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●2019/11 月例会 No.625

～ハープ・ソロ＆ハープとチェロのデュオ～

2019 年

11 月 29 日（金）
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）

＜ゲスト出演＞

チェロ：近藤浩志
（大阪フィル

首席チェロ奏者）

 プログラム 
（前半）ハープ・ソロ

（後半）ハープ&チェロのデュオ
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:

(ゴトフロワ編曲)
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：

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

序奏、カデンツァとロンド

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）
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F.J.ナーデルマン（18 世紀中頃）／ソナタ第 6 番
ナーデルマンは 1775 年頃、フランス王妃マリー・アントワネットご用達のハープ製作家として活躍しました。
ナーデルマンは、自身でもハープを演奏しました。そして、7 曲のハープ・ソナタを作曲しています。当時のハープ
の構造上の不便さを感じさせない華やかで技巧的な作風です。これらの曲は、プロを目指すハーピストが最初に勉
強する登竜門的な作品です。

ゴーベール（1879～1941）／サラバンド
フィリップ・ゴーベールは、戦間期のフランスの重要な音楽家の一人。フルートのヴィルトーソや指揮者として
知られ、又主にフルートの作曲家としても活躍しました。1919 年からパリ・オペラ座の音楽監督に就任し、パリ
音楽院のフルート科教授やパリ音楽院管弦楽団の首席指揮者も務めました。作曲家としては、決して革新的ではあ
りませんでしたが、フランクやドビュッシー、ラヴェルの試みをうまく取り入れ、こなしています。いくつかのバレ
エ音楽や交響曲、3 つのフルート・ソナタがあります。本日演奏される「サラバンド」は J.S.バッハの無伴奏チェ
ロ組曲第 1 番の中の「サラバンド」を、ゴーベールがフルート用に編曲したものです。本日はハープで演奏します。

M.ラヴェル（1875～1937）／マ・メール・ロワより「パゴダの女王レドロネット」
フランス語で「マザーグース」を意味するこのピアノ連弾曲は、親しくしていたゴドフスキ夫妻の二人の子供の
ために書かれた作品で、初演もマルグリット・ロンの教えを受けていた二人の子供によって行われました。シャル
ル・ペロー等の童話に題材を得た曲は、技巧的にも比較的容易で、如何にも無垢な親しみやすさを持っていますが、
ラヴェルならではの語法と個性が素晴らしく洗練された形で生かされています。第 3 曲「パゴダの女王レドロネッ
ト」は、陶器人形が奏でる東洋風の音楽です。

アイルランド民謡／（ゴトフロワ編曲）庭の千草
作曲者不詳、原曲はアイルランド民謡「夏の名残のバラ」
（The

Last

Rose

of Summer）
。

作詞は里見義（1824～1886）
。歌詞の意味は「先立たれ一人残されても白菊のように力強く生きていきたい」
。
「庭の千草」は、1884 年（明治 17 年）発行の「小学唱歌集

第 3 篇」に掲載された日本の唱歌です。

E.P-アルヴァース（1808～1849）／序奏・カデンツァとロンド
エライアス・パリシュ・アルヴァースは、イングランド（イギリス）のハープ奏者、作曲家です。パリシュは、最
初にオルガニストだった父親から音楽を教わりました。その後ロンドンに移り、王立音楽アカデミーのハープ教授
ボクサのレッスンを受けます。1828 年、勉強を終えたパリシュはフィレンツェに行き、歌と作曲を学びます。一
年間の滞在の後ロンドンに戻り、ハープ製作の仕事に就きます。1834 年からウィーンに住み、最初のハープのた
めの作品を出版します。そして、ウィーン宮廷歌劇場のソロ・ハープ奏者に就きます。1842 年に、ピアニストで
ハープ奏者のメラニー・レヴィ―と結婚します。それからパリシュは、ヨーロッパ各地で演奏旅行を行います。その
コンサートを見たベルリオーズは「彼は、ハープのリストだ。多くの制限があるその楽器から、繊細で力強い感じ、
斬新なタッチ、前例のない響きのすべてを生じさせている・・・。
」と書いています。1846 年、ヨーロッパの政治
情勢が不安定になり 1848 年、ウィーンで最初の暴動が起こり、ウィーン楽友協会が突然閉鎖されます。それらの
混乱の為により、パリシュ・アルヴァースの音楽人生は終わります。
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G.カッチーニ（1545～1618）／アヴェ・マリア
このカッチーニ「アヴェ・マリア」は、
「シューベルトのアヴェ・マリア」
、
「グノーのアヴェ・マリア」と並ぶ「3
大アヴェ・マリア」として親しまれてきました。この曲の真の作曲者は、旧ソ連の作曲家ウラディミール・ヴァヴィ
ロフ（1925～1973）と今日では言われています。G.カッチーニはバロック音楽初期のイタリアの作曲家です。こ
の曲は歌詞がただ「アヴェ・マリア」を繰り返すだけという内容でバロック様式としては相いれないこともあり、カ
ッチーニの作品ではなく、ヴァヴィロフが作曲したものとされています。

