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メンデルスゾーン（1809～1847）／無言歌集より「甘い思い出」
歌謡風旋律と一定の音型伴奏による叙情的ピアノ小品は 19 世紀前半から広く愛好されていました。
メンデルスゾーンもこの種の短い旋律を手紙に添え、折に触れ家族や友人に送っています。湧き上がる楽想のスケ
ッチ集ともいうべきこれらの小曲をまとめ、＜ピアノのための旋律＞と題して出版。遺作の 2 集を含め計 8 集が＜
無言歌＞として発表されました。この作品は、ロマン派の性格的小品の典型とされています。旋律は実に美しく、旋
律自体より印象的・独創的な伴奏部も多くあります。また、後期ロマン派の音楽を予言する和声・主題再現への創意
工夫、和声的・対位法的両要素の対位など、メンデルスゾーンの作風の特徴が、生かされています。各曲は、いずれ
も技術的に大変優しくて、彼の音楽を理解するには最も手軽な作品として人気があります。
第 1 集（作品 19）は、全 8 集中最も優れた作品集の一つです。この曲集の第 1 曲ホ短調は、「甘い思い出」と
呼ばれていて、情のこもった緩やかな曲です。いかにもメンデルスゾーン的な旋律が、練習曲風の 16 分音符の伴
奏の上を歌うように過ぎていきます。

メンデルスゾーン（1809～1847）／無言歌集より「春の歌」
この曲は、第 5 集（作品 62）の中の第 6 曲イ長調で最も有名な 1 曲です。
ピアノ用ばかりでなく、ヴァイオリンそのほかの独奏用にも編曲されて、愛されています。その流れるようなロマ
ン的でのどかな旋律は、いつでも聴く者を楽しい気分に誘います。形式は単純ですが、その伴奏様式は、メンデルス
ゾーンの天才を思わせるもので、装飾音符を巧妙に使って今までにない美しい効果を上げています。

ベートーヴェン（1770～1827）／ピアノ・ソナタ第 14 番「月光」作品 27-2
ベートーヴェンのピアノ・ソナタは未完成のソナチネを含めて全 37 曲あります。しかし、一人前の音楽家とし
てのベートーヴェンの仕事は、作品 2 のいわゆる第 1 番ソナタから始まり、作品 111 の第 32 番ソナタの 32 曲
と言えます。この 32 曲のピアノ・ソナタは、ピアノ音楽の大きな発展史を形づくっていると同時に、ベートーヴ
ェンの生涯を縦に貫いて、彼の様式的変化の縮図となっています。
この第 14 番嬰ハ短調は、
「月光ソナタ」としてあまりにも有名ですが、＜月光＞という名は俗称で、詩人レルシ
ュターブが「スイスのルツェルン湖の月夜に、さざ波に揺らぐ小舟のようである」といったことに由来します。べー
トーヴェン自身は、
「幻想曲風ソナタ」と命名しています。第 1 楽章は、ソナタ形式を捨てて幻想的、即興的な柔ら
かい抒情に徹しています。第 2 楽章では、その気分は転換されていきます。そして、このソナタの重心である第 3
楽章に到達します。その第 3 楽章の情熱の奔流はその頃のピアノ・ソナタには類を見だせぬほど激しいもので、且
つ又、極めて立派な構成のソナタ形式と言えます。
第 1 楽章

アダージョ・ソステヌート

第 2 楽章

アレグレット

第 3 楽章

プレスト・アジタート

嬰ハ短調 2 分の 2 拍子 三部形式

変ニ長調 4 分の 3 拍子

三部形式

嬰ハ短調 4 分の 4 拍子 ソナタ形式

ベートーヴェン（1770～1827）／ピアノ・ソナタ第 31 番変イ長調 作品 110
ベートーヴェンは、この曲を「ミサ・ソレムニス」の仕事の間に作曲しました。この曲は前作の第 30 番・作品
109 のソナタよりも一層叙情性に富んでいます。全体は深い悲嘆の色に覆われながら、それを超えようとする甘美
な夢も、又それをつき抜けようとする確実な足取りも織り交ぜられ、極めて柔軟な有機的流れを形作っています。
第 1 楽章

モデラート・カンタービレ・モルト・エスプレッシーヴォ
変イ長調 4 分の 3 拍子 ソナタ形式
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しみじみとした美しい旋律、夢幻的なアルペッジョなどで綴られた一片の抒情詩と言えます
が、ほんのわずかな高潮部によって見事に引き締められています。
第 2 楽章

