきます。シューマ
ンはこの曲集にクララへの恋心を重ね合わせたと言われています。詩的な心を詩以上に音楽で表すドイツ・ロマン派の魅力
を余すところなく表している曲集といえます。

シューマン／アダージョとアレグロ

変イ長調 OP.70

ヴァルヴ式のホルンが実用化されたのは、19 世紀も 30 年を過ぎたころですが、シューマンは早くからこの楽器に関心
を持っていて、1849 年に、この楽器のために書いたのがこの小品「アダージョとアレグロ」です。
管楽器（今回はオーボエ）の朗々たる音色が、ピアノとこの上なく巧みで華麗な統一を織りなし、言い難い魅力をこの作品
に与えています。開始部のアダージョはゆっくりとした管楽器の旋律が美しく、いかにもドイツの森らしい雰囲気を醸し出
しています。続くアレグロでは、楽器の持つ魅力の限りを尽くして、躍動的なラストダンスのフィナーレを奏でています。
このフィナーレは「急いでそして燃えるように」駆け抜け、絶妙の盛り上がりを見せた後、
「少し静まった」フレーズに変わ
ります。そして終わりには、再び情熱的な主題が前面に現れ出て、最高の高まりを見せて作品を結びます。

＜その他の曲目は、現在準備中です＞

-2-



演奏家プロフィール



広田 智之(ひろた・ともゆき）
1963 年山口県生まれ。
国立音楽大学在学中に、日本フィルハーモニー交響楽団に入団。
1988～2004 年 8 月まで同団の首席及びソロ・オーボエ奏
者を務める。
2000 年 9 月にソリストデビューを果たし、東京カザルスホ
ール、大阪いずみホールにて記念コンサートを行い高い評価を受けた。
2006 年より東京都交響楽団首席オーボエ奏者を務める。紀尾井ホール室内管弦楽団、オイロス・ア
ンサンブルのメンバーとしても活躍する。これまでに、日本フィルを始め、東京都交響楽団、東京シテ
ィ・フィル、ミラノ・スカラ座弦楽合奏団、チェコ・チェンバーソロイスツ、ザルツブルグ室内オーケ
ストラ、モスクワソロイスツ、ベトナム国立交響楽団、国内外のオーケストラ、室内楽団とコンチェル
トを多数共演。多忙なオーケストラ活動と共に、近年は映像音楽の分野でも目覚ましい活躍を続けてお
り、クラシックに留まらずポップス、ジャズなどのジャンルレスな活動が注目を集め、六本木 STB ス
イートベイジルでのライブは毎回人気を博している。
ソロ CD は、ビクターエンタテインメントより「ロミオ＆ジュリエット」、
「ダブリン・カフェ」他。
オクタヴィア・レコードより J.S.バッハ作品集「パルティータ」、
「モーツァルト オペラ デュオ」、
「オ
ーボエ・アンサンブル HAIM」,「歌う葦 –邦人オーボエ作品集-」日本アコースティックレコーズより
「カメレオン・バッハ」がリリースされている。
日本音楽コンクール、日本管打楽器コンクールなど主要コンクールの審査員を務め、現在は上野学園大
学教授、桐朋学園大学特任教授として後進の指導にも努めている。日本オーボエ協会常任理事。

上川 佳連(かみかわ・かれん）
埼玉県出身。
PTNA ピアノコンペティション全国決勝大会金賞、北関東ピアノコンクール、北本ピ
アノコンクール第 1 位。ショパン国際ピアノコンクール in Asia、市川市新人演奏家
コンクール、埼玉コンクール他、多数のコンクールで入賞。
カワイ表参道主催ソロリサイタル、読売新聞社主催新人演奏会、ラ・フォル・ジュ
ルネ・オ・ジャポンを始め、全国各地での多数の演奏会に出演。室内楽ピアニストと
しても活動している。

大宮光陵高校音楽科、上野学園大学演奏家コース卒業。現在、三輪郁氏に師事。
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バックステージ

