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ドビュッシー／（1862～1918）
アラベスク 1 番, アラベスク 2 番
ドビュッシーの作曲活動は、大きく言って初期、中期、後期の三段階に分類することが出来ますが、この「二
つのアラベスク」は、そのうちの初期に属する作品です。タイトルの「アラベスク」というのは、アラビア風
のといった意味を持つ言葉です。初期の作品ですが、すでに後年の斬新な感覚が目お角に現れています。
第 1 番は、アンダンティーノ・コン・モートで、美しいアルペジオが印象的に用いられています。対位法的
な書法が意識的に用いられています。
第 2 番は、アレグレット、スケルツァンドで、軽やかなリズムを持ち、独特の運動感のあるはつらつとした
舞曲風の音楽になっています。

仮面／Masques
マスクを付けたイタリア風喜劇という要素もありますが、決して一筋縄ではいかないような幻想的な内容の
作品です。

ベルガマスク組曲
この作品は、作曲の着手から完成に至るまで約 15 年という長い年月がかかっています。それは、ドビュッ
シーがこの「ベルガマスク組曲」を大事にしていて、推敲に時間を費やしたと考えられています。題名のベル
ガマスクは、ドビュッシーがイタリア留学中に訪問した北イタリアのベルガモ地方に伝わる舞曲「ベルガマス
ク」に由来するといわれています。同時に、ドビュッシーが個人的に親交のあった詩人ヴェルレーヌの詩集「雅
びた宴」の中に出てくる「18 世紀の宮廷的（ベルガマスク）な」という意味を併せ持つといわれています。

第 1 曲「前奏曲」
モデラートと記されています。印象的な旋律がドビュッシーならではの和音とリズムの変化で、即興風に
展開していき、この組曲の性格を決定付けていくような雰囲気を作り上げています。

第 2 曲「メヌエット」
アンダンティーノで、
「きわめてデリケートに」と指定された敏感な音の動きは、往時のクラヴサンを想起
しているといわれています。

第 3 曲「月の光」
アンダンテ・トレ・エクスプレシィフ。ドビュッシーのピアノ音楽中で、もっとも有名な曲で、数多くの
楽器用にアレンジされ親しまれています。

第 4 曲「パスピエ」
アレグロ・マ・ノン・トロッポで、フランスの古典舞曲であるパスピエに、新たな感覚を盛り込んでいま
す。

喜びの島
ドビュッシーには珍しい様な、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。
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前奏曲集・第 1 巻
ドビュッシーの「前奏曲集」は、間違いなく彼のピアノ音楽最大の傑作です。彼がピアノによって追求して
きたものの集大成がここにあります。各曲とも素材は自由に採られていて、形式的にも型にはまってはおらず、
自由に書かれていますが、作曲技法としては極めて手の込んだものが多く、作曲家としても充実した時期を迎
えているドビュッシーの姿が窺がえます。各曲ともそれぞれ洒落たタイトルが曲尾に記されています。

第 1 曲「デルフィの舞姫」
ルーブル美術館に展示されている彫刻に、ヒントを得たといわれています。ギリシャの古都デルフィのアポ
ロ神殿で、緩やかに、気高く舞う女神を想っているように感じられます。

第 2 曲「帆」
原題には「ヴェール」の意味もあり、ドビュッシーは、両方の意味を合わせて用いていると考えられます。
冒頭に出る長三度のモチーフは、風にはためく白い帆なのかも知れません。彼はここに「厳格なリズムではな
く、そよ風が愛撫するように」と記しています。

第 3 曲「野を渡る風」
「活発に」で、
「できる限り軽やかに」と記されています。急速な 6 連音符が奏され、草木を吹き抜ける風を
デリケートに描いていきます。時に疾風が通り過ぎることもあります。

第 4 曲「夕べの大気に漂う音と香り」
この題名は、ボ－ドレ－ルの詩集「悪の華」の中の詩「夕べの調べ」にある一行です。この詩が表現してい
るようなメランコリックなワルツ調の曲です。