アレグロ・モルト

ヘ短調 4 分の 2 拍子 三部形式

スケルツォ的性格を持ち、作品 109 の第 2 楽章と共に後期特有の不思議な奔放さ、自由さ
を見せています。
第 3 楽章

アダージョ・マ・ノン・トロッポ

変イ長調 4 分の 4 拍子

アダージョの大きな序奏を持つフーガ楽章で、その形も内容も全く独創的な優れた音楽と言
えます。

シューベルト（1797～1828）／即興曲集 作品 90，D.899（全 4 曲）
シューベルトをピアノ音楽史の中でとらえる場合、重要視されるのは「即興曲」や「楽興の時」等の小品分野で
す。彼の主題は、どれをとってもそこには歌が内在しており、それ自体で一つの世界を形成自足しています。そこに
於いて、彼は、自らの裡に湧き出る豊富な案出に任せ、自由な言葉を発信しています。その結果は、音楽史上に大き
な役割を果たすことになり、それはロマン派の一大産物である性格小品の先駆をなすことになります。
第1曲

アレグロ・モルト・モデラート

ハ短調 4 分の 4 拍子

短い単純なテーマを基にして、極めて自由な変奏曲風に書かれています。
第 2 曲 アレグロ

変ホ長調 4 分の 3 拍子

複合 3 部形式で書かれています。主部の滑るようなレガートの流れが美しい。中間部は舞曲風で、
リズムがはっきり出され明るく楽しい。第 3 部はかなり変えられた後、最後にもう一度、中間部の
メロディを回想して終わります。即興曲の中でも特に有名で、アンコール曲として弾かれることも
多くあります。
第 3 曲 アンダンテ

変ト長調 2 分の 4 拍子 3 部形式

無言歌風の優美な曲です。
第 4 曲 アレグレット

変イ長調 4 分の 3 拍子 3 部形式

第 2 曲と同様、よく知られている曲です。

ショパン（1810～1849）／遺作のノクターン（第 20 番

嬰ハ短調）

ノクターン（夜想曲）は、ジョン・フィールド（1782～1837、アイルランド出身）が確立した楽曲。左手の和
弦的な規則正しい伴奏に乗せて、甘く美しい、感傷的な旋律を歌わせる夢想的な小品として知られています。
ショパンのピアノ音楽特有の詩的情緒、旋律の美しさと繊細さの表現にふさわしかったのか、彼はフィールドの夜
想曲から様式と表現を継承して、ショパンらしくロマンティックにそれらを変質させ、計 21 曲の夜想曲を残して
います。
この遺作のノクターンは、幼い頃から深い愛情で結ばれていた 3 歳年上の姉ルドヴィカが、ショパンの「ピアノ
協奏曲第 2 番を弾く前に指の練習として弾く」目的のために書かれたといわれています。

ショパン（1810～1849）／英雄ポロネーズ

作品 53

ポロネーズは、17 世紀ごろからポーランドで様式化されたという舞踊曲、舞踊歌で、普通 4 分の 3 拍子を採り、
中程度の速さによっています。若きショパンの音楽的特徴を、他のどの楽曲よりも明確にとどめているといわれる
初期の作品から、彼の全作品中の最高傑作の一つとされる第 7 番「幻想」まで、ポロネーズには、彼の創作の軌跡
を辿ることが出来ます。祖国ポーランドの栄枯盛衰、それに対する彼の想いを 16 曲のポロネーズの中に見ること
が出来ます。
「英雄ポロネーズ」として知られているこの曲は、強壮な雄々しいリズムを持つ傑作です。曲は、3 部形式。
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演奏家プロフィール

 

津田 裕也（つだ ゆうや）ピアノ

仙台市生まれ。2001 年東京藝術大学入学。
同年、第 70 回日本音楽コンクール第 3 位。
02 年第 7 回宮崎国際音楽祭にてウラディミール・アシュケナージ
氏によるレッスンを受講。
05 年東京藝術大学を首席卒業、安宅賞、アカンサス音楽賞、同声
会賞等、数々の受賞を果たし、同大学大学院修士課程に進む。
07 年第 3 回仙台国際音楽コンクールにて第 1 位、および聴衆賞、
在日フランス大使賞を受賞。仙台市より「賛辞の楯」を、宮城県よ
り芸術選奨新人賞を授与される。
同年 10 月よりベルリン芸術大学に於いてパスカル・ドヴァイヨン
氏に師事し研鑚を積む。
10 年東京藝術大学大学院修士課程を首席修了。併せてクロイツァ
ー賞を受賞。
11 年ベルリン芸術大学を最優秀の成績で卒業。その後ドイツ国家
演奏家資格を取得。同年ミュンヘン国際コンクール特別賞受賞。