１０・１１月例会（広瀬悦子例会）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。]
広瀬悦子さんの例会交流会は，参加人数が少なかっただけに親密な雰囲気で，ゆっくりお話をおうかがいする
ことができました。
今回，リャプノフとアルカンという日本ではあまり耳にしない作曲家の作品を取り上げられましたが，そのこと
についてお話ください。
リャプノフは，確かに日本ではあまり知られていません。今度，わたしは，１２曲の「超絶技巧練習曲集」を
リリースするので，取り上げました。オランダで演奏会を開いた時に，聴きにいらしていたファンの方に，
「絶対
にリャプノフはいいから」と言われ，興味をもったのです。リストのロシアバージョンといった感もあり，技術
的にも音楽的にも難しいけれど，その叙情性はリストを超えていると思います。
一方アルカンには，表現が表題通りの曲が多くあります。
「鉄道」という曲や，
「隣村の火事」という曲など，
まさにその通りです。今回演奏した「風」は，どこかで止まったり，力が入ってしまったりすると弾けなくなっ
てしまう難しい曲です。
広瀬さんは，お若い頃から海外で暮らされていますが，ホームシックになることはなかったのですか。
わたしは，１５歳の時，フランスに留学しました。最初の頃は母がいっしょにいてくれ，その後，母は日本と
フランスを行ったり来たりしてくれたので，ホームシックにかかることはなかったです。フランスは個人主義の
国で，自分の考えをずばっといいます。ですから，留学が終わって日本に帰って来てからが，息苦しくなりまし
た。日本人は自分の考えをはっきり言わないからです。このことは，わたしにとってカルチャーショックでした。
広瀬さんは，フランスでテロにあった経験がおありだそうですね。
パリでのテロは，わたしの住んでいる家のすぐ近くで起こったのです。家にいると銃声が聞こえました。
そのことがあってから，しばらくは外に出ることができませんでした。フランス人は，
「テロに屈しない」という
意識が強いようです。ですから，テロのあと，これ見よがしに，テラスでお茶を飲んだり，映画館に行ったりす
ることが行われていました。わたしも何度も友人に連れ出されました。
ご自身の演奏法は，変わってきていますか。
２０年ぐらい前から演奏法が変わってきていると感じます。それ以前は，音楽性はあるが，テクニックの方が
勝っていた時期があったと思います。今は，音楽性とテクニックのバランスがとれるようになったと思います。
広瀬さんは，上品でやわらかい雰囲気をもった方です。最後に見せていただいた，細くて長い指が印象的でし
た。徳島での再演を楽しみに待ちたいと思います。

（機関紙部 鎌田 憲二）
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ただただ感動の２時間でした。
～広瀬悦子ピアノ・リサイタル
2017 年 11 月 30 日（木）

郷土文化会館（あわぎんホー

ル）
★一部は自然の中にいざなわれ，いだかれる様な曲でイメ
ージがふくらみました。ピアニストの雰囲気にもピッタ
リでした。二部は，超絶技巧の曲が多く，一部とは打っ
て変わって力強く，きゃしゃな身体からかもし出される
音に驚きました。

（コスモス

加藤 孝子）

★ネイビーブルーのたっぷりひだのあるドレス。ウエスト
の前には，キラキラしたジュエリーのような飾りが輝い
ていた。細い白い指が鍵盤の上を優雅に踊っているよう
な美しい姿にうっとりとした。その体から生み出される
なんともすばらしい音楽に感激した。
★美しい指，姿，音，感激しました。

