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バルトーク（1881～1945）／無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第 1 楽章
「シャコンヌのスタイルによる」
バルトークは、1940 年秋に祖国ハンガリーを見捨て、アメリカに亡命しました。そして無為窮乏の生活を余儀
なくされていましたが、1943 年に、クーセヴィツキーの依頼を受けて「管弦楽のための協奏曲」を完成しました。
続いて翌年の春に、メニューインの依頼に応じて、この傑作「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」を作曲して、彼自身の
晩年を飾りました。
メニューインは 1943 年に、バルトークを訪れ、そこでこの作品の誕生する端緒が作られました。そもそもこの
種の楽曲の成立には、対位法的な書法と確固たる形式意志が必要です。しかし本質的に和声音楽の時代である古典
派から、現代の多くの作曲家たちの書法とは根本的に相いれないもので、この分野の楽曲は極端に少ない現状があ
ります。メニューインがこの曲を、現代には希な強固な形式的構成力の所有者であるバルトークに依頼したのは誠
に慧眼でした。そしてこのような古典的な傑作が誕生しました。
バルトークは、ヴァイオリン演奏に対する経験と知識は持っていませんでした。その為にかえって楽器の制約に
縛られず思いのままに書き得た結果、新しい音響上の美と演奏上の可能性を生み出しています。
この曲の全体は、四楽章ありますが、第一楽章（シャコンヌのテンポ）は、ハンガリー民謡風のト短調の主題を基
礎にバッハ風のシャコンヌの形式を取り入れ、かつ全体がソナタ的な構成にまとめられた幻想風な楽章です。

J.S.バッハ（1685～1750）／無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第 1 番より「アダージョ」
バッハにとって、ケーテンの宮廷学長を務めていた 6 年間（1717～1723）は、
「わが生涯の最良の時代」と自ら
呼んだほど充実した時代でした。このケーテン時代には、多数の器楽作品が生み出されていて、ヴァイオリンとい
う楽器が持つ機能を最大限に発揮させた音楽史上の不滅の傑作＜無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティー
タ＞もそのうちの一つです。バッハはここで、当時一般に行われていた「独奏楽器と通奏低音のためのソナタ」とい
う形ではなく、通奏低音を伴わないヴァイオリンのみによる楽曲という形に挑戦しています。ここではヴァイオリ
ンをポリフォニックに扱う方法がとられています。バッハは、ヴァイオリンの演奏にも優れた腕前を持っていまし
た。ヴァイオリンという楽器を熟知し、その可能性を見抜いていたバッハは、この作品でポリフォニックな手法を
用いて三声、四声のフーガさえ書いています。また、ヴァイオリンは旋律楽器としてだけでなく、和声を表現する楽
器としても用いられています。この作品は、ソナタとパルティ―タがそれぞれ三曲ずつ、全部で六曲からなってい
ます。自筆楽譜では、ソナタとパルティ―タが交互に配置されています。三曲のソナタは、いずれも緩―急－緩―急
という教会ソナタの四楽章形式に依っています。パルティ―タの方は、舞曲を中心とした組曲ですが三つのパルテ
ィ―タの形式はそれぞれ多様です。このソナタ第 1 番の第一楽章アダージョは比較的短く、ゆったりと荘重な動き
で貫かれていて、いわば前奏曲風の性格を持った楽章ですが、大変表情豊かで、すでに四声の和音などの手法が巧
みに用いられています。

J.S.バッハ／無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第 3 番より「プレリュード」
この曲の最初に置かれているプレリュードは、快活で流れるような一種の無窮動で、比較的長く変化に富んでい
ます。
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マックス・レーガー（1873～1916）／プレリュードニ短調

OP.117-6

マックス・レーガーは、ドイツの作曲家でありピアニストです。ヴァイデン・イン・デア・オーバープァルツに育
ち、早くに音楽教育を受けます。ミュンヘンとヴィースバーデンでフーゴー・リーマンに音楽理論を学んだあと、徴
兵されて従軍します。このころから過度の喫煙や飲酒を嗜むようになります。1898 年に除隊後、音楽の創作力が
活発になり、ミュンヘンに移り住みます。その頃の彼は、作曲家としても演奏会ピアニストとしても積極的に活動
しています。1907 年にはライプツィヒ音楽院の教授にも選任されます。また、1911 年から 1914 年の初めま
で「マイニンゲン宮廷楽団」の宮廷楽長に就任しています。作曲活動と演奏活動は精力的に続けていましたが、心筋
梗塞のため 1916 年、43 歳で急死しました。レーガーはとりわけオルガン曲によってその名を知られていますが、
その作品は歌劇と交響曲を除いてすべてのジャンルを網羅しています。彼は非常に多産な作曲家ですが、その作品
は今日殆ど無名です。
この曲は、無伴奏ヴァイオリンのための前奏曲、フーガとシャコンヌ作品 117 全 8 曲のうちの一曲です。