ソリストとして、ベルリン交響楽団、東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモ
ニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、仙台フィルハーモニ
ー管弦楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、広島交響楽団、ドイツ室内管弦楽団と共演。
東京を始め、日本各地でソロ・リサイタルを開催するほか、NHK-FM「名曲リサイタル」
、仙台クラシックフ
ェスティバル、武生国際音楽祭、木曽音楽祭などに出演。
10 年からは、ドイツ各地でもソロ・リサイタルを開催、地元紙にて好評を博す。

Simc レーベルよりソロアルバム「悲愴

さすらい人幻想曲」を発売。

15 年にはフォンテックより「メンデルスゾーン：ピアノ作品集」をリリースし、高く評価される。
最新盤は、18 年 7 月に同レーベルよりリリースした「ショパン：後期ピアノ作品集」。
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バックステージ

８月例会（菊本

和昭 例会）の夕食会から
菊本和昭さんの例会交流会は，菊本さ
んと伴奏者の下田望さんが，その日のう
ちに松山に移動されるということでし
たので，開催しませんでした。その代わ
り，ささやかながら夕食会を開きました。
お二人からは，楽しいお話をたくさん
伺いましたので，その一部を紹介します。
お二人は，これまで共演されたことは
あるのでしょうか。
（下田）実は初めてなのです。でも，以
前から菊本さんは知っていました。学生
時代，わたしが大学（東京芸大）の練習
室で練習していると，上からトランペッ

トの音色が聴こえました。その音が素晴らしかったのです。たまたま菊本さんが大学にいらしていたようなので
した。その後，菊本さんは，日本音楽コンクールに出られて，有名になっていかれました。その時の本選の演奏
もすごかったです。
先日，テレビでＮ響の演奏を観ましたが，もう演奏活動はかなり行っているのですか。
（菊本さんはＮＨＫ交響
楽団の主席トランペット奏者です）
（菊本）これまで（８月２５日時点）で，まだ３回です。一回目は，無観客で行った演奏会，二回目は，ミュー
ザ川崎での演奏会，三回目はテレビでも放送された「ファミリー・コンサート」です。わたしは，そのうち一回
目だけに出たのですが，めちゃくちゃ緊張しました。なぜかというと，ソーシャルディスタンスで演奏者の間隔
を広くとっていたので，第一ヴァイオリンなどは遥か遠くに感じられるのです。自分の音だけしか聞こえない感
じで，音の聴こえ方がまるで違いました。
ナイジェル・ヘスの「ラヴェンダーの咲く庭で」は美しい曲でした。ヘスについてお話しください。
（下田）もとはヴァイオリンとピアノの曲です。同名のイギリス映画の中の曲で，フィギュア・スケートの浅田
真央さんが使ったことで知られています。真央さんが使ったのは暗いヴァージョンで，今日は明るいヴァージョ
ンを演奏しました。
（菊本）高校時代にヘスの「イーストコーストの風景」という曲を大学生が演奏しているのを聴いたのです。吹
奏楽曲で，面白い曲でした。途中でサイレンの音が出てくるのです。地元の消防団から本物の手回し式のサイレ
ンを借りて演奏してしました。これがヘスとの出会いです。
トランペットをずっと吹くのは疲れませんか。
（菊本）肺活量はいらないのです。それより唇にマウスピースを密着させているので，ずっと吹いていると唇が
振動しなくなるのが困ります。そうなると終わりです。だから，時々，口をマウスピースから離すようにしてい
ます。
管楽器の人は，管楽器の人だけとおつき合いをされているのでしょうか。
（菊本）管楽器の人とだけつき合っていると，視野が狭くなるのです。だから，わたしは弦楽器の人と積極的に
つき合うようにしています。
5

このあと，菊本さんがＮ響で共演された指揮者の方のお話を披露してくださいました。このお話が興味深かっ
たのですが，残念ながら字数が尽きましたのでご紹介できません。あしからず。
菊本さん，下田さん，次の徳島での演奏会を楽しみにしています。
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（機関紙部 鎌田