A.ピアソラ（1921～1992）／タンゴの歴史よりボルデル 1900
アストル・ピアソラの名作「タンゴの歴史」は、そのタンゴの発展のあり様を 20 世紀初頭から表現した名曲で
す。この「タンゴの歴史」は、1982 年にベルギーのリエージュ国際ギターフェスティバルの委嘱で作曲、初演さ
れたものです。日本では 2 年後の 1984 年に東京/音楽之友社ホールで、福田進一のギター、工藤重典のフルート
で初演されました。現在は、世界中で最も多く演奏されるフルートとギターの定番曲になっています。
この曲は、1900 年、ブエノスアイレスの場末から話が始まります。第 1 楽章の「ボルデル 1900」は、
「酒場
にて」と訳されることも多くありますが、実際はブエノスアイレスにあるにある売春宿の事です。そこに集まって
くるお客さんたちの気晴らしのために演奏されたのが初期のタンゴの在り方です。ひたすら明るい楽しい陽気なお
囃子風の音楽です。本日は、ハープとチェロで演奏します。

C.サンサーンス（1835～1921）／動物の謝肉祭より「白鳥」
この広く知られている愉快な組曲は、サンサーンスが 51 歳の時、オーストリアのクルディムという町で友人の
チェロ奏者ルブークに依頼されて、その町の謝肉祭の最終日マルディ・グラに行われる小さな音楽会のために作ら
れました。謝肉祭の奇抜な仮装に合わせるように、この曲は動物たちのイメージを借りて、有名な音楽がユーモア
たっぷりに仮装を着て次々と現れます。全 14 曲の小曲は、サンサーンスの見事な管弦楽法によって、明るく詩情
に満ちたものとなっています。わが国では青少年のための音楽会での演奏曲目として重要な役目を果たしています。
最近では、演奏にナレーターがついて解説することもあります。今日演奏される「白鳥」はチェロで奏される大変美
しい曲で、独立して演奏されることの多い有名な曲です。

M.C.テデスコ（1895～1968）／ハープとチェロのためのソナタ
M.C.テデスコは、フィレンツェに於いてイタリア系ユダヤ人の銀行家の家庭に生まれます。母親にピアノの手ほ
どきを受け、9 歳にして最初のピアノ曲を書いています。1914 年にフィレンツェ音楽院のピアノ科を修了すると
作曲科に転じて 1918 年に卒業資格を得ています。テデスコの作品は、1922 年度国際現代音楽協会ザルツブルグ
大会で取り上げられました。その後、偉大な文芸作品に着想を得たオペラなどを手掛けます。それから、ハイフェッ
ツの委嘱作品『ヴァイオリン協奏曲第 2 番「予言者たち」』は、自身のユダヤ系の血統への自負を表現した作品です。
1932 年にスペインのギタリスト、A・セゴビアと初めて会ってから、ギター曲の作曲を始めます。
そして、テデスコは、20 世紀におけるギター音楽作曲の大家との名声を得ます。その後、イタリア
のファシスト政権による人種政策から逃れ、トスカニーニの支援を得てアメリカのハリウッドに行
きつきます。そこで、MGM と契約して映画音楽の作曲家となり、約 200 本の映画に楽曲を提供し
ました。
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演奏家プロフィール

