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J.S.バッハ（1685～1750）：フルート・ソナタ ホ長調 BWV.1035
この曲は、‟フルートと通奏低音のためのソナタ”として、1741 年にポツダムを訪れた際に、M.G.フレーデルス
ホークのために作曲されました。ホ長調 4 分の 4 拍子のアダージョ・マ・ノン・タントは、フランス風の優雅な音
楽。4 分の 2 表紙のアレグロに続く嬰ハ短調のシチリアーノに、アレグロ・アッサイの軽快なフィナーレが締めく
くります。

G.フォーレ（1845～1924）：シシリエンヌ（ペレアスとメリザンド）
フォーレが生涯に書き残した最も美しい旋律として広く親しまれているこの曲は、様々な編曲が出回っているた
め、その原曲が、なんであるかは案外知られていません。元来この曲は、モリエールの「町人貴族」を上演する際の
劇音楽として書き上げられたものです。その後、チェロとピアノのためのピースが書かれ、さらに、1898 年に完
成された劇音楽「ペレアスとメリザンド」の中でも用いられることとなりました。曲調は、ト短調、3 部形式で書か
れていますが、特に、ピアノのアルペジオの上で奏でられるしめやかな叙情を湛えた旋律の美しさは、限りない魅
力を秘めています。

G.フォーレ：幻想曲 O.P79
フォーレは、1896 年にパリ国立音楽院作曲家科の教授に任命されます。この「幻想曲」は、学内で行われるフ
ルートのコンクールの課題として、書き上げられた作品です。曲は、アンダンティーノの序奏部と、アレグロの主部
からなり、主部は 3 部形式で書かれています。コンクールの課題曲だけに、フルートの華やかな活躍が顕著であり、
明快で、素直な曲想をその特色としています。

C.グルック（1714～1787）：精霊の踊り
歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」は、グルックがオペラ改革理論を実践した画期的な作品です。有名なギリ
シャ神話による優れた台本に密着した音楽の緊張感と豊かな表現力、華麗な技巧を排してドラマと結びついたアリ
ア史上初のレチタティーヴォ・アコンパニャートの使用など後世に大きな影響を与えた傑作として有名です。
この有名なバレエ「精霊の踊り」は、第 2 幕第 2 場、天国の野原の場面の美しい花々が、咲き乱れる野原で精霊た
ちが踊っている有名なバレエ曲です。

N.パガニーニ（1782～1840）：カプリース第 11 曲 ハ長調
ヴァイオリンのヴィルトゥオーソとして全ヨーロッパにその名を馳せ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、彼の代表傑作の一つ
です。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、練習曲のような趣を持っています。しかし
この曲集は、単に技巧を磨く為の練習曲的な意味合いで重要な作品というわけでなく、そこに見られる多様な形式、
色彩豊かな和声法、単純ながらきびきびとした魅力的な旋律等により、音楽的内容が豊かである為に、いつまでも
輝きを失わない名作として評価されているのです。そしてその発想のユニークさ、音楽的純粋さは、後の作曲家た
ちにも興味を抱かせて、リストはこれを基に「パガニーニによる大練習曲」を書いています。尚、カプリース（奇想
曲）は愉快で気まぐれな曲といった意味で、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。11 曲、アンダンテ、ハ長調は、重音の重厚な主部と動きの激しいプレストの中間部からなっています。
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F.ドップラー（1821～1883）：ハンガリー田園幻想曲
この曲は、日本ではあらゆるフルート曲中の一大ポピュラー作品として永い間愛され、演奏されています。しか
しヨーロッパでは、最近までほとんど忘れられていたという不思議な歴史を持つ名曲です。なぜ、日本ではこうも
有名なのかというと、一説によれば、この曲の冒頭が追分節に似ているとされていることや、曲全体に東洋的気分
がみちていて、親しみやすいことなどが挙げられています。ドップラーは、ハンガリーやウィーンで活躍したフル
ーティスト兼指揮者で、リストの有名な「ハンガリー狂詩曲」をオーケストレージョンした人としても知られてい
ます。曲は、三つの部分からなり、第 1、2 部は、ハンガリー音楽特有の「ラッサン」と呼ばれる緩やかな部分で、
日本の尺八音楽を思わせるフレーズが出てきます。第 3 部「フリスカ」は、ジプシー風の急速な曲です。

