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4 月 16 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）

市民コンサート徳島

ピアノ：山田 啓明

☎（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）

 

演奏家プロフィール

小川 明子（おがわ

 

あきこ）アルト

東京藝術大学卒業、同大学院修了。文化庁オペラ研修所第10期修了。
1992年第61回日本音楽コンクール声楽部門第2位。1993年第4回、
奏楽堂日本歌曲コンクール第1位（山田耕筰賞）。
1997年文化庁派遣芸術家在外研修員としてウイーンに留学。モーツァ
ルト『ドン・ジョヴァンニ』『魔笛』、ワーグナー『さまよえるオラン
ダ人』などのオペラに出演、ヘンデル『メサイア』、バッハ『マタイ受
難曲』『ロ短調ミサ』等の宗教曲やベートーヴェン『第九』、マーラー
の交響曲などで多くのオーケストラや合唱団と共演。また、指導者、ヴ
ォイストレーナーとして多くの合唱団と関わっている。
近年は、日本の歌曲の演奏に力を注ぎ、You Tubeで動画を公開する
と共にCD でも「日本歌曲選」「啄木とみすゞを歌う」「からたちの花
山田耕筰歌曲集」「荒城の月
ちょう

国楽を離陸させた偉人たち」「さくら横

中田喜直4つの歌曲集」「早春賦

田啓明）「落葉松

日本歌曲選2」（ピアノ：山

アルトとギターで紡ぐ日本の歌」（ギター：荘村清

志）をリリース。二期会会員

山田 啓明 （やまだ ひろあき） ピアノ
1965年大分県別府市生まれ。1988年に東京藝術大学楽理科卒業。ウィーン国立音楽演劇大学指揮科、オペラ伴奏科
に学ぶ。1996年に同大大学院指揮科を修了。在学中よりウィーンオペラシアターのアシスタントコンダクターや、バー
デン市立歌劇場のコレペティトアなどを務める。
1995年のブザンソン指揮者コンクール2位、1996年の国際オペレッタ指揮コンクール3位
1998年に帰国後は鳴門教育大学で教鞭をとる一方、徳島交響楽団、大分交響楽団など、国内の
アマチュアオーケストラの指揮を中心に活動している。また、夫人でアルト歌手の小川明子の伴
奏者として『早春賦 日本歌曲選2』など、これまでに6枚の日本歌曲のCDをリリース。
You Tubeで過去の演奏を数多く公開している。ピアノを加藤公康、辛島輝治氏らに、音楽理
論を野崎哲、角倉一郎氏らに、指揮を安永武一郎、高階正光、U.ライオヴィッツ、P.シュヴァル
ツ氏らにオペラ伴奏法をH.ゲルツ、K.ライトナー氏等に学ぶ。
現在、国立大学法人 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授。
2015年、第7回とくしま芸術文化賞・奨励賞受賞。
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バックステージ

２月例会（６人のピアノ協奏曲 例会）の交流会から
「６人のピアノ協奏曲」例会の交流会は，出演
者である６人に加えて，名古屋の「宗次（むね
つぐ）ホール副支配人の西野さんも加わって，
にぎやかな会となりました。
当日のお話の中からいくつか拾ってみます。
このアンサンブルは，どのようにしてできたの
ですか？
（西野さん）もともと宗次ホールが，地元の音
楽家をもりあげようとして企画したものです。
2017 年のホール開館 10 周年目の時に，名古屋
のアーティストたちが何かやろうということに
なり，このアンサンブルができました。モーツ
ァルトのピアノ・コンチェルトを室内楽でやる

楽譜があるということがわかり，それじゃあ，23 番をやろうということになりました。
その後，20 番から 27 番まで，全部やりました。どのホールもやっていない宗次ホールだけの企画で，メンバ
ーは，宗次ホールを，ホームグラウンドだと思ってくれていると思います。
室内楽の楽しさは何ですか？
（平光さん ヴァイオリン）一人 1 パートでやると，表現の自由度が増します。外から聴くのではなく，演奏者
の位置に行って聴くと，その空気感が味わえると思います。室内楽は，１５０人くらいのホールで聴くといいと
思います。
チェロとコントラバスの編成での曲は初めて聴きました。
（酒井 コントラバス）ロッシーニの曲の編成は，あの通りなのです。みなさん面白かったと言っていただいて，
うれしいです。
平光さんのお住まいは，名古屋なのですか？
（平光さん）愛知県の長久手（ながくて）という
ところです。歴史上有名な「長久手の戦い」の古
戦場の隣です。長久手は，このことを隠そうとし
ていますが。
（笑）
この後は，名古屋の話や名古屋の方言の話で
盛り上がりました。名古屋では，今も「たわけ」
とか「おみゃあ」とかいう言葉が使われていると
思ったのですが，若い人はテレビの影響もあっ
て，ほとんど使わないそうです。
メンバーの６人のみなさんは，とても仲良し
で，話を聞いているだけで，心が和みました。
またいつか，徳島での再演を楽しみにしてい
ます。

