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市民コンサート徳島
<共催＞横坂源を聴く会

☎（088）652-4874

（両日共）午後７時開演 （開場 6 時 30 分）
あわぎんホール（郷土文化会館）
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 
≪J.S.バッハ（1685～1750）／無伴奏チェロ組曲・全曲≫
J.S.バッハは、ケーテンの時代（1717 年～1722 年）、正確には 1720
年頃に、6 曲から成る無伴奏のチェロ組曲を書いています。この曲集は 6 曲
の組曲をまとめたものですが、それぞれの組曲は、すべて基本的に同じ構成に
なっています。それは、第 1 曲 前奏曲、第 2 曲 アルマンド、第 3 曲 ク
ーラント、第 4 曲 サラバンド、第 5 曲 メヌエット（あるいはほかの舞曲、
ブーレ、もしくはガヴォット）
、第 6 曲 ジーグとなっています。
この無伴奏チェロ組曲は、チェロという大型の弦楽器の朗々としたオルガ
ンのような音色を十分に発揮させるように、高度な演奏技術を駆使して、この
楽器が持つ技術的な可能性をとことんまで追求したものです。そして、ここでは単声の動きの中に和声の
進行やポリフォニー的な構造が、巧みに暗示されています。これだけの見事な作品を演奏するには、優れ
た技術を持つ演奏家がいなければなりません。この曲集は、バッハが、楽長を務めていたケーテンの宮廷
楽団で、ヴィオラ・ダ・ガンバとチェロの奏者を務めていた名手 F.C.アーベルのために書かれたものだ
といわれています。ともかく当時は、チェロという楽器はまだ殆ど独奏楽器としての役割を持ち合わせて
いませんでした。その時代にバッハが、この楽器のために 6 曲の無伴奏組曲を書いたということは、チ
ェロ音楽の歴史に、ながく特筆されるべき功績の一つです。

第２番

ニ短調

BWV.1008

全 6 曲の中では最も繊細な曲で、瞑想的な性格をもっています。構成は、前奏曲、アルマンド、クー
ラント、サラバンド、メヌエットⅠ、メヌエットⅡ、ジーグとなっています。
最初の前奏曲は、内省的な情緒に支配された旋律の微妙な流れが特徴です。次のアルマンドは難しい重
音奏法や細かいアーティキュレーションが、要求される曲です。そして、イタリア型の速いクーラント、
流れるようなサラバンドに続いて、優雅な二つのメヌエットが奏されます。最後はフランス風の性格を持
ったジーグで終わります。

第1番

ト長調

BWV.1007

この曲は、前奏曲、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエットⅠ、メヌエットⅡ、ジーグとい
う構成です。
最初の前奏曲は、絶えず動き続ける十六分音符の音型からなっており、極めて即興的な要素の強い曲で
す。続くアルマンドは、平和で満ち足りた気分を映し出した曲。クーラントは、急速な三拍子によるイタ
リア風の曲。そして、荘厳に奏されていく典型的なサラバンドに続いて、二つのメヌエットが、奏されま
す。最後のジーグは、明確な楽節区分や色彩豊かな転調を特徴とする軽快な曲です。
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第6番

ニ長調

BWV.1012

この曲は、五弦のチェロのために書かれたものですが、今日では、普通の四弦のチェロで演奏されるた
め、大変な難曲になっています。全体は、前奏曲、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォットⅠ、
ガヴォットⅡ、ジーグという構成です。
前奏曲は、雄大な構成を持った協奏曲風な曲。そして、叙情的で優雅なアルマンド、イタリア型の活発
なクーラント、多くの重音で際立った荘重なサラバンド、素朴なリズムによるガヴォットが続きます。最
後に雄大なジーグが奏されます。

第4番

変ホ長調 BWV.1010

この曲の構成は、前奏曲、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブーレⅠ、ブーレⅡ、ジーグとなっ
ています。
最初の前奏曲は、大きく二つの部分から成っていて、この前半と後半の対比は、ちょうど協奏曲風な効
果を与えています。アルマンドは、単純ではあるが生き生きとした曲。クーラントは、イタリア型のコレ
ンテに特徴的な八分音符による音型からなっています。サラバンドは、美しく歌うような旋律の曲。次の
ブーレでは、生き生きとしたリズムによるにブーレⅠと、単純な動きのブーレⅡが対比的に置かれていま
す。最後のジーグは、極めて速いイタリア的な性格を持った曲です。