 

平野 花子（ひらの はなこ）ハープ
1988年生まれ。
7歳よりグランドハープをはじめ、日本ハープコンクールにて第9
回ジュニア部門最年少第3位、第16回アドバンス部門準優勝、第
17回プロフェッショナル部門最年少第5位を受賞。
2006年早稲田大学入学。同年、小澤征爾音楽塾、オペラプロジ
ェクト７に参加、吉野直子氏の指導を受ける。
2007年7月第7回USA国際ハープコンクールにて日本人として
初めて本選に残り、銀メダルと特別賞を受賞。併せて現代音楽の最
優秀演奏賞を受賞。
2008年3月東京オペラシティにてデビューリサイタル開催。
これまでNHK FM、BSなどで度々演奏が紹介された他、箱根の秋
音楽祭、アフィニス夏の音楽祭、紀尾井ニューアーティストシリー
ズなどに出演。また、R.エリシュカ、山下一史、H.シェレンベルガ
ー各氏指揮、NHK交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、群
馬交響楽団、カメラータ・ザルツブルクなどと協演。
2013年にはラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンにてプラジャ
ー弦楽四重奏団とカプレ「赤い死の仮面」などを演奏。
デビューリサイタルのライブ録音が CD「平野花子ハープデビュー
リサイタル

雨に濡れた庭」として発売。毎日新聞にて「音楽の化身の

ような若手ハーピスト」と評された。また、CD「オルフェの宝」は『レコード芸術』誌特選盤となった。
これまで、佐藤厚子、木村茉莉、両氏に師事。現在、大阪フィルハーモニー交響楽団ハープ奏者。

近藤 浩志（こんどう ひろし）チェロ
東京藝術大学を経て、エコール・ノルマル及びブローニュ音楽院を
首席卒業。
96 年、第 2 回大阪国際室内楽コンクール入選。
96・97 年、松尾学術振興財団音楽賞大賞。
99 年、第 3 回大阪国際室内楽コンクール第 4 位及び特別賞受賞。
ニューヨーク・カーネギーホールや国連会議場、英国デュークホール
等でのソリストとしての活動をはじめ新日本フィルや大阪フィル、ニ
ューヨークフィル、仏・ オーヴェルニュー室内管弦楽団等、国内外
のオーケストラと共演。英・ウエストミンスター紙上やニューヨーク
等で絶賛される。
また、世界的指揮者ジャン・フルネ氏より「現代第一級のソリスト」の推薦状を受ける。
久石譲、服部克久両氏に認められアンサンブルのメンバーとしてツアーに参加。
ＣＭや映画音楽等でも活躍。久石譲全面プロデュースのもとソロデビュー。
新日本フィルハーモニー交響楽団、東京ポップスオーケストラを経て、現在、大阪フィルハーモニー交
響楽団チェロ・トップ奏者。室内楽奏者としてアンサンブル・ベガやキサ・カルテットとして活動。
神戸女学院大学、大阪芸術大学、大阪音楽大学、夕陽丘高校音楽科各非常勤講師。
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⚫

バックステージ

9 月例会（戸田弥生 例会）の交流会から
戸田弥生さんの交流会は，ヴァイオリンを演奏し
ていらっしゃる方も参加したことにより，音楽につ
いて深い話が交わされました。当日の話の中からい
くつか拾ってみます。

