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 2019 年                     ≪メンバー≫ 

2 月 26 日（火） 
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） 
                                 

    ❦ プログラム ❦ 

モーツァルト / 「フィガロの結婚」序曲（弦楽五重奏） 

ドボルザーク / テルツェット ハ長調（2 ヴァイオリン＋ヴィオラ）  

ロッシーニ / チェロとコントラバスのための二重奏曲 ニ長調 

バッハ＝ペトリ / 羊は安らかに草をはみ BWV.208 

リ ス ト / パガニーニによる大練習曲 第 3番「ラ・カンパネラ」（ピアノ・ソロ） 

モーツァルト / ピアノ協奏曲No.23 イ長調 K.488  (ラッハナ－による室内楽編曲版)     

                                  
             

市民コンサート徳島  ☎（088）652-4874   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）

平光 真彌   （第 1 ヴァイオリン） 

山崎 えりか  （第 2 ヴァイオリン） 

新谷 歌    （ヴィオラ） 

高橋 弘治   （チェロ） 

酒井 敬彰   （コントラバス） 

五島 史誉   （ピアノ） 

 

 

 

 

 

 

 

http://concert-tokusima.com/
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演奏家プロフィール 

 

五島 史誉（ごしま ふみよ）ピアノ 

 東京藝術大学音楽学部付属音楽高校を経て、同大学器楽科卒業。2006年ドイツ・フォルクヴァング音

楽大学卒業。その後イタリア・イモラ音楽院フォルテピアノ科に於いて研鑚を積む。2006年、第4回カ

ッシーナ・デ・ペッキ国際コンクール（伊）第2位受賞。コンクールを機にイタリア、など3都市にてソ

ロリサイタルを行う。現在、ソロ・室内楽・伴奏ピアニストとして演奏活動を行っている。 

名古屋音楽大学、岐阜聖徳学園短期大学部非常勤講師。2017年名古屋市民芸能祭奨励賞受賞。  
                    

 

平光 真彌 （ひらみつ しんや） ヴァイオリン 

愛知県立芸術大学卒業。同大学院修了。中村桃子賞受賞。青山泰宏、大久保ナオミ、福本泰之、E.ダネ

ル、服部芳子の各氏に師事。第11回日本クラシック音楽コンクール全国大会第3位。第1回宗次ホール弦

楽四重奏コンクール第1位。2012年小淵沢室内楽セミナーにて最優秀カルテットとして「緑の風 音楽

賞」及び講師特別賞受賞。2017年愛知県芸術文化選奨 文化新人賞受賞。愛知室内オーケストラコンサ

ートマスター。愛知県立芸術大学、名古屋藝術大学非常勤講師。 

               
 

山崎 えりか（やまざき えりか） ヴァイオリン 

 桐朋学園大学音楽学部卒業後、スイス、ベルン芸術大学に留学、最高位を得て卒業。ベルン、バーゼル

のオーケストラに於いて研鑚を積む。ドイツライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のアカデミー生とし

て研鑚、卒業後、契約団員になる。これまで藤家桜子、福島紫、長谷川明美、久保田良作、久保良治、

Barbara Doll,Peter Gerlach、Andreas Seidel各氏に師事。現在、桐朋学園大学付属「子供のための音

楽教室」非常勤講師。名古屋ドイツ音楽研究会会員。  
                           

 

新谷 歌（しんたに うた） ヴィオラ 

  愛知県立芸術大学音楽学部卒業。ヴァイオリンを村上直子、小谷公子、新藤義武の各氏に師事。第6回

日本クラシック音楽コンクール入選。2012年第1回宗次ホール弦楽四重奏コンクールに於いて第1位、聴

衆賞、オーナー賞を獲得。2012年小淵沢室内楽セミナーにて最優秀カルテットとして「緑の風 音楽

賞」及び講師特別賞受賞。現在、音楽教室の講師と室内楽の演奏を中心に活動している。 

 
 

 

高橋弘治（たかはし こうじ） チェロ 

 桐朋学園大学音楽学部卒業、ブリュッセル王立音楽院古楽器科修了。2001年～2007年まで「ラ・プ

ティット・バンド」のメンバーとして演奏活動を行う。帰国後は、モダン、古楽器の両方でソロ、オーケ

ストラでの演奏のほか、2011年より古楽器アンサンブル『ムジカ・レセルヴァータ』の中心メンバーと

して活発な活動を展開。現在、桐朋学園大学音楽学部付属「子供のための音楽教室」名古屋教室講師。 
 

 