憲二）

ナマの音楽に世の憂さを忘れさせていただきました。

～菊本

和昭トランペット・リサイタル～
2020 年８月 25 日（火）あわぎんホール

★ピアノとトランペットのコラボが，素晴らしかった。トラン

★コロナ禍を吹き飛ばすような，素晴らしい七色の音色に酔い

ペットの様々な音色が楽しかった。お話もゆかいでした。解
り易かったです。

（コスモス

しれました。

加藤孝子）

井上

尚）

★トランペットリサイタルは初めてでした。オケや吹奏楽とは

★すばらしい演奏をありがとうございました。
（たおのぷーさん

（めだか

またちがって菊本さんのトランペットののびやかな音色が
平岡深愛）

すばらしかったです。

（そらの家）

★ナマの音楽に世の憂さを忘れさせていただきました。お人柄

★やっぱり生の音はいいなあと思いました。コロナのせいで，

も伝わってくるすてきな演奏でした。西宮今津中ですか？ト

しばらく生演奏から遠ざかっていたので，とくにそう思うの

ランペットの吹けるお笑い芸人さんありです！歌ネタ王出

かもしれません。またトランペットという楽器が演奏者の思

演ぜひ。
「トランペット芸人」のプライドも垣間見えました。

いがこもりやすい楽器だったからかもしれません。

（凸）

（金魚の金太郎）

★トランペットの澄んだ音色に引き込まれてしまいました。

★徳島県でのコロナ感染者の増える中，とても迷いましたが，

久々のコンサートに心から感謝する思い。心が洗われました。

思い切って来て本当に良かったです。熱中症注意報も加わり，

ありがとうございました。

引き込もりがちの生活の中，音楽に励まされます。きょうの

（井形芙美子）

★トランペットの演奏も素晴らしかったし，音色が垢抜け
して凄いです！！

トランペットで久しぶりにスカッとしました。

（吉田真知子）

（Ａ.Ｍ.）

★久しぶりの生のコンサート幸せでした。トランペットの演奏

★素晴らしいひゞきで良くまとまって楽しかった。

会は，はじめてで，話術と共に楽しめました。

（岸本

（sumire）

★メリハリがあって感動した。

★力強い演奏と楽しいトークであっという間に時間が過ぎて

（プレアデス）

★菊本さんのやさしいお人柄が演奏にうかがえました。

しまいました。もっと聴いていたかったです。
（田中

花子）

（小林）
成子）

★菊本さんのトークがとても楽しかったです。
（Kazuko）

★久しぶりのトランペットで感動しました。

★リラックスして楽しんで聴けました。ありがとうございまし

(橋本

秀樹)