無伴奏で演奏することは，どんな感じなのですか。
無伴奏の曲ばかりで演奏会を行ったことは，何回
かあります。聴衆の人が拍手をどこでしたらよいか
わからないという声を聞いたことがあります。とに
かくピアノ伴奏がなく，一人なので大変です。
ヴァイオリンを志すきっかけは何でしたか。
ヴァイオリンは 4 才から演奏しています。両親ともにクラシックが好きでしたので，わたしがクラシックを楽
しめたらいいと思っていたようです。でも，あまりヴァイオリンは好きではなかったです。小学校６年生の時の
「全日本学生コンクール」の本選で弾いていて，
「気持ちがいいな」と思いました。そのことが今までヴァイオリ
ンを続けてきたきっかけだったように思います。実家は福井で，その当時，音楽は盛んではなかったです。です
から，京都や大阪に習いに行っていました。関西は近かったけれど，東京は遠かったからです。
今日のプログラムは，どのようにして決めたのですか。
去年，東京で「ストリング狂」というリサイタルをやりました。その時のプログラムがもとになっていますが，
それに少し変化を加えて聴きやすくしました。今回，楽章を抜粋することを行っていますが，これは非常に疲れ
ました。曲ごとに気持ちを変えなければいけないからです。
今回のヴァイオリンは「ガルネリ」ですよね。ガルネリの音について，
「太い」
「渋い」
「どっしりしている」と
いう会員の声がありましたが・・・。
使いにくいという声もありますが，意外と「鳴る」と思います。ガルネリは弾いた瞬間，
「ガルネリ」だとわか
ります。骨太な感じがします。江藤俊哉先生もガルネリを使っていらっしゃいました。最近，楽器自体が高くな
って，学生が買えなくて困っているようです。
バッハを弾くというのはどういう気持ちなのですか。
一番厳しいと感じています。なぜなら，バッハを通じて，自分と向き合わなければならないからです。必死に
やらないと次に行けない感じがします。だから，その時，その時をしっかり練習しないと・・・。
これから出るＣＤと演奏したい曲は何ですか。
来年，ピアニストのエルバシャとバルトークのソナタの１番，エネスコのソナタ３番のＣＤが出る予定です。
これからやりたい曲は，弦楽器だけの曲です。これを勉強したいと思っています。また，ピアノトリオもやりた
いと考えています。
バッハの全集（無伴奏ヴァイオリンソナタ＆パルティータ）は出ませんか。
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２０年ぐらい前に「音楽の友社」から出したことがありますが，廃盤になってしまいました。ここまで来たら
死ぬまでには出したいなと思っています。
戸田さんは，気さくで大変親しみやすいお人柄でした。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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いやーまいった。一曲目のバルトークからやられた。

～戸田弥生ヴァイオリン・リサイタル～
たです。曲は知らない曲ばかりでしたが，演奏が「さす

2019 年９月 25 日（水）あわぎんホール （マコ）
が」と思うものがありました。

★戸田さんの無伴奏は，そのダイナミクスの大きさにいつ
も驚きます。ピアノという同乗者がいない無伴奏プロで
どうしてあれだけの自信と揺るぎない音楽を構築でき
るのか。
★プログラム楽しみにしていました。このような骨太の曲
ばかり聴けて，嬉しいです。
★ヴァイオリン奏者のプロ技術を感じた。

（岸本 寛）

★1 部の曲は，むずかしすぎました。いくらすばらしい演
奏でもレベルが高すぎて，楽しめたとはいいがたいです。
★とてもよかった。どうしてあんなに楽譜がおぼえられる
のだろう。びっくりした。