第 5 曲「アナカプリの丘」
アナカプリはナポリのカプリ島にある町で、タランテラのリズムに乗って明るい陽光に照らされた南国の情
景が鮮やかに描き出されていきます。

第 6 曲「雪の上の足跡」
「悲しげに、ゆっくり」とあり、PP にはじまり、PPP に終わります。左手に出るリズムは「凍りついた雪
の風景です。

第 7 曲「西風の見たもの」
「活発に、騒がしく」で、吹き荒れる西風が描かれています。力強いヴィルトゥオジティが要求される作品。

第 8 曲「亜麻色の髪の乙女」
ドビュッシーの作品中、最もよく知られている曲。詩人ルコント・ド・リールの詩集「スコットランドの歌」
の中の同名の詩を題材としています。

第 9 曲「途絶えたセレナード」
スペイン風のセレナードで、ギターを模した伴奏に乗って、エキゾチィックな歌が現れます。

第 10 曲「沈める寺」
ブルターニュ地方に伝わる伝説をもとに書かれています。海底に沈んだイスの町の寺院が、晴れた日には姿
を現し、鐘の音や聖歌が聴こえてきますが、それも再び沈んでいきます。

第 11 曲「パックの踊り」
シェイクスピアの「真夏の夜の夢」に登場する妖精パックの踊りで「気まぐれに、軽く」とあります。

第 12 曲「ミンストレル」
このミンストレルは、中世の吟遊詩人ではなく、ミュージック・ホールのエンタテイナーです。ユーモアの
センスを持った曲です。
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♥♡♥

演奏家プロフィール

♥♡♥

萩原 麻未(はぎわら・まみ）

©

Marco Borggreve

2010年第65回ジュネーヴ国際コンクール〈ピアノ部門〉において、日本人として初め
て優勝。年によって1位を出さないこの伝統あるコンクールでの8年ぶりの優勝となった。
広島県出身。第27回パルマドーロ国際コンクールにて史上最年少の13歳で第1位。
広島音楽高等学校を卒業後、文化庁海外新進芸術家派遣員としてフランスに留学。パリ国
立高等音楽院及び同音楽院修士課程、パリ地方音楽院室内楽科、モーツァルテウム音楽院
を卒業。
現在、日本、フランスを中心に、スイス、ドイツ、イタリア、ベネズエラ、ベトナムな
どでソリスト、室内楽奏者として演奏活動を行っている。これまでに、NHK響、大阪フィ
ルといった国内主要オーケストラのほか、ジョナサン・ノットら数々の著名な指揮者とも
共演。
パスカル・ロフェ指揮／スイス・ロマンド菅、フランス国立ロワール管、フランソワ＝
グザヴィエ・ロト指揮／南西ドイツ放送響などとも共演を重ねている。また、スイスのグ
シュタード・ニューイヤー・フェスティバル、ジュラ・フェスティバル、フランスのペリ
グー・ノワール・フェスティバル、ラ・ロック・ダンテロン、ラ・フォル・ジュルネ（ナ
ント/日本）等の様々な音楽祭に招かれている。
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バックステージ

８月例会（横坂 源 例会）の交流会から
チェロの横坂源さんの例会交流会は，横坂さんのお人柄そのま
ま，親密であたたかいものとなりました。当日のお話の中から，
いくつか拾ってみます。
今回のリサイタルは，どのようにして実現したのですか。
（小路委員長）
8 月のホール条件が,夜の部しか取れなかったので,
まず市民コンサートがピアノ伴奏のいらない弦楽器でのリサイタ
ルを音楽事務所に依頼しました。チェロを第１候補に，まず横坂
さんのスケジュールを調べてもらいました。
ちょうど２日連続で，会場のあわぎんホールを押さえていまし
た。
（リハーサルと本番用）そこで，横坂さんに「バッハの無伴奏
チェロ組曲全曲は可能ですか？」と問い合わせました。
（横坂）
「二日間でだったらやります」と返事をしました。でも,
全６曲をまとめて弾くのは初めてだし，５番の組曲は人前で弾く
のも初めてだったので，変なことを引き受けたなと思いました。
実際に弾いてみてどうでしたか？
「修行みたいだな」と思いました。弾いていて，頭の中が真っ白
になる時がありました。