 

酒井 敬彰（さかい たかあき） コントラバス 

 2008年、愛知県立芸術大学音楽学部卒業、2011年同大学研究生を修了。コントラバスを奥田一夫、

星秀樹、渡邊彰孝、渡邊玲雄の各氏に師事。指揮法を外山雄三、栗田博文両氏に指導を受ける。これまで

にセントラル愛知交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、愛知県立芸術大学ウインドオーケストラ等

を指揮。現在、岩倉市ジュニアオーケストラ指導者、オーケストラ・クオレ指揮者としても活動している 
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バックステージ    １１月例会（萩原 麻未 例会）の交流会から  

ピアノの萩原麻未さんの例会交流会には，本

県出身のギタリストである徳永真一郎さんも

参加され，くつろいだ雰囲気の楽しい会となり

ました。当日のお話の中からいくつか拾ってみ

ます。 

お二人はこれまで共演されたことはあるので

しょうか？ 

（徳永）残念ながらありません。萩原さんは，

わたしのパリ留学時代の大先輩です。ピアノと

ギターのための曲がないのが残念です。 

萩原さんは,ふだんはトークをなさらないとい

うことですが・・・。  

はい。しゃべらないことが多いので，今夜はがんばりました。（笑）マイクが苦手なのです。レコーディングの

時も，マイクが見えないようにしてもらったりしています。マイクがあると，マイクに聴かれているといった気

がするのです。実はカメラも苦手です。ズームの時のあの「ウィーン」という音がだめなのです。 

アンコール曲の「オーバー・ザ・レインボー」は，もしかして萩原さんのアレンジですか？ 

はい。その通りです。 

椅子に座ってから弾き始めるのが早いですね。 

 座ってじっとしていると，緊張してくる感じがするのです。舞台の袖で，すでに「行くぞ」というモードにな

っています。 

どんな演奏を目指していますか？ 
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 自分が弾いているのに,自然と何かに動かされているよう

な,そこにいるのだけど，そこにいないような感覚とでもいい

ましょうか。良い意味で自分を俯瞰して遠くを見るような, 

自分の演奏を客席で聴いているような感覚で演奏できたらと

思います。そしてそれが聴いてくださる方の幸せに繋がれば 

とても嬉しいです。 

（徳永）自分の演奏を録音でなく，ライブで聴きたいです。 

「麻未」というお名前はいいですね。 

ありがとうございます。わたしの「MAMI」は,フランス語で

は同じ発音で「マミー（Mamie）＝おばあちゃん」の意味にな

ります。私の「マミ」の名前はどこの国でも覚えてもらいやす

いのでとても助かっています。ちなみに,フランス語で「はぎ

わら」は「あじわら」となり,読みにくくなります。フランス

にいるときは,日本人の方のお名前もローマ字で見ているの

で,あとから漢字を見るととても新鮮です。 

  

今回，ドビュッシーが素晴らしかったので，ぜひアルバムを出

してほしいと伝えると，そういう話もあるのですとお話しされ

ていました。いつの日か徳島での再演を楽しみにしています。 

                                      （機関紙部 鎌田 憲二） 

 

徳永真一郎さんと 
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★ドビュッシーにたっぷり浸れる時間は貴重でした。一音 