★自宅から車で 30 分のホールで，こんな素晴らしいバイ

（小川陽音）

オリンが聴けるなんて，幸せでした。バッハの「シャコ

★バイオリンにはバイオリンの良さがあるな，と思いまし

ンヌ」は，厳かで，ゴージャスで，黄金のオーラを放っ

た。ピアノとは違った技巧をほどこした，なおかつ軽快

て，まさにバッハ降臨という感じでした。

ないい楽器です。

★戸田さんのヴァイオリンの美しい響きが，よく聴ける，

（マコ）

★迫力あるヴァイオリンの演奏に感動しました。
★最初は難しいと感じたのですが，変化する美しい音色と

とてもいいプログラムでした。

素晴らしいテクニックに魅了されました。

★無伴奏ヴァイオリン演奏でも，すばらしい演奏ができる
のだと感動しました。 （きかなそんそん

（コスモス

古田美知代）

加藤孝子さん）

★無伴奏ヴァイオリンだけの音色に驚くほどの迫力を感

★一柳慧，イザイ，どれも素晴らしい。

じ，演奏に聴き入ってしまいました。とてもいいコンサ

★バッハをはじめ，その時代のアーティストが求めた美し
い音色への熱意を感じさせる名演奏だったと思います。

ートでした。

（田中成子）

戸田さんのみごとなテクニックに感嘆。バイオリンが如

★前回，戸田さんを聴いたのは，今はなき徳島市文化セン

何にすぐれた楽器であるかを改めて教えてもらった思

ターの大ホールだと記憶している。今回は無伴奏作品で

いです。

「あわぎんホール」を豊かな響きと卓抜した技量で存分

（きん魚のきん太郎）

★これでもかという程，バイオリンの音が体に響いてきた。

に鳴らし切ってくれた。

（桑原佳宏）

★いやーまいった。一曲目のバルトークからやられた。深

バイオリンを充分たんのうできた。バッハは本当に素晴
らしい作曲家だ。そして，それにこたえて戸田さんも，

いバイオリンの音，すさまじい緊張感。全曲聞きたくな

体から湧き出る音楽がすごかった。無伴奏はバイオリン

る。深い感動をありがとうござました。それにしても戸

の魂の叫びのようだ。

田女史，美人だし，声も良いし，ファンになったな－。
わたしにとって，今年Ｎｏ．１コンサート。

★前半長いのかなと思ってたら，あっという間だった。
「シ

（沖津一陽）

ャコンヌ」はどこもかしこも立派で聴きほれた。

★壮大なバッハの世界を圧倒的な迫力の演奏で聞かせてく

★ドレスが素敵でした。

ださってありがとうございます。
（マリンブルー

★きれいな音で，はきはきしていてととも良かった。
★ひびきが良い，流れも深く心に残る。

（岸本花子）
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吉田）

★1980 年代の福井（戸田さんの出身地）で，ギドン・クレ

ーメルとマルタ・アルゲリッチの演奏会があった。バル

★表現力がすごいです。高い音がきれいです。強弱がよく

トークの無伴奏から始まり，フランクのソナタ，バート

分かります。きれいな音がでていました。すてきなえん

ーベンのソナタが強い印象に残っている。ひょっとして

そうでした。

子どもの頃の戸田さんもいたとすれば，ロマンですね。
★ヴァイオリンって，こんなに響く楽器だったんだと改め

川田萌永）

★音色がきれいで，バイオリンでこまかくえんそうすると
ころがかっこよかったと思いました。また表現が上手で

て思いました。また，バッハは無伴奏ヴァイオリンでも
最高ですね。

（ぽこあぽこ

した。まるで二人でひきているように感じました。

（中尾賢一）

（ぽこあぽこ

高尾優一郎）

★音楽の父バッハはさておき，前半はバルトーク，一柳慧

★とっても上手かったです。ヴァイオリンのことはよく

と，聞き手としてはスキップしたくなる曲がならんでい

知らないけど，弾いてる格好も幻想的で本当にうまかっ

たが，彼女の持ち前の演奏で挑戦し，それに成功した。

です。今まできいたどの人よりうまくて，ヴァイオリン

パガニーニ，イザイは技巧の限りをつくした。すごくよ

の演奏でここまで表現できるのは驚きです。

かった。後半のバッハは，骨太の演奏にふれて感動した。
（シロメダカ 3377）

すばらしかった。

★すばらしいアンドかっこ良い。バイオリンのあらゆる音
や技法がみれて良かったです。

（とろろ）

（ぽこあぽこ

濱田共生）

★やっぱりバイオリンの音はきれいだなと思いました。体
もつかってえんそうしていました。とても速いところも

★とてもきれいな音色で，どうどうとしているなと思いま
した。

（ぽこあぽこ

音を保っていてすごかったです。低い音のときにスタッ
カートをするのがとてもかっこよかったです。

仁木優衣佳）

（ぽこあぽこ

永井小遥）

★ヴァイオリンのおとは，きいたことなかったからきれい
とおもった。

（ぽこあぽこ

よしだゆみこ）

9 月例会の運営担当

★高音が会場にひびいた。力強くひくところがすごいと思