第5番

ハ短調

BWV.1011

この曲は、前奏曲、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォットⅠ、ガヴォットⅡ、ジーグとい
う構成です。
最初の前奏曲は、フランス風序曲に近い形の曲。続いて特徴的な付点リズムを持つ哀愁を帯びたアルマ
ンド、フランス的な性格を持ったクーラント、瞑想的なサラバンド、そして活発なリズムのものとなめら
かな旋律のものが、対比的に置かれたガヴォットが奏されます。最後はフランス的なジーグで終わりま
す。

第3番

ハ長調

BWV.1009

全 6 曲の内で、もっともよく演奏される人気曲の一つです。全体は、前奏曲、アルマンド、クーラン
ト、サラバンド、ブーレⅠ、ブーレⅡ、ジーグという構成です。
最初の前奏曲は、音階的な旋律と分散和音を主体として、流れるように動いていく曲。続いて三つの八
分音符による上拍を持つ特徴的な音型で始まるアルマンド。イタリア的性格を持ったクーラント。特有な
リズム型が、はっきり見られるサラバンドに続いて、二つの速いブーレが続きます。そして、軽やかなジ
ーグで終わります。
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♣♧♣

演奏家プロフィール

♣♧♣

横坂 源(よこさか・げん）

1986 年生まれ。
２０１0 年ミュンヘン国際コンクールで第 2 位受賞。
２００２年チェリストの登竜門である第 5 回全日本ビバホール・チェロコンクールに史上
最年少で第 1 位（15 歳）受賞。
同年カザルスホール「プロジェクト Q」に最年少チェリストとして参加。
桐朋学園音楽部門創立 50 周年記念演奏会で、小澤征爾と共演。
第 15 回出光音楽賞受賞。将来が多いに嘱望される逸材である。
現在、シュツットガルトで、ジャン・ギアン=ケラスに師事。
2016 年 9 月、ワーナーミュージック・ジャパンより「J.S.バッハ：ガンバ・ソナタ集」
をリリース。
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バックステージ

６月例会（小林 愛実 例会）の交流会から
ピアノの小林愛実さんの例会交流会は，参加人数が少なかった
だけに親密で和やかなものとなりました。当日のお話の中から，
いくつか拾ってみます。
アンコールが圧巻でしたが，いつもこのような感じなのでしょうか？
アンコール曲は，あらかじめ決めておくのではなく，その場で
考えて弾きます。
「英雄ポロネーズ」は，よく弾きます。
徳島での公演は初めてですか？
小さい頃から演奏活動をしているので，たいがいの県には行っ
ているのですが，徳島は初めてです。聴衆があたたかく感じまし
た。今日，来たときはピアノがおとなしい感じがしたのですが，
リハーサルで弾いているうちに鳴るようになってきました。
（註
あわぎんホールでのピアノの演奏機会が少ないため）
演奏の前に胸のあたりをさわっていたのは何でしょう？
おまじないなのです。
（マネージャーさんが，
「おまじないの数
は，どんどん増えてきています」と教えてくれました）
ピアニストを志したのは，どういった理由からですか？

ピアノは，習い事の１つとして，３歳から弾いていました。わたしの性格がシャイだったので，人とつき合え
るようにということだったようです。幼稚園の年長の時，ピアノとバレエのどちらかをとりなさいと言われて，
ピアノを選び，今に至っています。
ピアノがうまくなるには，どうしたらいいでしょう？
作曲家や作品にどれだけ愛情がもてるかがです。技術的には脱力が大切だと思います。手の大きさはあまり関
係ありません。わたし自身，手はそんなに大きくありませんから。また，うまくなるのは，先生次第だと思いま
す。弦楽器や管楽器はそれほどでもないようですが，ピアノは習うのが早ければ早いほどよいです。
作曲家についてお話しください。
リストはピアニストでもあったので，技術的には難しいですが，意外と手の中に入り無理がないのです。それ
に対してショパンは難しい。だから，ショパンをうまく弾くことができる人は，ピアノがうまいのです。でも，
べートーヴェンが作曲家の中で一番弾くのが難し
いと思います。
小林さんは，ステージでは大きく見えますが，近く
で見るとそんなに大きい方ではありません。やは
り，存在感の大きさが，姿を大きく見せるのでしょ
う。天真爛漫で可愛い方です。でも，若い頃から騒
がれてきた方だけに，
演劇の子役さんみたいなご苦
労があったのだろうなと思いました。
これからの日本のピアノ界を確実に背負ってい
かれる方です。
これからの演奏に注目していきたい
です。