★鍵盤の上で指が踊っている感じ。それでいて，ひとつ
ひとつの音の粒が鮮明でした。 （マリンブルー

（とろろ）

（テル）

天野 大）

いない。良い席で良い音楽を聴かせていただきました。
（沖津 一陽）

★リャプノフの「リストを追悼する哀歌」は，リストの感
（坂田 和）

★アルカンはわたしが生きている間に聞けると思わなか

るこのピアニストに何か恐れさえ感じた。ショパンもす
ごかった。リストも耳が洗われるようだったし，リャプ
ノフもかつて聞いたことがあり忘れられない曲になっ

★６－１４Ａにて聴きましたが，席の関係か，右手は良か

たが演奏は実によかった。一流のヴィルティオーゾであ

ったですが，低音部はホールの関係か，もう少しふくら

る。

みが欲しい気がしました。演奏はすばらしい！！
（清水 和彦）

（シロメダカ３３７７）

★とても素敵なお上手な演奏でした。色々なキラキラした
音が良かったです。

★力強いのに繊細で，心が洗われました。曲想が大変豊か

（ぽこあぽこ

沖野 恵子）

★近年のピアノリサイタルには珍しく小品曲主体のプロ

（里山 八木）

グラムであったが，どの曲も聴き応えがあって存分に楽

★アンコール２曲で彼女の音楽が確実に表現されていた

しめた。中でもアルカンとリャプノフの作品は初めて聴

（Y．W）

いたが，広瀬さんの表情豊かな演奏で，新しい出会いが

★珍しく，優れた曲を幾つも聴けて楽しめた。広瀬さんの

出来たような思いがした。

スクリャービンもぜひ聴いてみたい。
（ソナタ４，５，９
番）

（T．S）

った。あの「風」の半音階的パッセージの運指を弾きき

★今夜のコンサートを２００人程で聴くのは全くもった

様に思います。ブラボー！！

良く聞けて，本当にすばらしい夜でした。すごいの一言

じが素晴らしく出ていて良かった。

★アルカンへ恋情綴る群青（あお）の女（ひと）

でした。リャプノフは圧巻でした。

（つうちゃん）

です。

★優しさ，繊細さ，技術の高さ，品格，すべてを兼ね備え

（アルカディア

ました。

★素晴らしい！素晴らしい！リストの曲をあんなに心地

のようなインディゴブルー（藍色）で，よく似合ってい

白き運指や流るる黒髪

谷 裕美）

★ドビュッシー，すばらしい音にびっくり。感激して聴き

キラ光っているような豊かな音でした。ドレスも「夜」

た最高のピアニストだと思った。

（ミューズ

吉田）

★ピアノの鍵盤の端から端まで使って，水や波などがキラ

ました。

（マミさん）

★異次元魔女っぽい。ドレスの色もね。

（Q）
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（桑原 佳宏）

★ただただ感動の２時間でした。アルカンの曲は初めて聴

★激しい曲，優雅な曲，ロマンティックな曲，ひきこまれ

かせていただきました。とても個性的なのに，どこか親

る演奏でした。

しみやすい不思議な曲でした。ニンジンもピーマンも食

★いつまでも聴いていたい感じでした。

卓にならばないと食べられません。すばらしい作曲家の

★いろいろな音があって，それぞれとてもきれいでした。

方々を紹介して下さってありがとうございました。

（りす）

（坂東 美子）
★なじみのある曲もはじめての曲も，キレのいい演奏と白

★１曲目からいきなり好きな曲をひいてくださってうれ
しかったです。

く長い美しい腕が宙を舞い，次の瞬間鍵盤の上に指が踊

（ぽこあぽこ

★今日は今まででさいこうのコンサートでした。

り，ビジュアルにも楽しみました。感動をありがとう。
（コスモス

山内 緑）

★迫力のある演奏としなやかな体全体を使っての演奏が
素晴らしかった。

（ぽこあぽこ

（グリンデル）

仁木優衣佳）

★その曲の様子や場所をさい現するようで，とってもすて
きでした。

★アンコールの「運命」のソロは初耳でした。すばらし
い！！

林 里咲）

（ぽこあぽこ

★体の動かし方がきれいです。
（ぽこあぽこ

小林 浬）

川田

★技術もすごくてかっこよかったです。

（水井 恵美子）

★こんなすばらしいピアノ。ピアノと一体でまるでどこか

萌永）

（りんご）

★鍵ばんをなでるようにひく方法など，大変勉強になりま
した。

（ぽこあぽこ

髙尾 良子）

ら音楽の世界が湧き出てくるのか！私は心からの感動

★とてもうたっていてかっこよかったです。
（あん子さん）

を悦子さんに伝えたい。

★わたしもひろせえつこさんみたいなピアニストになれ

（空の家嵯峨）

★力づよくやさしい曲想。すばらしかった。（岸本 花子）

たらいいなあと思いました。（ぽこあぽこ

★アンコールのベートーヴェンの Sym.No.5 には度肝を抜
かれました。すごい演奏でした！ （めだか

★とても多さいな音が出ていて，ききほれました。

井上 尚）

★素晴らしいテクニックと集中力。やはり実演は何物にも
代え難いものでした。