 一音に作曲者の思いをこめた萩原さんの姿も素敵で，耳

も目も感謝しています。 

★白い薄い布がゆれるドレスが素敵でした。強くはげしく

弾く体が持ち上がるほどの演奏に感激しました。                

すばらしいコンサートありがとうございました。 

（マミさん） 

★ドビュッシーのピアノ曲は，これまで何度もＣＤで聴い

てきたが，萩原さんの演奏はどの演奏家よりも美しかっ

た。ダイナミックで繊細で，キラキラと輝いていた。ド

ビュッシーの底知れぬ美しさに気づかせてくれたこと

が何より嬉しい。            （ミルク 1） 

★ドビュッシーの作品のはげしさに感動しました。1 つ 1

つの音がすみきっていて，はっきりしていました。アン

コールもよかったです。 

★天才ここに有りですね！すばらしい～！！                

★今年はドビュッシー没後百年だったと思いますが，ドビ

ュッシーの曲をこんなに聞けたのは初めてです。「月の

光」と「亜麻色の髪の乙女」しか知らない私でしたが，

萩原さんのおかげで，ドビュッシーの世界に浸ることが

できました。舞台のスポットライトが，月の光を思わせ

るようで，美しく，萩原さんとピアノ曲をより一層ひき

立てていました。             （マコ） 

★力強い，しかも流れるような音色に巡りあえて，とても

よかった  （里山 八木） 

★アンコール２曲で彼女の音楽が確実に表現されていた

様に思います。ブラボー！！        （Y．W） 

  

よかった。「子犬のワルツ」もステキでした。 

★ドビュッシー楽しみにしていました。素晴らしかったで

す。「オーバー・ザ・レインボー」も素敵でした。 

★オール・ドビュッシー・プログラムという好企画で，ド

ビュッシーの名曲の数々を楽しむことが出来た。萩原麻

未さんの演奏は，以前，いくつかのテレビ番組で触れて

はいたが，やはり生の音で聴くと，その実力がダイレク

トに伝わって感激した。       （桑原 佳宏） 

★スピーチがよかった。 

★静物画を見ているようだった。音が澄んでいて，気持ち 

がすい込まれるようだった。        （一万尺） 

★大変良かった。               （Ｓ） 

★ドビュッシー堪能しました。     （沖津 一陽） 

★pp が素晴らしく，ＴＶでは個性的な面がクローズアップ

されがちですが，音のつくり方が，すごかった。映像が

とび出してくるようだった。 

★すばらしい演奏でした。久々にドビュッシーを堪能しま

した。ドビュッシーのＣＤがあったら買おうと思ってい

たのですが，まだ出ていないようなので残念です。発売

されたら買います。         （中尾 賢一） 

★緩急自在で髙いレベルでコントロールされたすごい演

奏でした。集中力と没入感がすばらしい。（福井 正弘） 

★女神が舞いおりてきたような感じのような幸福な気分

になりました。       （マリンブルー 吉田） 

★多彩な音色と表現力で，「アラベスク 1 番」の 1 小節目

で魅了されました。ペダルを用いて音をかぶせて重ねて

おられるのがまたうっとりでした。  （あっこちゃん） 

★とてもすばらしかったです。ありがとうございました。 

★こんなに素晴らしい演奏が聞けて幸せです。 

★色彩溢れるドビュッシーの音楽を堪能しました。ピアニ

ストの技量と感性に乾杯です。 

（アルカディア 天野 大） 

★素晴らしい指使いと演奏だった。近くで見れて良かった。 

（浜口 利明） 

静物画を見ているようだった。音が澄んでいて，気持ちがすい込まれるようだった。 

～萩原 麻未 ピアノ・リサイタル 

                   2018 年 11 月 26 日（月） 郷土文化会館（あわぎんホー

ル） 
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★ドビュッシーの曲に深く入っていくことができた。 