（機関紙部 鎌田憲二）
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アットホームで，あたたかい演奏でよかった。

～６人のピアノ協奏曲～
2019 年 2 月 26 日（火）

あわぎんホール

６名とも演奏能力はかなり高かった。ちなみにピアノは
スタインウェイを使っていた。音はくすんでいるが，そ
れが美しいと思った。

（シロメダカ３３７７）

★弦楽器が入ると，何故かゆったりと心地よい時間を過ご
すことができました。
★久しぶりの協奏曲をきいて楽しかった。ピアノと弦がよ
くマッチしていた。
★初めて２３番を聞いたのは，テレビの中のブーニンだっ
た。それ以来２３番が大好きになった。音色がびっくり
するくらい美しいので感動した。市民コンサートで協奏
曲が聞けるとは思っていなかったので嬉しかった。

★とても素敵な演奏会でした。楽器それぞれの個性がひと
つとなって，美しいメロディーを楽しませていただきまし

★コントラバスの響きに感動した。

た。

★レコードでは若い頃からしょちゅう聞いてましたが，一

（田中

成子）

番前の席で生演奏を五島さんに聞かせていただいたな

★みずみずしいモーツァルトで，夢中で聴きました。
（Ｙ．Ｎ）

ら，たまらなくうれしさを感じます。リストの超難曲は
その名のごとく「小さな鐘」の音を表していました。

★一人でひらくコンサートはたいへんだけど，６人なら１

（マコ）

ステージ開けるということで，今回のような形になって

★最初から全員で演奏するのかと思ったが，バラバラで良

いるのかな？聴く方としては，ちょっと得した気分でし
た。

（金魚の金太郎）

くなかった。

（坂田

和）

★６つの楽器の良さを一度に味わえるのが，とてもぜいた

★チェロの人の音は良かったです。
★宗次ホールのツイッター，フォローしています。楽しみ

くだと思いました。一つの楽器の良さだけでなく，二重

にしていました。演奏一昨年の高松音楽祭で拝見しまし

奏や多重奏での違った味わいや化学反応？を楽しむこ

た。今日も素敵な演奏，ありがとうございました。今日

とができ，とても良かったです。

（jackie）

★初めて聴く「６人のピアノ協奏曲」は実に新鮮で，尚且

は，室内楽をいろいろな形で楽しむ内容で，とてもよか

つ，室内楽の妙味を楽しめる演奏だった。是非他の曲で

ったです。
★モーツァルトのピアノ協奏曲，たいへん満足しました。

の再演を熱望したい。

（桑原佳宏）

★はじめて聴く曲もあり，興味深いプログラムでした。ピ

★「生きていることは，モーツァルトを聞ける」というこ

アノ協奏曲は，弦とピアノのかけあいが楽しく，仕事帰

とだと，しみじみ思いました。モーツァルト巡礼でウィ

りの疲れがふっとびました。ぜいたくな時間でした。

ーンとプラハへ行ったことを思い出させてくれました。
（めだか

★司会者がよりすぐりのメンバーといっただけあって，ギ

井上

尚）

ーコギーコとは無縁の世界であった。ドボルザークとロ

★最初のトークがあって，分かりやすくて，楽しめた。

ッシーニは珍曲らしい。こういった曲選びも楽しいと思

★すべて良かった！

った。ピアノ協奏曲２３は，何回きいても美しい。それ

★コンサートの前の説明があってよかった。６人の演奏家

がこのメンバーでやるのだから，すごいの一言だった。
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が作り出すハーモニーにうっとりした。６人のサインを

いただいたＣＤを家で聞くのが楽しみ！！

これからも人々がよろこぶような音楽を。
（マミさん）

（ぽこあぽこ

佐野

由衣）

★体の動かし方がとてもきれいでした。みなさんのいきが
ぴったりとあっておりました。すごく強弱がついていて，
上手でとてもきれいでした。ピアノもとてもきれいにひ
けていました。指がころころと動いていて，すごかった
です。