た。

（大崎

訓子）

★ジャズのトランペットは，渡辺，日野さんのＬＩＶＥで聴い

★たくましい体から発せられる明るい音に日々のウップンを

たけど，クラシックのトランペットコンサートは初めてなの

はらしてくれるものを感じた。大胆かつ繊細な演奏に感激し

で嬉しかった。

ました。

（みゅーず

阿部

諶二）

★澄みわたったトランペットの音に元気をもらったコン
サートでした。

（マリンブルー

吉田

（バルネケマミ）

★コロナで暗い中，元気で力強いトランペットの音をきいて，

啓子）

元気が出ました。テクニックがすばらしい。音が美しい。ト

★トランペットの音に元気をもらいました。
（粟田のり子）

ランペットは管楽器の花形ですね。これを満天の星の下で聴

★お話も楽しく，演奏も素敵でした。ユーウツな時代です。そ

いてみたいなと思いました。ありがとう。

れを吹き飛ばすパワフルなトランペットの音色でした。
（清水

（さいとうひろこ）

律子）

★ひさしぶりのコンサート参加でした。生演奏はすごいと思い

★久しぶりにきれいなトランペットの聲を聴く。昨夕の演劇

ました。

「いぐねの庭」で流れたトランペットの音に続き，清々しい

（アルカディア

天野

純一）

★トランペットはもちろん，ピアノ演奏も大変良かったです。

トランペットのメロディー。ペット三昧の至福に浸る。
感謝也。

（岩佐

（プレアデス

大）
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田島

明美）

★コロナで準備される方は大変だったと思います。ご苦労様で
す。ありがとうございます。

（大谷

★素敵なトランペットの音色で，コロナ退散を願ったのは私だ

成和）

けではないでしょう。

★ピアノとトランペットの会話と会話のよう。息の合った演奏

（たおのぷーさん

にすっかり心身とも引き込まれました。３本のトランペット

智子）

★トランペットのソロを聞くのは初めてです。トランペットも

の特徴をよくつかんでアトモスを表現されていました。
（めだか

田尾

いろいろの表現ができるのが理解できた。

田浦 順一）

（久米

★じっくり聞くことができてよかったです。すばらしい時間を

★トランペットのいろんな音色を楽しみました。あゝやっぱり，

すごすことができました。

生の音楽はいいですね！

（ムーンリバーⅡ

吉田

元則）

（豊崎

光子）

★トランペットって良い音がするんですね。
（沖津

★明るく軽やかな演奏で大変良かったです。

★久し振りの生演奏すばらしかったです。

（コスモス

岡本

英俊）

一陽）

（岩本

泰子）

和子）

★演奏もお話しも最後まで楽しませて頂きました。トランペッ

★トランペットという金管楽器は，コロナ禍，酷暑で疲れ

トを始めたばかりのお笑い大好きな子供と一緒にコンサー

た日々の疲れをいやして下さるのに最適でした。ピアノの方

トを聞くことができ，とても良い時間を過ごすことができま

の伴奏も相乗効果でした。

した。

（マコ）

★チャップリンメドレーで，ステージ上の（トランペット以外

★ぼくは，金管バンドで菊本さんと同じトランペットです。菊

の）二人が打楽器を使ったのにはびっくりしました。
（中尾

本さんみたいに高い音が出せません。でも，トランペットが

賢一）

★すばらしい演奏ありがとうございました。
（小川

（小川真奈美・結歌）

好きなので，いっぱい練習してふけるようになります。

一代）

（小川

★久し振りのコンサート。ペットが鳴りはじめて「いいな」と

陽音）

★トランペットとピアノのカノンがきれい。

実感しました。終了して，何ともいえぬ安らかな気分になっ
た。

（ぽこあぽこ

（古田）

いなあと思いました。
（ぽこあぽこ

ットの演奏会は珍しく素晴らしかったです。
禮子）

（ぽこあぽこ

のじゃまをしない。それなのにエレガントで存在感もあった。
福恵）

涼葉）

木納

りさ）

★トランペットとピアノの相性がこんなにも良いなんて，
ピアノのソロも花畑のような清潔感とその美しさが表され

★徳島では聴けないコンサートの企画が素晴らしいです。
（松浦

ていました。

孝憲）

８月例会の運営担当

★お話が楽しくておもしろかったです。もちろん演奏も良かっ
（みゅーず

杉本

★楽しくて，元気をもらいました。

佐野

おつかれさまでした。

大崎さん，佐野さん・仁木さん（ぽこあぽこ）

春樹）
菊本例会

★疲れていましたが，聴いているうちに元気になりました。音

色紙当選者

おめでとうございます。

楽の作用はすごいですね。ソロトランペットとピアノがこん

加藤

なにも合うなんて驚いたり楽しかったり。もっと聴きたかっ

ん）仁木優衣佳さん（ぽこあぽこ）

（たおのぷーさん 田尾

由衣）

髙橋さん，太田さん（ムーンリバーⅡ）
，

律子）

（石谷

（ぽこあぽこ

中尾さん，田中成子さん，豊崎さん，

祥子）

（鶴本

★トランペットの音色が美しすぎました。

た！！

岡久

★２曲目の曲と，休けいのあとの曲がとくによかったです。

★やっぱり生はいいですね。ピアノもよかった。トランペット

た。

仁木優衣佳）

★高音がとてもきれいだった。（ぽこあぽこ

（原

小遥）

★トランペットの人が曲に合わせて体をゆらしていたので，い

★久しぶりの生演奏。本当に元気をいただきました。トランペ

（久米

永井

孝子さん（コスモス）平岡

深愛さん（たおのぷーさ

10 月例会の会場でお受け取りください。

幹司）
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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＞

ユリ

バラ

ジンジャー

ワレモコウ

ハナトラノオ

モンミズヒキ

パンバスグラスナ

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
2020 年

2 月例会「北村 朋幹/ピアノ・リサイタル」
（2/20）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）
今回、北村朋幹さんに花束を渡させていただきました。
北村さんの演奏は、とてもかっこよくて、素敵でした。
また、ベートーヴェンの曲をたくさん弾いていただいて、とても
勉強になりました。ありがとうございました。