（ぽこあぽこ

濱田 共生）

★両手のつりあいがよく，手首の使い方がひじょうにすば

（宮脇）

★年末のコンサートを“ピアノの魔術師”ことリストの超

らしかった。

（ぽこあぽこ

松浦 花）

★ものすごく曲の世界に入りこめていて，手がしなやかで

難曲で締めくくって下さいました。感動で胸がいっぱい
です。

佐野 由衣）

した。

（ぽこあぽこ

福岡 帆奈）

（マコ）

広瀬悦子例会の運営担当のみなさん

★洗練されたピアノの音色，魂のこもった演奏。最後のア
ンコール曲は料理でたとえたら，デザートが運ばれてく

吉兼さん，山内さん，田中さん，古田さん

ると思ったらメインディッシュが運ばれてきたような

岡本さん，太田さん，松本さん，清水さん

衝撃を受けました。

桜木さん, 佐尾山さん，伊予谷さん

（三好 雷々）

★素敵な音色で表情豊かなピアノ，とても感動しました。

岡久涼葉さん

( おつかれさまでした!)

★ボーッとして聞きはじめましたが，曲が進むにつれて目

広瀬悦子例会のサイン色紙当選者

から耳から全開で舞台にくぎづけになりました。こんな
ピアニストに会うのも久しぶりでした。

成谷 麻理子

★フランス物がすばらしかったです。

谷 裕美

（みゅーず）

★すばらしいの一言です。ピアノの上で指が踊っているよ

岡久 涼葉

（ぽこあぽこ）

うで，実に美しいです。もう一度お会いしたいです。
 おめでとうございます 

★流れるような音と力強い音に魅せられました。指の動き
もすばらしかった。

１２・１月例会の会場でお受け取りください。
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◉

10・11 月例会に花を添えて頂きました。（※提供：大崎
＜花 束 の 紹 介＞

ニシキギ、椿、ユリ、ゴードニア

＜ア レ ン ジ＞

椿、ツルウメモドキ、ウィンター

訓子さん）

コスモス、ランタナ、ハナトウノウ

◉

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2017 年 8

月/9 月例会「青山カルテット/弦楽四重奏演奏会」9/21（水）に、今回も花束を沖野恵子さん門下

生の高尾 優一郎君、川田 万結さん、原梓紗さん、岡久 凛香さんが届けてくれました。
ありがとうございました。

◉

ぼくは、青山カルテットの アンサンブルを聴いて
こんなに「げん」の少ない楽器からたくさんの音が
生み出されて、すごいなあと思いました。だから、
お花をおわたしできてとてもうれしかったです。
（高野 雄一郎）

四人がそれぞれ違うメロディーを演奏していて、音の重
なりや、かけ合いなどは、一人では表現できない良さが
あった。淡い色のキラキラしたメロディーと、濃厚で深
いチェロの音が響きあって一つ一つの楽器の魅力が最大
限に引き出された演奏だった。
（原 梓紗）

私は、第 2 ヴァイオリンの大西 秀明さんに花束を
渡しました。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが重
なった音色はソロ演奏とはまた違った味わい深いも
のでした。機会があれば、又聴きたいです。
（川田 万結）

私は、チェロの崎元 蘭奈さんに花束を渡させていただき
ました。とてもきれいな四重奏で、その中でも特にチェロ
の音色が素敵で、かっこ良かったです。アンサンブルの勉
強にもなりました。又今度、違う作曲家の曲も聞いてみた
いです！
（岡久 凛香）

12・2018/1 月例会（広田 智之/オーボエ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
クロワッサン

シャロム

行々子

里山

ミルク

リュバン・ヌエ

とちら連

太平洋

ミュージックランド

個人会員でお名前（性）の頭文字が「ナ」～「マ」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

◉

「シャロム」さんが、例会時のために二日間をかけて、毎回パンを準備しています。
毎回好評な例会時のパン販売ですが、皆様は何がお気に入りでしょうか?
定番のものもあれば、その都度趣向を変えて準備して頂いております。今回は、今年の干支が酉年だったことか
ら次の年へ締め括る意味で、鳥の形をした可愛らしいパンを準備してくれたそうです。中に入れる「あん」にこ
だわりがあって、一つ戴きましたがとてもおいしかったです。その時一緒に販売した『シュトーレン』、クリスマ
スのお菓子ですが、通常 2500～3000 円のものを 1500 円に、また通常 200 円の菓子パンを全て年末感謝金
額の 150 円で販売して頂いたことが、消費者としては嬉しかったですね。
次の例会は、2/14（水）
「バレンタインデー」ということもあって、大変だとは思いますが何か準備をしてく
ださることを期待しましょう！