楽器は前回のリサイタルの時と違うようですが？
イタリア人がつくった「モンタリアーナ」という楽器です。今から３００年ぐらい前のものです。前回の楽器
は繊細ですが，力強くは弾けない楽器でした。でも，今回の楽器は力強く，低音がよく響く楽器です。
バッハの無伴奏チェロ組曲はいかがですか？
それぞれの組曲を季節にあてはめてみました。まず一日目の２番は「残暑」
。１番は「春」
。６番は「冬」だと
思います。二日目の４番は「秋」
。５番は季節ではなく「宇宙」を感じます。５番の組曲は特別で，何も介入でき
ない世界があります。さわるとバランスが崩れる感じがします。そして，３番は「夏」でしょうか。
横坂さんの音楽には歌心があると思いますが・・・。
うーん，それだけではだめなんですけどね。
昔，海外のコンクールに落ちて，がっかりしていた時，突然話しかけてきた方がありました。その人は何と，
チェリストのピエール・フルニエの奥様だったのです。そのアドバイスは有り難かったです。
チェロを始めたきっかけは何ですか？
わたしの父が大学で音楽を教えていました。その関係で，よく自宅に学生がやってきました。その時大好きだ
ったお兄さんがチェロを弾いていたので，
「あれをやる」と言ったそうです。もしお兄さんが違う楽器を弾いてい
たら，今，チェロをやっていないかもしれません。
これからどんな音楽をやってみたいですか？
これからは「民族の世界」をやってみたいです。コダーイ，バルトーク，ヒナステラ，ヴィラ＝ロボスなどや
ってみたいと思います。
来年，横坂さんは記念の年を迎えるのだそうですね。
来年デビュー２０周年を迎えます。それを記念して，２０１９年１０月から２０２０年１０月まで，記念公演
が開かれることになっています。
いつもやさしく，音楽にひたむきに向かわれる横坂さんは素敵だなと思います。これから日本の音楽界を背負
っていかれる演奏家になるおひとりです。これからのご活躍を楽しみにしています。 （機関紙部 鎌田 憲二）
-5-

心地よい重低音で，自分もチェロを演奏してみたくなった。
★若々しい音色ですばらしかった。

～横坂

（岸本

花子）

源★愛実さんの
無伴奏チェロ・リサイタル～
chopin も聞きたかったです。
「ダンテを読ん
で」のテクニックが素晴らしかったです。アンコールで

2018 年８月 27 日（月）／28 日（火）

あわぎんホール

chopin を聞くことができ，嬉しく思いました。やはり
★「内面とずっと向き合う修行のような」というお話があ
り，なるほど演奏家の方には緊張の中での演奏だったの
かと想像しました。残念ながら，仕事の都合で来れませ
んでしたが，パートナーからとても良かったと聞きまし
た。Ｐ．Ｓ．最後のお話を聞いて，とても感じの良い好
青年だと思いました。これからもぜひ活躍してください。
（たおのプーさん

田尾

淳司）

★神格化されたカザルスのＬＰ始め，名だたるチェリスト
の演奏をＬＰ，ＣＤで聞いてきましたが，横坂さんのチ
ェロは実に豊かで心にしみる素晴らしい演奏でした。
（めだか