（機関紙部 鎌田 憲二）
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いつまでも聴いていたい。
奈

～小林
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）

愛実
（Q）ピアノ・リサイタル

2018 年６月７日（木）

郷土文化会館（あわぎんホール）

ギャップで一度でファンになってしまいました。
（坂東

美子）

★力強かった。全部暗譜ですばらしい。
★「月光」の全楽章も「愛の夢」もすてきでした。
（クローバー）
★リストの曲がきけてよかった。アンコールの曲がとても
よかった。

（茂中明日希）

★ピアノを弾く指の動きが魔法の指だ。
★若々しい音色ですばらしかった。

（岸本

花子）

真優）

★愛実さんの chopin も聞きたかったです。
「ダンテを読ん

★３人の天才の曲（ベートーベン，リスト，ショパン）を

で」のテクニックが素晴らしかったです。アンコールで

見事に溌剌と演奏され，聞き入りました。本当にピアノ

chopin を聞くことができ，嬉しく思いました。やはり

がお好きなんですね。

「ポロネーズ」
，
「ソナタ」共にとてもよかったです。

★感動しました。とてもよかったです。

（原田

（マリンブルー

吉田）

（ガラスのうさぎ）

★デビューＣＤが話題になってから数年を経て，第１７回
ショパン国際コンクール本選出場など，着実にその実力

★若いのにすばらしい音・演奏でした。ますますのご活躍

を開化させている小林さんの例会出演は望外の喜びで

を期待しています。どんな風に成長していくのか楽しみ

ある。次例会以降も若手の実力派のラインナップに大い

です。

に期待している。

（桑原

佳宏）

★徳島に来られたのも初めて，聴くのも初めてでたいへん
感激しました。これからが楽しみです。まさかアンコー

★大曲につづいて３曲もアンコールありがとう。どの曲も

ルでショパンのポロネーズが出てくるとは思いません

すばらしかった。

でした。

★プログラムの曲すべてよかったが，アンコールの曲もと

★青嵐の

てもよかった。とくに「月光」と「英雄ポロネーズ」が
よかった。

（つうちゃん）

（るかくん）

衣まといし

（あっこちゃん）
早乙女が

巡礼の唄

熱く弾く

ありがとうございました。服色の選びが気になりました。
神曲向き？巡礼の国へようこそ♪

★２３歳という若い方でありながら，すばらしい演奏でし

（アルカディア

た。生まれてから今までの音楽に満たされた人生を想像

天野

大）

してしまいました。これから長い人生をどんな風に成長

★うまい。最高にうまい。いつまでも聴いていたい。

されるのか楽しみです。エメラルドグリーンの絹のフレ

★きらきらした音ですばらしいコンサートでした。

アがたっぷりのドレスすてきでした。

★音のきらめきがうつくしく，心地よい重さでした。大海

★来てよかったです。

（マミさん）
（上田

仁康）

した！

★小林さんのことは，ショパンコンクールのドキュメンタ

髙尾

（Ｙ．Ｎ）

★エメラルドグリーンのドレスもよくお似合いだったと

リー番組の頃から注目していましたので，徳島に来て下
さるなんて夢のようでした。
（ぽこあぽこ

原かけるようなすばらしい演奏をありがとうございま

良子）

思います。ショパン・コンクール，優勝は逸したけど，
これからが期待される若手のピアニストの方ではない

★力強い曲から優しい曲まで，変幻自在なテクニックに圧

でしょうか。

倒されました。またお話しされた時の愛らしさが新鮮な

-6-

（マコ）

★アンコールもよかったです。

★ピアノとフォルテがいいぐあいにまとまっていたので，

★最初のひびきを聞くと，直ぐにアーティストの魂の音楽

まねしたいなと思いました。ゆびがす早く動いていたので，

が聞こえてきた。立体感，構造物がつくられてゆく感を

すごいと思いました。

持った。将来が楽しみです。

★音がとてもひびいていました。高い音のひびきがとって

★アンコールのショパン２曲，火が出るようで，すごかっ
たです。

（中尾

（ぽこあぽこ

もきれいでした。

賢一）

（ぽこあぽこ

佐野 由衣）

永井

小遥）