P.ゴーベール（1879～1941）：バラード
ゴーベールは、19 世紀末から 20 世紀前半期に活躍したフランスの重要な音楽家の一人。フルートのヴィルトゥ
ーソや指揮者として知られ、また、主にフルート曲の作曲家として活躍しました。経歴としては 1919 年からパリ・
オペラ座の音楽監督に就任し、パリ音楽院フルート科の教授や、パリ音楽院管弦楽団の指揮者を務めました。作曲
家として決して革新的ではありませんが、フランクやドビュッシー、ラヴェルの試みを作品にうまく取り入れてい
ます。この「バラード」は、フルートとピアノのために作曲された作品です。作曲された 1927 年当時、ゴーベー
ルはパリ音楽院フルート科教授などを務めて、多忙な日々を送っていました。その 8 月のヴァカンス中に作曲した
この曲の題名の上に「我が生徒たちへ」と記されていて、この曲は物語的な内容で、抒情的な部分と後半の活発な部
分からなっています。

P.ゴーベール：ノクテュルヌとアレグロ・スケルツァンド

F.ショパン（1810～1849）：バラード第 1 番

（ピアノ・ソロ）

ショパンは、バラードを彼が 21 歳から 32 歳までの最も華やかなりし頃に 4 曲書いています。バラード 4 曲
は、ショパンの傑作に数えられるべきものです。バラードの形式は自由ですが、4 曲とも 3 拍子系統を使用してい
ることが、共通しています。3 拍子系統を採用しているのは、これらの曲が何かある「物語」を物語ろうとしている
からであり、それにはこの拍子が最適だからです。ショパンは 4 曲の物語の筋を、彼と同郷の詩人ミッキエヴィッ
ツに酔ったといわれています。しかしショパンは、ミッキエヴィッツの詩のプログラムを写実的に描写したのでは
なく、これらの詩を読んだときに受けた主観的情緒を曲の中に抽象的に吐露したまでの事と言われています。
第 1 番ト短調は、ミッキエヴィッツの詩「コンラード・ワーレンロッド」にプログラムを得て作曲されたといわれ
ています。曲の構成は、一種のソナタ形式の変形になっています。

F.シューベルト（1797～1828）：しぼめる花の主題による序奏と変奏
この曲は、歌曲集「美しき水車小屋の娘」の中の第 18 曲「しぼめる花」をフルートとピアノ演奏用に編曲したも
ので、自作歌曲の器楽への移し替えです。歌曲王の王者シューベルトならではの美しい旋律を主題にして、声では
表せない器楽ならではの変奏の魅力を発揮させています。シューベルトの作品中、フルートとピアノの曲はこれ 1
曲です。これを作曲したころシューベルトは、経済的にもかなり不安定で健康状態も悪かったにかかわらず、美し
い曲になっています。この曲は、序奏と主題で始まりますが、聴きどころは変奏の妙です。変奏は七つありますが、
フルートの演奏は決して容易ではなく、かなりな難技巧を要求される曲になっています。
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演奏家プロフィール