◉

2020/10

（永井 小遥）

月例会（津田 裕也/ピアノ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
マリンブルー

きかなそんそん

ハ長調

気まぐれ

ムーンリバーⅡ

プレアデス

みゅーず

ダリヤ、

個人会員でお名前（性）の頭文字が 「ハ～ヤ行」の方、よろしくお願いします。

◉

※

運営サークル会・日程：9/17（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。

第 48 回 市民コンサート寄席
＜桂 文我 独演会＞

秋の落語会の日程が決まりました。乞うご期待！

と き：11 月 6 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

爆
笑
対
談

※出演：桂文我 桂三象

桂桂

音
青
い
曲
質 会瞳
屋 長を
さし
んた
桂

《
中
入

桂

り
笑う門には 福来る！ ご一緒に笑いましょう‼

文三 文
我象 我
-9
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三
象

》

ね
ず
み
穴

坊
主
茶
屋

我

我

本
日
の
桂 桂
演
文 文 目

◉

ベートーヴェン生誕 250 年に想う
本来なら、今年 2020 年はベートーヴェン・イヤーで、音楽界は空前の盛り上がりをみせているはずだ
った！？オリンピックと共に。新型コロナが無ければ‼
ところが、ニューイヤー・コンサートが一段落して、いよいよという段階になって、新型コロナの影響が
出始めて、オーケストラをはじめ様々な演奏会が、延期や中止を余儀なくされるという状況になってしまい
ました。前半の大きなフェスティバルの「東京・春音楽祭」、
「ラ・フォル・ジュルネ」、
「びわ湖の春・音楽
祭」なども全て中止となり、挙げたらきりがないほどです。
ベートーヴェンは「第九」、「運命」など、日本人に最も親しみのある、クラシックの作曲家であることは
言うまでもありません。その上に記念イヤーとくれば、盛り上がらないはずがない！
このタイミングで！？・・・・・との想いは、筆者だけではないと思います。記念イヤーでは、有名曲だけ
ではなく、めったに演奏されない佳作や大作にも日が当たることが多く、貴重な機会となるはずだったので、
大変残念です。演奏家はもちろん、楽団や音楽ホール、プロモーターのキャンセルや中止に伴う被害は甚大
なはずで、政府には充分な補助や補償を考えてもらいたいと思います。ドイツやヨーロッパ各国でされてい
るように！
市民コンサートでも、ささやかながら、ベートーヴェン生誕 250 年記念のプログラムを聴くチャンスが
あります 10 月にはピアノ・ソナタ。11 月にはヴァイオリン・ソナタ。来年 5 月には、三大ピアノ・ソナ
タと呼ばれる「悲愴」
「月光」」
「情熱」を一気に聴くコンサートが、予定されていますので、ご期待ください。
そしてこれから季節は、芸術の秋。演奏会やレコード、CD 等でお楽しみになってください。♪♪
（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 9/29（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
‐9‐
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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)

≪2020／11 月例会

630 回≫

竹澤 恭子／ヴァイオリン・リサイタル

11/26（木）

ピアノ：津田 裕也

11

月例会には、ヴァイオリニストの竹澤 恭子
さんを迎えます。

今回初来演となります。
日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界中で演奏活
動を続けている竹澤さんは、美しい音色と、圧倒的
なテクニックで、高く評価されており、すでに 30 年
以上、第一線で活躍を続けておられます。
今回のプログラムは、ベートーヴェン生誕 250
年の記念イヤーでもあり、
「春」
「クロイツェル」の
二大ヴァイオリン・ソナタを中心にした、充実のプ
ログラムとなります。ご期待ください♪
尚、ピアノは当初予定の高橋礼恵さんに代わって
津田裕也さんが務めます。10 月のリサイタルに続
いての登場です。

❦❦ プ ロ グ ラ ム ❦❦

シューベルト

：

ヴァイオリン・ソナタ

№1

ベートーヴェン

：

ヴァイオリン・ソナタ

№5「春」

ベートーヴェン

：

ヴァイオリン・ソナタ
№9「クロイツェル」

ラ

ヴ

ェ

ル ：

ツィガーヌ

＜2021 年 例会予定＞
1 月例会

調整中（1/26 予定の米澤傑テノール・リサイタルは 7/8 に延期）

3 月例会

調整中

5 月例会

高橋礼恵／ピアノ・リサイタル

5/31（月）（当初 10/5 予定の延期日程です）

7 月例会

米澤傑／テノール・リサイタル

7/8（木）（当初 1/26 予定の延期日程です）

※

新型コロナの影響により日程変更が出ています。 ご了承ください。
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