一柳 慧（1933～

）／「展望」

作曲家でピアニストの一柳 慧は、チェロ奏者の父とピアノ教師の母のもとに、1933 年神戸で生まれました。
作曲を平尾貴四男、池内友次郎に、ピアノを原智恵子に師事。1949 年から 3 年連続して毎日音楽コンクールに入
賞。1954 年から 1957 年までニューヨークのジュリアード音楽院で学びました。また、1959 年に同地のニュ
ー・スクールでジョン・ケージの講座に参加し、彼の思想に大きな影響を受けます。そして、図形楽譜や不確定性の
音楽を取り入れ、フルクサスなどの前衛芸術活動に参加します。1961 年に帰国後、様々な演奏会で、ケージを代
表とするアメリカの前衛音楽を紹介し、
「ケージ・ショック」と言われる衝撃を日本の音楽界に与えました。やがて、
彼はアメリカの実験音楽のもう一つの流れであるミニマル・ミュージックにも触発され、1972 年に「ピアノ・メ
ディア」を発表しています。この作品は五線譜で書かれ、不確定性は排除されていて、それまでの作風からの転換を
示しています。この頃から音楽における空間の要素に関心を示すようになります。1980 年代に入ると「尾高賞」
を 4 度受賞するなど高い評価を受け、以後名実ともに日本を代表する作曲家の一人として活動を続けています。
この「展望」は、1980 年に書かれた独奏ヴァイオリンのための「シーンズⅢ」の中の一曲です。

パガニーニ（1782～1840）／24 のカプリース

OP.1 より

第 24 番

ヴァイオリンのヴィルトゥオーソとして、ヨーロッパ中にその名を知られていたパガニーニが、彼の持てる殆ど
あらゆる表現技巧を盛り込んで作曲した、独奏ヴァイオリンのための＜カプリース＞全 24 曲は、彼の代表的傑作
の一つです。作曲された年代は明確なところは不明ですが、1810 年頃には全曲が書き上げられていたと考えられ
ています。
この奇想曲集は、各曲に含まれるヴァイオリン技巧の多様性から、あたかも練習曲のような趣を持っています。
しかしこの曲集は、単に技巧を磨くための、またそれを誇示するための練習曲的な意味合いで重要な作品というわ
けではなく、そこにみられる多様な形式、色彩感豊かな和声法、単純ながらきびきびとした魅力的な旋律などによ
って、音楽的内容が豊かであるために、いつまでも輝きを失わない名作として評価されています。それから、その発
想のユニークさ、音楽的純粋さは、のちの作曲家たちに興味を抱かせるもので、リストはこれを基に＜パガニーニ
による大練習曲＞を書き、シューマンもピアノ練習曲に編曲しています。また第 24 番の主題旋律を用いて、ブラ
ームスやラフマニノフなどが、有名な大変奏曲を書いています。尚、奇想曲は、愉快で気まぐれなといった意味で、
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形式に縛られない自由で生気に溢れた作品の名前として多く用いられています。
この曲集の最後の第 24 番は、イ短調、主題と 11 の変奏からなります。どの曲にも彼が得意としたフラジョレ
ット奏法が用いられていない点が興味深い。

イザイ（1858～1931）／無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第 6 番
イザイはベルギー出身のヴァイオリン・ヴィルトォーソで、当時のヨーロッパの音楽界に大きな影響を与えてい
ました。作曲家としては、やはりヴァイオリンの作品に優れたものが多く、中でもこの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ
（全 6 曲）は、彼の代表作です。この作品はシゲティの演奏するバッハの＜無伴奏ヴァイオリンのためのパルティ
―タ＞を聴いたことがきっかけで作曲されました。全 6 曲のスケッチは殆ど一晩で書かれたとされ、ごく短日時に
一気に仕上げられたといわれています。この曲は、それぞれ自由な形式で書かれていて、各曲はいずれも当時のヴ
ァイオリンの名手たちに捧げられています。
第 6 番ホ長調は、キロガに捧げられた単一楽章の曲です。