❦❦❦

瀧本 実里（たきもと みさと）フルート
栃木県出身。
東京音楽大学を卒業。
フルートを坂本しのぶ氏、工藤重典氏に師事。
第 11 回仙台フルートコンクール一般部門第 1 位(2015 年)。
第 18 回日本フルートコンヴェンションコンクールフルート・
ソロ部門第１位、併せて吉田雅夫賞受賞(2017 年)。
第 5 回三田ユネスコフルートコンクール一般部門第 1 位、併
せて三田市長賞受賞(2017 年)。
第 24 回びわ湖国際フルートコンクール一般部門第 1 位、併せ
て滋賀県知事賞・滋賀県教育長賞・高島市長賞・朝日新聞社
賞・京都新聞社賞受賞(2019 年)。
第 17 回東京音楽コンクール 木管部門 第 1 位(2019 年)。
第 88 回日本音楽コンクール フルート部門第 1 位、併せて吉
田賞加藤賞受賞(2019 年)。
2016 年～2018 年小澤征爾音楽塾 塾生として、ラヴェル :
歌劇「子どもと魔法」、ビゼー : 歌劇「カルメン」、プッチー
ニ : 歌劇「ジャンニ・スキッキ」に参加。2018 年度ローム
ミュージックファンデーション奨学生。
短期交換留学奨学生として、リュエイユ=マルメゾン音楽院(フランス)に留学し、フィリップ・ピエル
ロ氏、パスカル・フェブリエ氏に師事。これまでに東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモ
ニー交響楽団と共演。NHK-FM『リサイタル・パッシオ』に出演。

五十嵐

薫子（いがらし かおるこ）ピアノ

六歳より桐朋学園子供のための音楽教室にてピアノを習う。
2003 年 第二十三回ピティナピアノコンペティション B 級全国大会金賞。
2010，11 年ショパンコンクールイン Asia 高校生部門アジア大会銀賞。
2014 年ピティナピアノコンペティション特級銅賞。第 83 回日本音楽コンクー
ル入選。2015 年第 84 回日本音楽コンクール第 3 位、併せて本選で最も印象的
的な演奏に贈られる三宅賞を受賞。2017 年桐朋学園大学を首席で卒業し、皇居
桃華楽堂での御前演奏会に出演。また、2017 年にベルギー王妃が御来日された
際、御前演奏を行う。第 1 回目覚ましクラシックス超絶技巧選手権準優勝。201
9 年日本ショパンコンクール第 3 位。2020 年第 89 回日本音楽コンクールに
て、卓越したピアノ伴奏により審査員特別賞を受賞。日本各地で演奏活動を行う
他、ソリストとしてこれまでに、東京都交響楽団日本フィルハーモニー、東京フィルハーモニー管弦楽団、
東京シティフィル管弦楽団、桐朋学園大学オーケストラ等と共演。室内楽も極的に行なっており、徳永二
男氏や長谷川陽子氏等と共演している。これまでに今泉紀子、山田富士子、村上弦一郎、横山幸雄、岡本
美智子の各氏に師事。2010 年桐朋学園女子高等学校音楽科奨学生、2014 年桐朋学園特別奨学生、20
14〜2015 年明治クオリティオブライフ奨学生、2016 年メンデルスゾーンアカデミー（ドイツ・ライプ
ツィヒ）奨学生、2018

年、2019 年度ロームミュージックファンデーション奨学生。2017 年より桐朋
学園仙川キャンパス特待生として桐朋学園大学大学院修士課程を修了し、現在修士修了後履修生として在籍。
2021 年ショパンコンクール参加予定。
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バックステージ

１月例会（鈴木 大介 例会）の夕食会から
鈴木大介さんとの夕食会は，徳島出身であり，以前市
民コンサート徳島の会員であったギタリストの徳永真
一郎さんが参加されたこともあり，非常に音楽性の高い
会となりました。
まず，鈴木さんは「徳永さんの２日前に行われた徳島
交響楽団とのコンサート（曲目「アランフェス協奏曲」
）
を知っていたら，徳島にもっと早く来ていたのに」と残
念がっていました。
会での話から，いくつか拾ってみます。

今日使われたギターの製作者は誰ですか。
（鈴木）今井勇一さんによる２０００年製作のギターです。２０年使ってきましたが，いい感じになってきま
した。去年の秋，メンテナンスでフレットを替えました。すると，音が良くなったのです。モダンのギターにし
ては，昔の楽器風の音がします。