〈１日目 ８月 27 日（月）〉

尚）

★チェロ一台で演奏しているのに，バックにオーケストラ

★すばらしい音にひきこまれました。チェロ１台とは思わ

がいるように感じました。

れないような奥深く華やかな演奏でした。

★今までに聴いたどのコンサートより胸に響いた。引き込

★良かった。バッハと横坂氏にブラボー。 （桑原

佳宏）

まれ，集中して聴いていたところに，アンコールで「Ｇ

★バッハとチェロを堪能しました。
（マリンブルー

吉田）

★いつも素敵な音色でうっとりします。

亜希）

（伊丹

★大きなチェロを右手は弓，左手は弦を巧みに操って，暗

チェロの曲って，少々わかりにくいです。

線上のアリア」が来て，ふっと緩んだのか涙が出た。す
ばらしい「Ｇ線上」だった。

（ショコラ）

★「無伴奏チェロ組曲」全曲演奏を二夜にわたり聴くこと

譜されて演奏なさるのは，見事だなと思いました。でも，
（マコ）

ができて，大変感度した。若き俊英の奏でる調べに，一
音たりとも聴き逃すまいと耳を傾けていた。

★バッハは敬遠していたけれど，今日のコンサートで魅せ

（桑原

られました。

佳宏）

★チェロの低くなめらかな音色，心に残ります。２夜にわ

★大満足。

たって聴くことができ幸せでした。

★一度はチェロのコンサートに参加したいと思っていた

（田中

成子）

★チェロの音にどっぷり浸ることができて，とても心地良

ので，今日生で演奏をきけて良かった。心地よい重低音

く聴かせていただきました。ありがとうございました。

で，自分もチェロを演奏してみたくなった。

★心が浄化されました。

（キンセンカ）
★残暑厳しい中，落ち着いたチェロの音色は，清涼感を感

（秋成

怜美）

★チェロの柔らかい豊かな音色三昧でした。美しい迫力あ
る響きに浸りながら，バッハの偉大さに打たれる時間で

じさせるもので，とてもいいものを聴かせてもらったと
いう充実感がありました。

井上

もありました。素晴らしい企画に感謝しています。

（阿波の金太郎）

★チェロのひびきがよかった。

★美しい。色々な要素があり，すばらしい。
★バッハのおなじみの音符の羅列からすばらしい音の織

★とてもすてきな心地よい音でした。

物を奏でたのは感動だが，それ以上の精神を感じた。す

★市民コンサート会員になって２夜続く演奏会ははじめ

ばらしかった。バッハのこの曲はチェリストが避けて通

て経験する。いい事ですね。労音時代にはありましたが。
（坂田

和）

-6-

れない曲なので，それをプログラムにのせること自体，

商売なんかじゃないぞという証だと思う。
（シロメダカ３３７７）
★チェロだけははじめて聴いたけれど，美しい音色で，す
てきなリサイタルでした。チェロが思っていたより大き
くて，おどろきました。