J.S.バッハ／無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第 2 番 BWV1004（全曲）
曲の構成は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグ、シャコンヌ。
この曲は、全 6 曲の内でも核心をなす特に重要なものです。中でも最後に書かれたシャコンヌは、特に名高く、し
かも長大な曲であるため、前に並べられた４つの舞曲を全部合わせたくらいの演奏時間を要し、あたかも舞曲とシ
ャコンヌからなる 2 部の楽曲のように見えます。
最初の４つの楽章には伝統的な舞曲が並べられています。反復をもつ２部形式による緩やかなアルマンド、軽快な
３拍子の反復を持つ２部形式によるクーラント、荘重なゆっくりしたサラバンド、やはり反復をもつ２部形式によ
る流れるようなジーグの後に、記念碑的なシャコンヌが続きます。この曲は、４小節の簡単な低音の和声定型を基
にした雄大な変奏曲です。主題と 30 の変奏からなるかなり長い曲で、精神的な深さを湛え、技巧的にも難しいも
のです。この曲は、バッハの作品の中でも屈指の傑作のひとつです。
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❦❦❦

戸田 弥生（とだ

演奏家プロフィール

❦❦❦

やよい）ヴァイオリン

1993年エリーザベト王妃国際音楽コンクール優勝以来、日本を代表するヴ
ァイオリニストのひとりとして、圧倒的な集中力による情熱的な演奏で聴くも
のを魅了している。
4歳からヴァイオリンを始める。1985年第54回日本音楽コンクール第1
位。桐朋学園大学音楽学部を首席で卒業し、1992年アムステルダムのスウェ
ーリンク音楽院に留学。これまで、江藤俊哉、ヘルマン・クレバース、シャル
ル・アンドレ・リナール、ドロシー・ディレイ、の各氏ほかに師事。
日本の数多くのオーケストラはもとより、ニューヨーク・チェンバー・オー
ケストラ、モスクワ・フィルハーモニー、プラハ・チェンバー・オーケストラ
ハーグ・レジデンティ管弦楽団、スウェーデン放送交響楽団、ボン・ベートー
ベン・ハレ管弦楽団、北オランダ・フィルハーモニー、セントマーティン・ア
カデミー管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー、ベルガモ室内オーケストラ
ドイツ・カンマー・フィルハーモニーなどに出演し、また、小澤征爾、ユーリー・シモノフ、シュロモ・ミンツ、
ジャン・ジャック・カントロフ、アレキサンダー・シュナイダー、スタニスラフ・ブーニン、ジャン・フルネ、
ガリー・ベルティーニ、マルタ・アルゲリッチ、フランク・ブラレイ、アブデル・ラーマン・エル=バシャ、ジ
ェラール・コセらとも共演している。
1993年エリーザベト王妃国際音楽コンクールに優勝して一躍注目を集め、本格的な活動を開始する。94年、
第4回出光音楽賞を受賞。96年にはニューヨークのジュリアード音楽院から、“ディレイ・スカラシップ”を受
け、1年間在籍。97年にニューヨーク・デビューを果たし絶賛を博す。また、オランダの作曲家トリスタン・コ
イリス（1946～1996）から「ヴァイオリン協奏曲第2番」（1995）を献呈され、アムステルダム・コンセル
トヘボウで初演した。99年にカーネギー・リサイタル・ホールで室内楽を中心としたリサイタル「Yayoi and
friends」を開催した。2009年にはアジアにも活動の場を広げ、上海で室内楽や武漢交響楽団との共演、韓国で
ジェジュ音楽祭に出演した。2010年は4月にオランダとスペインでのヴァイオリン・マスタークラスを、11月
にはヴァレリー・アファナシェフとデュオを東京および福井で行った。デビュー20周年を迎えた2013年には、
東京、大阪、神戸、福井にて、協奏曲、デュオ、無伴奏等多くの舞台で大好評を博した。2017年国際音楽祭NI
PPONでは諏訪内晶子と共にコンサート、マスタークラスに参加、18年びわ湖クラシック音楽祭では沼尻竜典と
のデュオが好評を博した。
CDは「J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ＆パルティ―タ全曲」「20世紀 無伴奏ヴァイオリン作品集」
などの無伴奏作品のほか、珠玉の小品集「子供の夢」をリリースしている。最新盤はエル=バシャとの「フランク
：ヴァイオリン・ソナタ、シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第２番」。
国内外のコンクール審査員としても招かれ、2005年にはエリーザベト王妃音楽コンクールのヴァイオリン部門審
査員を務めた。現在フェリス女学院大学音楽学部演奏学科教授、桐朋学園大学音楽学部非常勤講師。
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バックステージ