★とても表現力のある演奏でした。ペトラルカのソネット

★鳴門での第九演奏会のチラシ，挟み込んであったので今

で，作曲家の感動が音楽を通してとてもよく伝わってき

回の演奏会を知りました。知って良かったです。小さな

ました。そして，それをどう表現したいのかもよく分か

頃からすごく有名で，これからの日本を背負っていかれ

りました。

る素晴らしい演奏家で，徳島で聴ける機会があるとは思

（ぽこあぽこ

濱田 共生）

★とてもきれいな音色でした。体の動かしかたが，上手で

ってもみませんでした。

す。終わり方がきれいで，強弱がよく出来ています。指

★３回もアンコールをして下さってありがとうございま

のまわり方がきれいです。メロディーの音がしっかり鳴

した。おやさしい方だなと思いました。

っていて，上手で，とてもきれいな演奏でした。軽くよ

★瑞々しい音色に若々しさを感じました。技術の高さや力

く指がまわるところが，かわいい感じがしました。

強さ，大物の要素が。すごい方ですね。ピアノと同化し

（ぽこあぽこ

川田

萌永）

ているのかと感じました。カッコイイですね。

小林

★さすがに実に上手。今後大いに期待したくなる演奏でし
た。

（沖津

愛実

例会の運営担当のみなさん

一陽）

★力強い音がかっこよかった。感情がこもっていてとても

清水さん，岩見さん，大西さんご夫妻，

すごいなと思った。
「月光ソナタ」の３楽章がすごく上手

竹内さん，川田萌永さん（ぽこあぽこ）

で目標にしたいと思った。

清水さん，伊予谷さん，松本さん，桜木さん

（ピアノ）

★とてもいい音でした。指がまわっていてすごかったです。
おつかれさまでした。

最後の曲ははく力満点でした。表現力もすばらしかった
です。また聞きたいです。

（Ｍ．Ｋ）

★とても美しい音で，一音一音大切にひいているのが分か
りました。力強い音を出すときは，体全体でひいていて，
すごいと思いました。キラキラ光るような高い音は，と
てもきれいでした。

（ぽこあぽこ

林

里咲）

★きれいな音でした。とても感動しました。わたしもこん
な音でひきたいです。

（ぽこあぽこ

仁木ゆいか）

★とてもきれいな音でした。心にしみこむようなえんそう
でした。

（ぽこあぽこ

松浦

花）

★激しい曲，優雅な曲，ロマンティックな曲，ひきこまれ

小林

る演奏でした。
★「げっこう」でゆびがとてもはやくうごくにのびっくり
しました。

（ぽこあぽこ

たかおこうじろう）

★表情や音がコロコロ変わっていたので，すごいなあと思
いました。

（ぽこあぽこ

岡久

涼葉）

愛実

例会のサイン色紙当選者

髙尾

良子さん（ぽこあぽこ）

福岡

帆奈さん（ぽこあぽこ）

岸本

花子さん

おめでとうございます。
８月例会の会場でお受け取りください。
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◉

2018/6

月例会、小林 愛実／ピアノ・リサイタルの例会アンケートからご紹介

ぽこあぽこサークルの福岡 帆奈さんからこのような素敵な感想文を戴きました。それをご覧になった小林 愛実さ
んもとても喜んでくださり、ご本人からのコメントを戴きましたので、一緒に掲載します。ご覧ください。

福岡 帆奈ちゃんヘ
この度は、演奏会にいらしていただき、
そして、心のこもったお手紙もありがとうご
ざいました。私の演奏を一生懸命聴いて下さ
った事が、とても伝わってきました。
理解するのが難しい曲もあったと思いま
すが、楽しんでいただけたようでとても嬉し
く思います。
ピアノの練習は、大変だと思いますが、帆
奈ちゃんの目指す夢に向かって頑張ってく
ださい。私もまた、徳島に帰って来られるよ
うに、さらに努力していきたいと思います。
また、いつかお会いできる日を楽しみにして
います。

小林 愛実
＜あとがき＞
いつの例会でも、たくさんの感想文を書いてく
ださっている≪ぽこあぽこサークル≫のちびっこ
会員さんですが、今回目立って長文の感想文＆フ
ァンレターがありました。12 歳とは思えない、
大変立派な、そして素直で温かい感想文に私も感
動しました。そこで、やはり小林愛実さんからお
返事を戴こうと思い、直接お願いしましたところ
快く送ってくださったのが、上記のコメントです。