（ぽこあぽこ

林

里咲）

★たくさんの人の中でひびく１つの音は，とってもきれい
でした。

（コットンコトコトコト）

★チェロの深い音色がとてもよかった。

（ＳＯＬ）

★どんな音でも音をよくきいているように思いました。と
てもきれいな音色でした。チェロのひびきが良かったで
す！！

（ぽこあぽこ

中西

莉菜）

★チェロの低い音がとてもきれいで引き込まれた。伴奏が
ないのにチェロだけで充分な演奏でした。アンコールの
曲もすばらしかったです。 （ぽこあぽこ

濱田

共生）

〈２日目

８月 28 日（火）〉

★チェロの生えんそうをきくのは初めてだったけど，すご

★これまでバロックが好き，バッハ大好きと思ってました

く良かった。ふかみがあり，流れるような音で良かった

が，今回の無伴奏チェロ組曲を聴いて，バッハのイメー

と思う。

ジがより深くなりました。私がこれまで聴いていたのは，

（ぽこあぽこ

佐竹

悠）

★はくりょくのある楽しいえんそうでした。

ブランデンブルグ協奏曲，トッカータとフーガ，ミサ曲

（ぽこあぽこ

松浦

花）

★とてもかっこいいえんそうだった。すごかった。
（ぽこあぽこ

川田

が，今回のようにチェロの音色とあいまって，深く荘厳

萌永）

★よくうたっていて，とてもすてきな演奏でした。美しい

な感じにつつまれて，
「バッハを聴いている！！」という
感激ははじめてです。市民コンサートの会員でなければ，

音色ばかりで，とてもきれいでした。
（ぽこあぽこ

等で，時には鼓舞され，又ミサ曲ではいやされてました

こんなバッハ三昧はなかっただろうと今更ながら，素晴
岡久

涼葉）

らしい企画にありがとうです。

★後ろらへんにすわっていたけれど，ちゃんと音が聞こえ

（コスモス

てきました。いきつぎとひょうげんもつたわってきて，
とてもすばらしいえんそうだと思いました。

山内

緑）

★ソロコンサートのはずなのに，デュオ or 三重奏のよう
に聴こえてくるのがすごい。私も弦楽器を習っています

（うーたん）
★ひくい音でもとってもひびいていて，きれいだなと思い

が，横坂さんの音色にはいつもほれぼれしています。今
回はバッハ全曲ということで，とても充実した時間を過

ました。チェロの音は生できいたことがなかったので，

ごすことができました。帰宅して，わたしも楽器をすぐ

とてもかんどうしました。ふかい音がとくにきれいでし

にさわりたくなりました。

た。強弱もきちんとついていて，すばらしいと思います。

希）

（ぽこあぽこ

永井

小遥）

（伊丹

亜

★ふだんあまり接することのない（自分は）楽器のため，

★ピアノとフォルテがいいぐあいにまとまっていたので，

わかりにくい点もあったでしょうけど，横坂さんのチェ

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，

リストとしての姿勢を第２夜にして感じることができ

すごいと思いました。

ました。

（ぽこあぽこ

佐野

由衣）

★音がとてもひびいていました。高い音のひびきがとって
もきれいでした。

（ぽこあぽこ

永井

（マコ）

★昨日に引き続き，目を見張る演奏でした。チェロを始め

小遥）
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てまだ日も浅いですが，チェロの奥深さを感じることの

できる演奏会でした。

★すばらしかった。演奏とお話しになる横坂さんの印象が

★演奏者のコメントが最後にあって良かった。
（坂田

和）

★横坂さんの呼吸を感じながら，バッハの世界に導かれて

大分ちがった。
（両方とも素敵でした）
★実力が最高に表れて，よいイメージが表れて来ました。

いったような気がします。会場の静寂も音楽の一部にな

（岩本

っていて，厳かな空気が流れていました。
「セロ弾きのゴ

花子）

★これだけ内容の濃い，魂のこもった演奏を二日間連続で

ーシュ」をイメージしました。

聞くことができて幸せです。「自分の内面と向かい合っ

★二晩のコンサート，大変だということがよくわかった。

て，それをさらけ出す緊張感」というようなお話をそれ

ただ頭が下がります。昨日と比べ，今日は弱音がきれい

ていましたが，今，ここで，そういう場面に居あわせる

だった。音が立体的に聞こえた。
（シロメダカ３３７７）

ことができたぜいたくさを味わいました。

★すごくいろいろな世界を感じました。楽しかったです。
ありがとうございました。

（きかなそんそん

久保）

★２晩にわたるすばらしい演奏ありがとうございました。
修行に近い気持ちだったとおっしゃられたのが印象的
でした。私もひきつけられるように集中して聞いてしま
いました。

（マミさん）

★充分にバッハの無伴奏を聞きました。二晩続けての演奏
は良かったです。

（原）

★全曲をコンサートできける機会は珍しいので楽しみに
していました。低いチェロの音が耳からでなく皮膚から
届くようで大変よかったです。
★全曲を通して聴けたのは幸せでした。左手は正確に音を
創りだし，右手の弓は自在に力強い音や繊細な音を紡ぎ，
若々しい演奏に時を忘れ聞き入れました
（マリンブルー