６月例会（田部

京子

例会）の交流会から

田部京子さんの例会は，台風の影響で天気が悪くて，開催でき
るか心配でした。
東京から来る飛行機も，徳島の天候が良くなければ，引き返し
ますとのことだったそうです。けれども到着する頃には, 雲も薄
くなったということです。例会が行えたのは，ひとえに，田部さ
んが「晴れ女」だったからかもしれません。
例会交流会も，その話題からスタートしました。
今までコンサートでのアクシデントはありませんでしたか。
台風でコンサートがキャンセルになったことがあります。また，
日本フィルとの北海道ツアーの時，豪雨で土砂崩れが起こり，電
車が通ることができず，オーケストラがタクシー３０台にも分乗
して，コンサート会場に駆けつけて，急場をしのいだということ
もありました。天気予報が悪くても，何とかなることが多かった
のですが，さすがに今日はダメかなと思いました。
これまで教えてもらった先生で，とくに印象に残っていることは何ですか。
小学校３年生の時に教えていただいた田中希代子先生のことをよく覚えています。先生は，ピアノを弾
かずに，ぽつんぽつんと言葉をおっしゃいました。沈黙が長かったのです。それまで，わたしは，あまり
耳を使ってピアノを弾いてはいませんでした。だから，耳のトレーニングにもなったし，自分で求めて学
んでいくことを教えていただきました。また，田中先生は，
「力を抜かないと良い音は出ない」と教えて
くださいました。それ以来，
「脱力」を意識するようになりました。
今日のブルーのドレスは美しかったです。
あじさいの季節なので，ふじ色を選びました。
好きな作曲家はどなたでしょう。
シューベルトが好きです。今，シューベルトの録音をためていっています。バッハも好きですが，もう
少ししてからと思っています。
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いきなり弾きたくなる曲はありますか。
ブラームスの「間奏曲」１１８の２とか，シューベルトの「即興
曲」
９０の３とかです。
田部さんは，きれいな手をされていますが，何か手入れなどをさ
れているのですか。
とくに何も行っていません。ふつうに何でもします。手袋もしま
せん。腱鞘炎になったこともありません。
（ここで手を見せていた
だきました。
細くて長い指をされています。
小指が特に長いのです）
田部さんを見ていて，いつも美しくて上品な方だなと思います。
それなのに，気さくで誰にでも温かく接しておられます。田部さん
の粒のそろった美しい音は，きっとそのお人柄から来るのではないかと思います。
いつの日かシューベルトの全集が完成する日を楽しみにしていたいと思います。
徳島での再演を期待しています。

（機関紙部 鎌田憲二）
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あっという間に終わった幸せな 2 時間でした。