（ぽこあぽこ

川田

萌永）

★）
「フィガロのけっこん」が，ＣＤできいたようで，バイ
オリンがとてもきれいだった。ひくい音も，２つの音が
かさなりあって，とてもきれいだった。
（ぽこあぽこ

仁木ゆいか）

★本物のコントラバスを見たのは初めてで，とても大きか
★選曲，演奏とも，とてもすばらしかったです。開演前の

ったので，びっくるしました。最初の曲は，５人もいる

お話も，楽しく，興味深く聞かせていただきました。

のに，いきが合っていて，ずれないのがとてもすごいと

（坂東

美子）

思いました。コントラバスの低い音がきれいでした。

★６人の息の合ったアンサンブル。紡がれる音たちに包ま

（ぽこあぽこ

れて温かくなりました。感謝です！

永井

小遥）

６人のピアノ協奏曲色紙当選者

（アルカディア

天野

大）

田中

成子さん

★ドボルザーク，ロッシーニのめずらしい曲が聴けて良か

中山

佳英さん（ハ長調）

ったです。室内楽によるモーツァルトも素晴らしかった

永井

小遥さん（ぽこあぽこ）

です。バイオリン，ピアノ，アンサンブルの良いコンサ

おめでとうございます。

ートでした。

４月例会の会場でお受け取りください。

（沖津

一陽）

★アットホームで，あたたかい演奏でよかった。親しみを

２月例会の運営担当

感じました。
★ゆっくりして楽しかったです。

三原さん，吉田さん，加林さん，真田さん，

★いろいろな編成で，おもしろかったです。ピアノ協奏曲

門田さん，太田さん，北島さん，佐野さん，

も五重奏でできるんだと思いました。弦５人の力量があ

仁木さん，髙尾さん，髙尾さん，岡久さん，原さん，

るからと感心しました。

清水さん，清水さん，増田さん
おつかれさまでした。

★高くても低くても，音がキラキラしていて，すごかった
です。３曲目のロッシーニで，見たことがない編成（チ
ェロとコントラバス）が見れて，とてもよかったです。
（ぽこあぽこ

林 里咲）

★とてもきれいな音色だったと思います。私はチェロの音
が一番好きでした。表現ゆたかで，良かったと思います。
６人が，とてもそろっていて，ステキな演奏だったと思
います。

（ぽこあぽこ

中西

莉菜）

★「フィガロのけっこん」は，お母さんがとてもすきな曲
で，お母さんに話したら，きっとよろこぶと思います。
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◉

2 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

◉
椿、菜の花

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2018 年

11 月例会「萩原 麻未／ピアノ・リサイ
タル」
（11/26）に、今回も沖野恵子さん門下生
の永井 小遥さんが渡してくれました。

梅、蜂須賀桜

＜ア レ ン ジ＞

萩原さんの演奏はとても
音がなめらかで引き込まれ
クリスマスローズ

ました。流れるような指さ

黄梅

ばきがかっこよかったで
す。私も萩原さんのような
美しい音色を出したいと思
いました。 （永井 小遥）
永井 小遥さん

（※提供：大崎 訓子さん）

◉

2019/4

月例会（小川 明子/アルト・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
ジョバンニ

アルプス

めだか

タクト

ぽこあぽこ

かもな園

デュオ

ひえ畑

個人会員でお名前（性）の頭文字が 「タ～ハ行」の方、よろしくお願いします。

◉

※

運営サークル会・日程：3/28（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。

事務局からのお知らせです。
桂
文
我

毎回好評の落語会。今年も開催します。
第 45 回市民コンサート寄席

≪ 桂 文我独演会 ≫ 決定‼
と
き
と こ ろ
入 場 料

5 月 27 日（月） 6：30ｐｍ 開演
あわぎんホール
4F 和室
2,500 円
（4/4 より発売）

笑う門には 福来る！ご一緒に笑いましょう！
沢山のご来場をお待ち申し上げます。
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◉

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。
音響に配慮した、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）

◉

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 4/9（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

•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。
例会当日ロビーで前納受付をしておりますが、事務局に来られない方は、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）
19：00 開演／(18：30 開場)

≪2019／6 月例会

623 回≫

田部 京子／ピアノ・リサイタル
6/27（木）
～ CD デビュー25 周年記念
／市民コンサート徳島・創立 65 周年記念 ～

6

月例会は、田部京子さんをお招きしてのピアノ・
リサイタルです。

2014 年以来、5 年ぶり通算 4 回目の来演です。
田部京子さんは、昨年 CD デビュー25 周年を迎え
られ、東京での記念リサイタルのほか、全国各地で、
記念リサイタルを行って来ましたが、今回の徳島が、
記念リサイタル・ツアーの最終公演となります。
プログラムは、モーツァルトに加え、再び集中して
取り上げている得意のシューベルト、そして若きシ
ューマンの名曲≪幻想曲≫が、予定されています。
田部京子さんの円熟のピアニズムにご期待下さい！
❦プ ロ グ ラ ム❦
モーツァルト ／ ピアノ・ソナタ No.10 K.330
シューベルト ／ ピアノ・ソナタ No.13 作品.120
シューマン

／

幻想曲

ハ長調

作品.17

≪これからの例会・ラインナップ≫
♬

2019.

9 月例会 （624 回）

9/25（水）

戸田 弥生 ヴァイオリン
～ 無伴奏ヴァイオリンの世界 ～

♬

2019.11

月例会 （625 回）

11/29（金）

平野 花子 ハープ
ゲスト出演：近藤浩志（チェロ）

戸田 弥生
平野 花子
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