吉田）

★昨日と同じく良かった。表現が良くできており，音楽に
入りこめた。
★ひとつひとつの音を心をこめて弾き語るチェロの奥深

バッハとは違う感じを楽しませてもらいました。

（キンセンカ）

★大変よかったです。手の動きに見とれてしまいました。
一人で何人もの方と共演しているようで，うっとりでし

（ぽこあぽこ

濱田

共生）

★夜にきくチェロの音色はロマンチックで，とても美しい
なと感じた。

（一女子）

★むずかしい曲，全て２夜にわたって演奏して下さり感激
です。

いでした。トリルもていねいに演奏されていました。チ
ェロの純真な音が心地よかったです。アンコールの曲で，

多彩さと横坂さんの演奏のパワフルさに圧倒されまし

た。

悠）

ブーレⅡの「ラララララ（アーフタクト）ラー」がきれ

（阿波の金太郎）

★二日つづけてバッハのチェロをきいて，チェロの音色の

た。とってもよかったです。

佐竹

★高い音が細くてすきとおった音がとてもきれいでした。

さに出会って，とてもよい気持ちでした。横坂さんのチ
ェロはほんとうにすばらしい。

（ぽこあぽこ

（ＳＯＬ）

★音のはしばしが，とてもきれいだなと思いました。きれ
いな音色でひびいてきました。２曲目の音をゆするとこ

（チェロ大好き女子）

★チェロの無伴奏，深い音ですね。チェロという楽器を愛

ろがステキでした！

（ぽこあぽこ

中西

莉菜）

★速いところも軽やかにひいていて，すごいと思いました。

して弾いていることが感じられ，チェロの音色が素敵だ

最初の一音から最後の一音まで，とてもきれいな音で，

なと初めて感じました。
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とても良かったです。

（ぽこあぽこ

林

里咲）

横坂

源

例会のサイン色紙当選者

★１日目もすばらしかったけど，２日目もとてもかんどう

伊丹
沖津
桑原

しました。チェロのひくくてふかい音がホール中にひび
きわたって，いい気持ちでした。感じょうがこもってい
て，作曲した人の気持ちがつたわってきました。始まり

亜希さん
一陽さん
佳宏さん

方もおわり方もカッコいいです。強弱もできていました。
ふかい音がとってもひびいています。二日もコンサート
をしてくれてありがとうございました。また徳島に来て
ください。

（ぽこあぽこ

永井

小遥）

おめでとうございます。
１１月例会の会場でお受け取りく
ださい。

横坂 源

例会の運営担当のみなさん

吉兼さん（スターダスト）
西殿さん・岡本さん・山内さん
・伊予谷さん（コスモス）
松浦さん・仁木さん（ぽこあぽこ）
太田さん（ムーン・リバーⅡ）
原さん，中尾さん
★２日間お疲れ様でした。ありがとうございました。生で
聴けない５番や６番を聴けて，本当によかったです。横

おつかれさまでした。

坂さんの詩情豊かなバッハに魅了されました。歌うバッ
ハ。ありがとうございました。
★とおくまで音がひびいていました。とてもすてきな音色
でした。Ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ！！いきつぎとひょうげん
力もしっかりとつたわってきました。これからもがんば
ってください。おうえんしています。
（ぽこあぽこ

佐野

由依）
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◉

8 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞
パンパスグラス

風船カズラ

白ユリ

バラ

ハナトラノオ

クチナシ

カンゾウ

小車

ハマユウの葉

ワレモコウ
ネリネ
（※提供：大崎

◉

訓子さん）

嬉しいお知らせ
殊の外厳しかった今夏も、いつしか芸術の秋となりあちらこちらで、コンサートや絵画展、様々なイベントが催されていま
すね。日頃から一生懸命練習に練習を重ね、今夏、暑い最中に世界最大規模のピアノコンクールであるピティナ・ピアノコン
ペティションに挑戦し、全国大会に於いて見事 D 級で銅賞を受賞した、沖野恵子先生の門下生である濱田共生君を紹介しま
す。

＜濱田君のコメント＞
銅賞を取ることが出来たのは、教えてくださった先生方や周りの人たちの支援のおかげだと思います。
そして、市民コンサートの素晴らしい演奏を聴いて、耳を肥やすことが出来たのも、今回の結果につな
がっていると感じています。