～田部

京子ピアノ・リサイタル～
2019 年６月 27 日（木）あわぎんホール

風の恐れで帰れないかも，でも思い切って本当によかっ
たです。曲は知らない曲ばかりでしたが，演奏が「さす
が」と思うものがありました。

（マコ）

★曲への思いや，音楽との向き合う気持ちなどもお話がき
けてとても良かった。アンコールもよかったです。

★シューマンを通して芸術家の 25 年をうかがう感じでし
た。

★やさしい心が聞き方の心の中まで入ってしまうほどふ

★音がきれいって素晴らしい！！派手で華やかさだけの

しぎな感覚でした。

ピアノにうんざりしていました。素敵な音が聴けて幸せ
です。またピアノが弾きたくなりました。

★つぶのそろった美しい音，余裕のある深みのある音に感
激しました。さすが円熟したピアニストだと思いました。

★ＢＳのクラシック番組で田部さんの演奏を聞き，大へん
感動し，今回楽しみにしておりました。美しく，すばら

★澄みきった美しい音色，流れるような演奏にうっとりし

しい演奏に心から感動しました。生で聴けて本当にすば

ました。

らしい。お人柄がにじみ出ていると思いました。

★モーツァルト，シューベルト，シューマンの夫々の特徴

★シューマンの「幻想曲」
，初めて聞いたかな？感動しまし
た。

をあらためて，よく聴くことができ，音楽の深みに入っ

（つうちゃん）

てゆく，すばらしい世界を見えるように表現していただ
★流れるようなピアノの旋律にひきつけられました。すば
らしい演奏で感激しました。

★豊かな時間をありがとうございました。

（シクラメン）

（jackie）

★過去の例会出演者の中でも再演を熱望していた田部さ
んをふたたび聴くことが出来て，大変嬉しかった。特に
定評あるシューベルトは出色の音色だった。（桑原

佳

宏）

★以前から田部京子さんのお名前拝聴してました。その田
部さんの生演奏を――と心待ちにしていたのに当日，台
き，市民コンサートの会員としてつづけてゆく事は力と

-8-

この方の演奏には，いつもそれを感じます。
（中尾

賢一）

★徳島で田部さんのリサイタルを聴くことができて，とて
も嬉しいです。

（Azurizu）

★感動しました。前回もよかったので楽しみでした。音楽
とピアニストの成長の話が心に落ちました。
（アルカディア

天野

大）

★曲の神髄を深く素直につむぎ出す，胸を打つ素晴らしい

なってゆく，そんなピアノでした。

演奏でした。長大な「幻想曲」のよさが初めてわかった。
（めだか

★田部さんのお人柄でしょうか。軽やかで優しい，心地よ

井上

尚）

★音のきれいなこと。多くの表現がされ，ピアノのテクニ

い音色にうっとり。幸せな時間でした。ありがとうござ

ックの最大限の表現がされていて，ピアノ音楽の神髄に接

いました。作曲家によって，弾き方が違い，すばらしい

した様な思いでした。

ピアニストだと！！

（Ｙ．Ｗ）

★シューベルトの第 2 楽章で，弦が切れた音がしたが，何

★知らない曲だったので，ちょっと残念だった。新鮮でよ

もなくてよかったかな？それぞれの弾きわけ方もはん

かったかも。

ぱじゃない気がした。シューマンも 2 楽章と 3 楽章の弾
きわけがすごかった。ミスタッチもなかったし，この演

★モーツァルトは，昔，練習した曲で，なつかしかったで

奏会を聞くことができて，ほんとうによかった。

す。とてもきれいでした。シューマンは夢見ごこちでし
た。ありがとうございました。

（斉藤

（シロメダカ 3377）

博子）

★モーツァルト→大きくなったらひいてみたいです。

★繊細な音色，とても感動しました。モーツァルトは，会

シューベルトも大きくなったらひいてみたいです。

場のせいか，後ろで聞いたせいか，響きが少なかったよ

（小川

うに思います。2 部は前の方で聞いたので，美しい音色

結歌）

やタッチの変化などもよく伝わってきて，素晴らしい演
奏でした。

（ガラスのうさぎ）

★とてもきれいなピアノの音でした。ぼくもピアノをやっ
ています。4 年生でモーツアルトをひけるようにがんば
ります。

★音楽はやっぱりいいなと思いました。田部京子先生が本

（小川 陽音）

当に素敵で，ピアノの音色がとっても素敵で引き込まれ
★大変お上手に弾いてくださったのですが，モーツアルト

てしまいました。あっという間に終わった幸せな 2 時間
でした。ありがとうございました。

とピアノ（スタインウェイ）は，合わない気がしました。

（みちえ）

グリーグの最後の曲がよかったです。

★すばらしい演奏でした。音色～とくに弱音～が美しい。
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田部京子例会色紙当選者
冨永
林

裕子さん

小川

里咲さん（ぽこあぽこ）
結歌さん

おめでとうございます。
9 月例会の会場でお受け取りください。

★かろやかな手つきでひけていて，とてもきれいな指の形
でした。

（ぽこあぽこ

松浦

花）

★とてもきれいなえんそうでした。表現がいっぱいできて
いました。強弱のつけ方もきれいでした。知ってる曲が
いっぱいありました。メロディを大きくひけていて，良
いえんそうでした。

（ぽこあぽこ

川田

萌永）

★一音一音が整っていて，美しくすばらしい演奏でした。
花束をわたすことができて，とても嬉しく思います。
（ぽこあぽこ

林

里咲）

6 月例会の運営担当
岡本さん，古田さん，山内さん，伊予谷さん
（コスモス）
国見さん（救援会）
，林さん（ぽこあぽこ）
★大変きれいな音で，落ち着いた演奏でした。無駄な動き
がなく，よく考えられた構成感でした。

（メグ）

★一番初めの曲が，音のつぶがそろっていて，とてもきれ
いだった。おち着いた曲もあったり，明るい曲もあった
りで，バリエーションが良く，どの曲も楽しめた。
（ぽこあぽこ

佐竹 悠）
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沖成さん，森井さん，井形さん，水井さん
おつかれさまでした。