※

近年、日本でもお菓子店に並ぶようになってきた『シュトーレン』。一般にシュトーレン発祥の地はドイツ・ザク
セン州のドレスデンと言われているが、シュトーレンの原点となる食べ物の最古の記録は、14 世紀の 1329 年ナ
ウムブルクの当時の司教へのクリスマスの贈り物であるとされている。ドレスデンでシュトーレンの名前が使われる
ようになったのは、ナウムブルクの記録から 150 年後である。シュトーレンという名前はドイツ語で「坑道」を意
味し、トンネルのような形をしていることからこの名前がつけられた。生地には酵母の入った生地にレーズンとレモ
ンピール、オレンジピールやナッツが練りこまれ、焼き上げたケーキの上には真っ白くなる迄粉砂糖が塗されている。その形が幼子イエスを産着
で包んでいる様に見えると言われて、イエス・キリストの降誕を待つ迄の期間に、シュトーレンを少しずつスライスして食べる習慣があります。
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◉

真に音楽を楽しむために

⑤

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。
前回の最後に、徳島のとりわけ徳島市の残念なホール事情に触れましたが、現在、徳島市が計画、検討中の新ホー
ルに期待したいものです。しかし、市役所や市長に、全てお任せではいけません。やはり多くの市民、県民が注目して
いるのですから、中途半端なホールでは納得しませんよ！素敵なホールを造ってくださいね！ と声を上げ続けることが大
事です。なにしろ出来てしまったら、５０年以上使い続ける建物ですので！
そこで、徳島にまず一番に必要なホールについて考えたいと思います。大ホールは、１５００人前後の規模は欲し
いところです。そして、オペラやバレエの上演が出来る機能と設備を備えていることが必要です。（オーケストラ・
ピットなど）。また特に重要なことですが、音響に配慮したホール、良い音のするホールにしなければなりません。
“音の良い多目的ホール”ということになると思います。（良く出来た例は、近県にたくさん有ります。）そして、
小ホールですが、市民コンサートには特に早く欲しいホールです。やはり３００席前後のもので、音響に優れたホー
ル。音楽専用ホールとしても良いでしょう。そうすると舞台設備がシンプルになり、節約出来ますし、その分ピアノ
など備品の費用に充てることができるでしょう。 今でも、大ホールにピアノが１台しかないのは、四国でも徳島だ
けです。因みに香川・高松の二つの大ホールには、どちらも４台備えています。４台のピアノの為の協奏曲が、実際
に上演されています。徳島在住のピアニストのグループが、４台のピアノを使う曲の演奏会を徳島で上演出来ないの
で、わざわざ高松へ遠征して実現させた。というような実情です。（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 2/6（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

•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

≪2018／4 月例会

617 回≫

赤坂 智子ヴィオラ ／ 高橋 礼恵ピアノ デュオ・リサイタル

4/3（火）

2018 年の第 2 弾例会には、ヴィオラの赤坂智子さんとピアノの高橋礼恵さん
をお招きします。
赤坂智子さんは、実力派ヴィオリストとして着実に演奏実績を重ねており、室内
楽や、オーケストラとの共演などに活躍されています。
一方の高橋礼恵さんは、市民コンサートにはすでにおなじみのピアニストです。前
回の B.レーマン氏とのピアノ・デュオのダイナミックな演奏は、大絶賛を受けまし
た。共にベルリン在住のお二人によるデュオ・リサイタルにご期待ください。

≪予定プログラム≫
ブ ラ ー ム ス

／ ヴィオラ・ソナタ 第 2 番 OP.120-2

ベートーヴェン

／ ピアノ・ソナタ 第 17 番
OP.31-2「テンペスト」（ピアノ・ソロ）
♠♤♠

バ

ッ

休憩

♠♤♠

ハ ／ 無伴奏チェロ組曲第 2 番 （ヴィオラ・ソロ）

ブ ラ ー ム ス

／ ヴィオラ・ソナタ 第 1 番 OP.120-1

≪これからの例会・ラインナップ≫
6 月例会

（618 回）

小林 愛実

ピアノ・リサイタル

6/ 7 （木）

～2015 年ショパン・コンクール
ファイナリスト

8 月例会
11 月例会

（619 回）

小川 明子

（620 回） 萩原 麻未

“期待の新星”～

アルト・リサイタル（ピアノ：山田啓明） 8/28（火）
ピアノ・リサイタル

11/26（月）