った。ゆっくりひくところが心にひびいた。テンポが速

押栗さん（太平洋），佐尾山さん

く楽しい曲は，こちらも楽しくなってくる。
（ぽこあぽこ

安田さんご夫妻（行々子）
佐竹

悠）

★どんなに低い音でも，どんなに高い音でも，ていねいで

岡久さん（ぽこあぽこ），加林さん
松本さん（ハ長調）
，清水律子さん

整っていて，きれいな演奏でした。すき通った美しい音

清水さん，大崎さん（里山）

でした。無伴奏のヴァイオリン，初めて聴きましたが，
とても美しくて良かったです。
（ぽこあぽこ

おつかれさまでした。
林

里咲）

戸田弥生例会 色紙当選者
大崎訓子さん（里山）
永井小遥さん（ぽこあぽこ）
中尾賢一さん
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。
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◉

9 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

コスモス

ダリア、バラ

カンナ

カンナ、野菊
やぶミョウガ
ワレモコウ
青花フジバカマ

（※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
2019 年

6 月例会「田部 京子/ピアノ・リサイタル」
（6/27）に、今回も、ぽこあぽこサークルのお

友達が渡してくれました。（敬称略）
私はピアノの田部京子さんに花束をお渡ししました。
とても素敵な音色で、思わず聴き入ってしまう演奏でした。
感動しました。

◉

2019/11

（林 里咲）

月例会（平野 花子/ハープ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
ムーンリバー

気まぐれ

きかなそんそん

ハ長調

マリンブルー

みゅーず

プレアデス

ダリヤ、

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：10/31（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。

（2020 冬の交流会） びわ湖ホール・バレエ鑑賞ツァー

≪アリーナ・コジョカル ドリーム・プロジェクト・バレエ特別公演≫
～人気のプリマ・バレリーナ／アリーナ・コジョカル率いるバレエ・ガラ公演です～
➢

2020.2 月 11 日（火・祝）

➢

参加費：S 席

20,000 円

（チケット+バス代含）

➢

A席

18,000 円

（チケット+バス代含）

14：00 開演

びわ湖ホール

※ ご希望の方には、詳細チラシをお送りします。お問い合わせください。
☎ 088-652-4874、又は交流会係
- -98-

090-4335-0298（小路まで）

みき

◉

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 11/19（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
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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)

≪2020／2 月例会

626 回≫

とも き

北村 朋幹／ピアノ・リサイタル

2/20（木）

ベートーヴェン生誕 250 年記念

～ オール・ベートーヴェン・プログラム ～

2

月例会には、ピアニストの北村朋幹さんをお招きしての、
オール・ベートーヴェン・プログラムのリサイタルです。

北村朋幹さんは、若手ピアニストながら、豊富なキャリアを
お持ちで、現在もベルリンの大学に在籍し勉強中です。
今回は、ベートーヴェンの生誕 250 年ということで、本人
の希望も有りオール・ベートーヴェン・プログラムとなりま
した。
後期の大曲「ハンマークラヴィーア・ソナタ」をメインにし
たピアノ・ソナタ集です。
本場ベルリンで学ぶピアニストの意欲的なプログラムにご
期待下さい！

❦プ ロ グ ラ ム❦
ベートーヴェン ／ 6 つのバガテル OP.126
ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ第 15 番二長調 OP.28「田園」
♠♤♠

休 憩

♠♤♠

ベートーヴェン ／ ピアノ・ソナタ第 29 番変ロ長調 OP.106「ハンマークラヴィーア」

≪これからの例会・ラインナップ≫
♬

2020.

4 月例会 （627 回） 4/24（金）
米澤 傑 テノール・リサイタル
～イタリア歌曲とオペラ・アリアの夕べ～
米澤 傑

♬

2020.

以降の例会・企画は検討中です。