現在の音楽の演奏スタイルはどのようなものですか。
（鈴木）日本の演奏家は，昔の演奏スタイルから，なかなか逃れられないようです。最近，フルートが吹けない
人が多くなってきました。オーボエも同じです。どうしてかというと，楽器の性能がよくなったからです。で
も，このことは弦楽器では，まだ起きていません。ちなみにギターでは，すでに起こっています。新型コロナ
ウイルスによる自粛期間に，昔の巨匠の動画が流行りました。これから音楽界はどこに向かっていくのでしょ
うか。

ギターは使い分けているのでしょうか。
（鈴木）以前は曲によってギターを使い分けていました。でも，今は今井のギターが良くなってきたので，最近
は，このギターをずっと使っています。

映画音楽の編曲はすべて鈴木さんが行っているのですか。
（鈴木）違うものもありますが，ほとんど自分で行っています。映画音楽の演奏を始めた頃は，ギターがよく鳴
るように和音などを変えていました。でも，自分が編曲した楽譜が出回るようになってからは，原曲に忠実に
弾くようになりました。編曲は大変です。

最近の演奏についてお話ください。
（鈴木）今は，ｉＰｈｏｎｅで録音した音を遅くしてまねをすることができます。ＹｏｕＴｕｂｅでも速度を遅
くすると指使いをまねすることができます。
（徳永）ＹｏｕＴｕｂｅはいいです。運指など役に立っていて，学生のツールのひとつになっています。
（鈴木）その結果，ギタリストのレベルが上がりました。ピアノはまねできませんが，ギターはまねをすること
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ができます。わたしは，動画でまねをできない音を目指したいと考えています。
最後に，ギタリストのみなさんは，どうしてみなさん仲良しなのですかと尋ねてみました，
「ギタリストは虐げ
られているから。
（クラシック界ではマイナーな存在だから）と笑っておられました。
（機関紙部 鎌田 憲二）
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ギターからこぼれる音の粒のひとつひとつがいとおしかった。

～鈴木

大介

ギター・リサイタル～
だい

2021 年 1 月 26 日（火）あわぎんホール

大介さんを再び例会で聴けて良かった。2021 年のラインナッ
プに大いに期待したい。

（桑原

★鈴木大介さんの演奏の魅力のひとつは,
が,

佳宏）

音色だと思うのです

今回もそれを楽しめてよかったです。

（中尾

賢一）

★すてきな音色, 超絶した技術。あんたが大将。ブラボー！！
★限りなく優しい音色に魅了されてしまいました。ギターが自在
にこんなに響くコンサート, 素晴らしい！
★優しい音色にいやされました。

（角田 恵美）

★やさしい音色, 難しいテクニックのいる曲なのに, サラッと
弾いて聞かせる。素晴らしかった。聞きなれた曲ばかりだった
ので, 最後まであきずに聞けた。ずーと聞いていたかった！！
カッコイイ！

★大人の選曲と色気のある演奏で, とてもよかったです。

★とても良かったです。曲ごとに雰囲気が変わる余裕のあるギタ

★やさしい音でいやされました。
★ギターの美しい演奏に,

やさしい心になり,

ー。アンコールでは泣きました。
「Here there and every where」

リラックスでき

私にとっての思い出の曲です。

ました。

★ギター1 本

★クラシックギターの音色は, 若い時から好きだったけれど,

生演奏

と感情表現に

あらためて, 人の耳に優しく響く音色だと感じました。

運指を見ながら

入り込む

（アルカディア

した。
★優しく繊細で,

★体力の要りそうな曲が続いて,

とても印象的で
（jackie）

丁寧なギターの音がとても心地よかったです。

ギターが趣味の我が夫の奏でる雑音とは何もかもがちがい,

（大西さちえ）

★ステキなギターの音。

いつまでも聴いていたい気分になりま

楽しかったです。

（ミモザ）

★ギターリサイタルはピアノやヴァイオリンと違って,

ふなこし）

★雨が降ってましたが, 来てよかったです。心が落ちつきました。

に聞けないので,

貴重な機会をありがとう。

（竹内

めった
大介）

★ギターのすばらしさを感じました。感動しました。又, 徳島に

★しっとりした音色と心地よい響きに心いやされました。

来て下さい。

成子）

★大変良いコンサートでした。

★ギターって良い音がするのですね。ショパンやドビュッシーも

（ムーンリバーⅡ

古田 元則）
（大谷

成和)