★若いピアニストの方の様々なチャレンジをかいまみる

ことができ，何より演奏がとてもきめ細やかで情緒ゆた

かで良かったです。               （Jackie） 

★3 回もアンコールに応えてくれてよかった。生のコンサ

ートのすばらしさを味わわせてもらった。                           

（金魚の金太郎） 

★ドビュッシーの曲は知らなかったものが多かったけれ

ども，いろんな曲を聞くことができてよかったと思いま

す。 

★ドビュッシーのフルコースを堪能させてもらいました。

本当にスゴい素晴らしい演奏会でした。 （橋本 秀樹） 

★私の知らないドビュッシーがたくさんあって聞けて良

かった。ドビュッシーは光を表現するのが上手だと思っ

た。 

★たいへん音色もよくすばらしかった。 

★ドビュッシーのプログラムはとても楽しみにしました。

期待以上にすばらしい演奏でうっとりしてしまいまし

た。                                    （Amelie） 

★このピアニストは，頭脳派のヴィルティオーゾだと思う。

「ベルガマスク組曲」にしても，「喜びの島」にしても，

フレーズを大きく取り，この譜面でドビュッシーが何を

言おうとしているのかが明確にわかる。しかし表現は何

かに取りつかれたようで，実に爽快だった。音色が豊か

だった。プレリュードを聴いてそう思った。ドビュッシ

ーに萩原麻未の異能が重なって，すばらしい演奏だった。 

（シロメダカ 3377） 

★「月の光」はやさしい音だけど，音がかすれていないの

がすごかったです。流れるようなゆびさばきがきもちよ

かったです。            （永井 小遥） 

★音色がコロコロ変わり，引き込まれる演奏でした。細い

のに，どっしりした音もきちんと出ていました。ペダル

を効果的に使っていました。曲 1 つ 1 つに色があり，そ

の曲の中でも色々な色が表現されていました。 

（ぽこあぽこ 濱田 共生） 

★とってもなめらかで，スラーがつながっていました。f，

p が，とっても分かりやすくきれいでした。1 音 1 音て

いねいにひいているのが分かりました。つい，ねむって

しまいそう。         （こっとんことこと） 

★とても音がひびいていて，よかったと思います。わたし

は，ピアノをひいていて，萩原さんのひき方やひょうげ

んや，音の出し方もまねしたいと思いました。       

（ぽこあぽこ 佐野 由衣） 

★「アラベスク 1 ばん」はとても軽くひいていて，「アラベ

スク 2 ばん」はといても上手にひいていました。「月の

光」は強弱がすごくできていて，全曲体でひょうげんし

ていて，すごいなと思いました。                   

（ぽこあぽこ 仁木ゆいか） 

★萩原さんの自由自在な，多彩な音にひきこまれました。

特に pp の美しさが印象に残っています。 

（ぽこあぽこ 髙尾 良子） 

★表現の仕方がオーバーで，音色がコロッと変わるところ

が良かったです。はじけるような音がステキでした。 

             （ぽこあぽこ 川田 万結） 

★すっごいうたっていてきれいだった。体の動かし方がと

ってもよかったです。勢いがあってよかったです。 

（ぽこあぽこ 川田 萌永） 

★とても楽しくひいているのが分かって，ピアノが好きな

んだなと思いました。   （ぽこあぽこ 林 里咲） 

★かろやかな演そうでとてもすばらしいと思いました。音 

楽の世界に入りこんでいくようなひきかたで，よく音を 

感じているように聞こえました。 

          （ぽこあぽこ 松浦 花） 

★音のやわらかさが，とてもステキだなと感じました。ま

た，さまざまな音色が聞こえてきて，次がとても気にな

る，ような演奏だったように思います。とくに「月の光」

では，月の光の美しさが伝わってきました。なめらかな

音が心に響きました。とても迫力のある部分もあり，か

っこよかったです。音色が，その音楽の世界を表してい

るようで，不思議な感覚を味わいました。 

              （ぽこあぽこ 中西 莉菜）      

萩原麻未例会のサイン色紙当選者 

八幡 昌代さん   吉田 啓子さん（マリンブルー） 

中西 莉菜さん（ぽこあぽこ）  

おめでとうございます。2 月例会の会場でお受け取りく

ださい。
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◉ 11月例会に花を添えて頂きました。                                      

＜花束の紹介＞                   ＜アレンジ＞              

           椿、ジンジャー                       スモークツリー 

             ヒイラギナンテン                  水仙、アゲラタム 

                                            

                        

                              （※提供：大崎 訓子さん） 

                           

◉ 演奏者に花束を渡して下さった方の紹介         

2018年 8 月例会「横坂 源 ／ピアノ・リサイタル」（8/27,28）に、今回も沖野恵子さん門下生の 

松浦 花さん（1 日目）、仁木優衣佳さん（2 日目）が渡してくれました。 

                    

                 ♬ チェロはとても豊かな音で、心に安らぎを与える演奏でした。 

                      花束を渡すときは、緊張しましたが、横坂さんが優しい笑顔で受け取って 

くれたので、嬉しかったです。握手も横坂さんから手を出してくれて、い 

い人だなと思いました。  松浦 花（写真左） 

                                    