◉

6 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

アルストロメリア

ツリガネ草

ケファランス

ヒメシオン

グラジオラス

アジサイ

三尺バーベナ

ムクゲ

アジサイ、ユリ

キンギョソウ

（※提供：大崎

◉

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2019 年

4 月例会「小川 明子/アルト・リサイタル」
（4/16）に、今回も、ぽこあぽこサークルのお

二人が渡してくれました。（敬称略）
私はアルトの小川明子さんに花束をお渡ししました。
深さのあるとてもきれいな声で、ホール全体に響き、感動しま
した。ずっと聞きたかったコンサートだったので、とてもうれ
しかったです。

（川田 万結）

私は、山田啓明さんに花束をお渡ししました。
小川さんの歌と山田さんのピアノ伴奏の息がぴったりでとても
素敵でした。歌に合わせてピアノ伴奏も表情が変わっていって、
おもしろかったです。

◉

2019/9

（岡久 涼葉）

月例会（戸田 弥生/ヴァイオリン・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
シャロム

太平洋

リュバン・ヌエ

行々子

里山

とちら連

ミルク

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 「カ～サ行」の方、よろしくお願いします。

◉

訓子さん）

※

運営サークル会・日程：9/5（木）

19：00～20：30

※

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。

第 46 回 市民コンサート寄席

＜桂 文我 独演会＞
と き：10 月 18 日（金） 6：30ｐｍ 開演
ところ：あわぎんホール
4Ｆ 和室
入場料：2,500 円
※出演：桂文我

他 2 名、演目：間もなく発表
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市民コンサート徳島・事務局にて

笑う門には 福来る！

◉

ご一緒に笑いましょう‼

徳島市の新ホールについて
徳島市が計画している、新ホールの建築計画（案）が 6 月の市議会で承認され、建築設計業者の募
集の段階に入ったようです。
これでやっと一歩前進。具体的に、建設方向に向いてきたようです。多くの要望があった、本格的
な小ホールは残念ながら計画から除外されてしまいましたが、ともかく大ホールができることは、歓
迎したいと思います。是非、音響の良いホール、行くのが楽しみになるホールにしていただきたいと
思います。完成予定は、2023 年とのことですので、丸々4 年後になりますが、オープニング・コン
サートで、
「第九」や、華麗なピアノ協奏曲、交響曲、そしてオペラやバレエが上演される日を、皆さ
んと共に楽しみ、待ちたいと思います。
皆さんも是非、関心をもって完成まで見守っていってください。より良いホールにしていくのは多
くの市民の熱い期待と厳しい目です。
（企画部

◉

小路）

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 9/17（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
‐11‐
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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)

≪2019／11 月例会

625 回≫

平野 花子／ハープ・リサイタル

11/29（金）

～ ハープ・ソロ＆ハープとチェロのデュオ ～
共演：近藤浩志（大阪フィル首席チェロ）

11

月例会には、ハーピストの平野花子さんをお招きしま
す。来演は、5 年ぶり 3 回目になります。

今回は、前半ではハープ・ソロで、後半はゲスト出演のチェリス
ト近藤浩志さんとのデュオをお届けします。
普段は共に、大阪フィルの首
席奏者として、又ソロに室内
楽にと演奏活動を行ってい
るお二人の競演をお楽しみ
ください。
ゲスト：近藤浩志（チェロ）

❦プ ロ グ ラ ム❦
（前半）ハープ・ソロ

（後半）ハープ＆チェロのデュオ

F.J.ナーデルマン

／ ソナタ 第 6 番

Ｇ．カッチーニ

／ アベ・マリア

ゴ ― ベ ー ル

／ サラバンド

A.ピ ア ソ ラ

／ タンゴの歴史より

M . ラ ベ ル

／ マメールロワより

ボルデル 1900

パゴダの女王レドロネット
アイルランド民謡

／

（ゴトフロワ編曲）庭の千草

ＥＰ－アルヴァース

／ 序奏、カデンツァとロンド

C.サンサーンス

／ 動物の謝肉祭より「白鳥」

M .Ｃ .テ デ ス コ ／

ハープとチェロ
のためのソナタ

≪これからの例会・ラインナップ≫
♬

2020.

2 月例会 （626 回） 2/20（木）
北村 朋幹 ピアノ・リサイタル

～ベートーベン・プログラム～
北村 朋幹

♬

2020.

4 月例会

（627 回）

4/24（金）

米澤 傑 テノール・リサイタル

米澤 傑