＜沖野恵子先生のコメント＞
今年のピティナコンクールは、私の教室から、ソロ 13 人と連弾 2 組が本選に出場しましたが、全国
大会には、ソロ 3 人と連弾 1 組が出場しました。全国大会組は、全員市民コンサートのメンバーです。
銅賞、ベスト賞 2 つをいただきました。
私のグループは、大人 2 人、子供 17 人の＜ぽこあぽこピアノ教室＞のメンバーです。いつも、会員の
皆様から温かい眼差しで、優しい言葉をかけて頂き嬉しく思っています。常々ピアノだけでなく、いろ
んな楽器の音色を子供たちが聴き、肌で感じることは大切だと思っています。市民コンサートは、子供
さん達にとっては、安いお値段でプロの演奏が身近に聞ける有難い機会だと思います。今後も第 2 の子
育てだと思って、生徒さんと一緒に、楽しく参加させていただきます。
※

このような嬉しいコメントをいただきました。沖野先生にお話を伺う中で、沖野先生のご尽力はもちろんですが、濱田君の

お母さま、そして他の生徒さんのお母さま、ご家族の皆様方の影の支え、ご尽力にも、地方に住んでいながらのハンディのあ
る中で、かなり目を見張るものがあり、音楽を志すものこれでなくてはと改めて、伸びようとしている子供たちの芽を大人た
ちはいろいろな面でサポートしてあげなければいけないなと感じました。共生くん、おめでとう！今後も頑張ってください。
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（事務局）
◉

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2018 年

6 月例会「小林 愛実 ／ピアノ・リサイタル」（6/7）に、今回も沖野恵子さん門下生の

川田萌永さんが、届けてくれました。
私は、小林愛実さんに花束を渡しました。
小林さんのピアノえんそうは、とても感動しました。
体全体、いろんな音色の表現が出来ていて引きこまれました。
わたしもいっぱい練習してあんないい音色が出せる
ように頑張ります。

◉

2018/11

月例会（萩原 麻未／ピアノ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん

シャロム

太平洋

ミルク

リュバン・ヌエ

とちら連

行々子

里山

クロワッサン

ミュージックランド

個人会員でお名前（性）の頭文字が 「マ、ヤ、ラ、ワ～ア行」の方、よろしくお願いします。

◉

※

運営サークル会・日程：10/25（木）

19：00～20：30

市民コンサート徳島・事務局にて

※

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

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 11/19（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
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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

≪2019／2 月例会

621 回≫

五島史誉（ピアノ）／平光真彌五重奏団

2019・2/26（火）

～モーツァルト・ピアノ協奏曲（室内楽版）の夕べ～
2019 年の最初の例会は、ピアニストの五島史誉さんと平光真彌五重奏団を初めてお招きしての「モーツァルト・
ピアノ協奏曲（室内楽版）の夕べ」です。室内楽版ながらモーツァルト/ピアノ協奏曲を聴くことが出来る、豪華プロ
グラムです。6 人によるピアノ協奏曲の夕べをお楽しみください。プログラムの詳細は、決まり次第発表します。
（モ
ーツァルト/ピアノ協奏曲第 21 番、セレナード第 13 番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」などが、候補に上が
っています♪

ピアニスト五島史誉と平光真彌クインテットによる

６

しんたに うた

ヴィオラ：新谷 歌

人の

ピアノ協奏曲
《室内楽版》
ごとう

ふみ よ

ピアノ：五島 史誉

ヴァイオリン
やまざき

山崎えりか
さかい

たかあき

コントラバス：酒井 敬彰

たかはし こう じ

チェロ：高橋 弘治
ひらみつ

しんや

ヴァイオリン：平光 真彌

≪これからの例会・ラインナップ≫
2019.4

月例会 （622 回）

4/16（火）

小川 明子 アルト・リサイタル
ピアノ：山田 啓明
小川 明子
2019.6

月例会 （623 回）

6/27（木）

田部 京子 ピアノ・リサイタル（CD デビュー25 周年記念）

田部 京子