                   ♬ 私は二日目の横坂さんに、花束を渡しました。横坂さんの演奏は、迫力が 

あり、低い音がとても響いていて、かっこよかったです。  仁木優衣佳 

    松浦 花     仁木優衣佳                                （写真右） 

◉ 2019/2月例会（6人のピアノ協奏曲 例会時）運営担当の皆さん  

 

プレアデス    ムーンリバー    気まぐれ    ダリヤ    きかなそんそん 

ガーネット   マリンブルー    かんやけ    ハ長調    みゅーず    みき                        

 

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

 

※ 運営サークル会・日程：1/31（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 
 
◉ 新しい音楽芸術ホールについて 
 
  昨年末に、徳島市は新しい音楽ホールの建築案を発表しました。 

動物園跡地から、新町西、徳島駅西駐車場、そして廻りまわって、結局元の文化センター跡地（現在解体工事
中）に建設すると発表しました。発表された案によると、1500 席の大ホールとリハーサル室を備えたホールに
なるということで、私達の待ち望んでいた、音の良い小ホールは省かれてしまいました。 
大ホールと小ホールがセットで、きちんとした音楽ホールであるはずなのに・・・。残念です！ 
これで、四国一貧しい（多分全国で一番？）徳島のホール事情が、尚更浮き彫りになりました。徳島市の説明

では、敷地が狭いので、小ホールを併設するのは難しいとの事。であれば検討案に示していた三つの案（内二案
は、大ホール＋小ホールの併設案でした）は何だったのか?ホールを市役所並みの高層ビルにして小ホールを上階
に配置するなどして、立体的に解決できないのか?など、どこまで踏み込んで検討したのか？徳島市、そして市長
の姿勢が問われるところです。音響に配した、固定席の 300 席前後の小ホールは、地元の演奏家の発表（リサイ
タルやアンサンブル）にも使いやすく（聴衆を無理なく集客できる座席数）、プロの演奏家にとっても聴衆と、真
に音楽の歓びを分かち合い交歓できる空間です。 
こんな小ホールこそ絶対に必要です!（ちなみに筆者は、パイプ椅子を並べた小さいホールは、きちんとした小

ホールとは認めていません）徳島市の将来への宿題です。近々、ホール建設の具体案が出されるとのことです。
皆さん、要望を声に出していきましょう!                   （運営委員長 小路 常芳） 
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◉ 2019/2月例会 6人のピアノ協奏曲に出演される演奏者について 

  下のような記事を見つけました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◉ 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 2/18（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 

 

 

地下駐車場の 

サービス券も、 

    ご利用ください‼ 

 

 

 

 

 

 
 

◉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 

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。

ホームページでのお問い合 

わせも多くなっています。 
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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） 

19：00 開演／(18：30 開場) 

  
 
 

≪2019／4 月例会 622 回≫ 
 
小川 明子／アルト・リサイタル           

4/16（火）           

～日本の歌曲を歌う～      

ピアノ：山田 啓明 

 

2019 年 4月例会は、アルト歌手の小川明子 

さんをお招きしての「声楽例会」です。 

「小川 明子アルト・リサイタル」 

～日本の歌曲を歌う～ 

実は、この例会は昨年（2018 年）8 月に 

予定されておりましたが、ご本人の“のど” 

の治療のため今年に延期していたもので、 

待望の歌曲リサイタルです。 

プログラムは、四部構成になっており、 

➀日本の愛唱歌のコーナー 

➁定評ある山田耕筰の歌曲コーナー 

そして後半は、徳島ゆかりの詩人：野上 彰の 

詩による 2つの歌曲集を取り上げます。 

ピアノ伴奏は、もちろんご夫君の山田啓明さんです。 

詳しいプログラムは、チラシをご覧ください。          （ピアノ：山田 啓明） 

 

                 

≪これからの例会・ラインナップ≫                                                      

♬ 2019.6月例会  （623 回）   ♬ 2019.9月例会  （624 回）   ♬ 2019.11月例会  （625 回）               

 

田部 京子  （ピアノ）       戸田 弥生 （ヴァイオリン）     平野 花子 （ハープ） 

～CD デビュー25 周年記念～       ～豊かなヴァイオリンの響き～        ゲスト出演：近藤浩志（チェロ） 

6/27（木）             9/25（水）            11/29（金） 

 

                                                 

                   

                                    

 