◉

運営委員長

小路 常芳

（※提供：大崎

訓子さん）

6 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

花菖蒲

バラ、クレマチス

アスチルベ

アスチルベ

宿根スイトピー
テマリシモツケ

◉

2018/8

月例会（横坂 源／チェロ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
-8-

スターダスト

フラワー

SF

さつき

1 丁目 7 番地

コスモス

希望

救援会

あさひ学園

個人会員でお名前（性）の

※

19：00～20：30

市民コンサート徳島・事務局にて
※

頭文字が 「ナ～ハ行」の方、よろしくお願いします。

◉

運営サークル会・日程： 7/26（木）

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。

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2018 年 4 月例会「赤坂 智子・高橋 礼恵 ／デュオ・リサイタル」
（4/3）に、今回も沖野恵子さん門
下生の林 里咲さん、中西 莉奈さんが届けてくれました。

赤坂さんのビオラは、とてもきれいな音色で心に響き、高橋さんのピアノもよい
音色で響きが素晴らしかったです。二人の演奏を聴き、とても感動しました。私
もいつか誰かと共演してみたいと思いました。素敵な演奏を有難うございました。

私は、ヴィオラの赤坂さんに花束を渡しました。ヴィオラとピアノのデュオは
初めて聴きましたが、どちらも素敵な音色で感動しました。もう一度聴きたい
ので、また徳島に来てほしいと思いました。//////////////////////////////

◉

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 8/20（月）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、下記の口座振り込みをご利用下さい。

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-

福岡 帆奈ちゃんヘ
この度は、演奏会にいらしていただき、
そして、心のこもったお手紙もありがとうご
ざいました。私の演奏を一生懸命聴いて下さ
った事が、とても伝わってきました。
理解するのが難しい曲もあったと思いま
すが、楽しんでいただけたようでとても嬉し
く思います。
ピアノの練習は、大変だと思いますが、帆
奈ちゃんの目指す夢に向かって頑張ってく
ださい。私もまた、徳島に帰って来られるよ
うに、さらに努力していきたいと思います。
また、いつかお会いできる日を楽しみにして
います。

小林 愛実
＜あとがき＞
いつの例会でも、たくさんの感想文を書いてく
ださっている≪ぽこあぽこサークル≫のちびっ
こ会員さんですが、今回目立って長文の感想文＆
ファンレターがありました。12 歳とは思えない、
大変立派な、そして素直で温かい感想文に私も感
動しました。そこで、やはり小林愛実さんからお
返事を戴こうと思い、直接お願いしましたところ
快く送ってくださったのが、上記のコメントです。
運営委員長

小路 常芳

2018 年 6 月 7 日（木）市民コンサート徳島 6 月例会 「あんさんぶる」より
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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

≪2018／11 月例会

620 回≫

萩原 麻未／ピアノ・リサイタル

11/26（月）

今年の最後を飾る例会には、ピアニストの萩原麻未さんを初めてお招きします。
萩原麻未さんは、2010 年のジュネーブ国際コンクール（スイス）ピアノ部門で優勝し、一躍注目される存在となっ
た、実力派のピアニストです。すでに国内外の多くのオーケストラに招かれ共演。また室内楽、ソロリサイタルにと活
発に演奏活動を行っています。今回のリサイタルでは、今年が没後 100 年となるドビュッシーを取り上げます。有名
な「月の光」を含む、ベルガマスク組曲や、
「亜麻色の髪の乙女」を含む、前奏曲集・第 1 巻をメインにした、オール・
ドビュッシー・プログラムを演奏します。ご期待ください♪

≪

萩原 麻未

リサイタル・プログラム

≫

ドビュッシー
アラベスク 1 番
アラベスク 2 番
仮面／Masques
ベルガマスク組曲
（前奏曲、メヌエット、月の光、パスピエ）
喜びの島

♥♡♥ 休

憩

♥♡♥

ドビュッシー： 前奏曲集・第 1 巻
第 1 曲 デルフィの舞姫

第 7 曲 西風の見たもの

第2曲 帆

第 8 曲 亜麻色の髪の乙女

第 3 曲 野を渡る風

第 9 曲 途絶えたセレナード

第 4 曲 夕べの大気に漂う音と香り

第 10 曲

沈める寺

第 5 曲 アナカプリの丘

第 11 曲

パックの踊り

第 6 曲 雪の上の足跡

第 12 曲

ミンストレル

≪これからの例会・ラインナップ≫
2019.2

月例会 （621 回）

室内楽コンサート

2/26（火）

五島史誉（ピアノ）＋平光真彌五重奏団
～室内楽版・ピアノ協奏曲の夕べ～
2019.4

月例会 （622 回）

小川 明子 アルト・リサイタル

4/16（火）

ピアノ：山田 啓明
2019.6

小川 明子

月例会 （623 回）

田部 京子 ピアノ・リサイタル（デビュー25 周年記念） 6/27（木）
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