★珍しいギターコンサート。よかったです。とりわけトレモロの

印象が変わって楽しく思いました。編曲も, 暗譜で演奏される

★名手揃いの邦人ギタリストの中でも,

トにぴったりでした。

きた。

声が以前と変わらずキレイなのにはびっくりしました。幸せな

のも, すごいですね。

とても満足です。久しぶりのコンサー

ながら聴き入りました。曲ごとに人生の局面が浮かびあがって

★久しぶりの音楽会。日常を忘れて楽しみました♪アナウンスの

（田中

またどっさり聴

★アルハンブラのテネリフェク噴水や階段の水の流れを思い出し

（Hana）

（きかなそんそん

大）

かせてくださったので,

★なじみの曲がたくさんあり,

た。素敵な音色をありがとうございました。

ひとときでした。

休憩 15 分で,

天野

した。

夫もこんなギターを弾いてくれたらいいのに・・・と思いまし

★繊細で優しい音ですね。心にしみ入ります。

その技量

感謝感謝の冬の宵

（金魚の金太郎）
★ギターのコンサートははじめてだったので,

聴きながら

柔らかい響きは, ギターならではのもの。知ってるピアノ曲が

（沖津 一陽）

ギターで聴け, また曲の説明もお上手でした。 （八幡

特に聴きたかった鈴木

-7-

昌代）

★静かなやさしい音色を間近の席で楽しむことができて幸せでし

★繊細な音色でとても心にしみる演奏でした。表情豊かに音を奏

た。前半と後半で上着の表と裏に着がえたと言われました。言

でていたため,

葉の端々からもいやされました。

しました。

★鈴木大介さんの演奏は,

（マミさん）

普段からツイッターのギター曲紹介

動画で拝聴していましたが,

ーはさわったことがあるのですが,

た。とても良かったです。テクニックが十分のありながら, そ

させるというものでもなく,

（ぽこあぽこ

るかのとおどろきました。

また曲の解釈を強引に意識

何となく演奏を始めて, 私達聴

（ぽこあぽこ

アノの曲が演奏された。そういえば,

（シロメダカ 3377）
★クラシックギターの音は心を洗われる気がします。まだしばら

一音目から強くて空気を変えるような真剣な弾き方こそ王道と

く聴いていたい心持ちになりました。

思ってきました。今夜の演奏は, そっと始まって静かな熱をも

（たおのぷーさん

こんなバッハも良い
（大西

★鈴木大介さんの演奏の魅力のひとつは,

燦

が,

田尾

今回もそれを楽しめてたいへんよかったです。
（中尾

★企画アンケートでは, ずっと“ギター例会”を希望していまし

1 月例会の運営担当

たので, 今回はとても楽しみにしていました。最初から最後ま

佐尾山さん,豊崎さん,田中さん,

で, クリーンルームの中に居るような清らかな空間でした。

★あの時見た映画のシーン,

なつかしい,

切ない,

清水さん，髙橋さん,

田尾 智子）

木納さん,太田さん,

甘酸っぱい

北島さん,清水さん,

ような思い出にひたったひとときでした。ギターからこぼれる

おつかれさまでした。

音の粒のひとつひとつがいとおしかった。
（マリンブルー

吉田 啓子）

★ギターの音色が意外とかわいらしかった。
（ぽこあぽこ

仁木優衣佳）

★一ぶの一番さいごのきょくがきれいな音でとても良かったです。
二ぶの一番さいしょのきょくもゆったりとしてとても良かった
です。

幹司）

音色だと思うのです

子）

（たおのぷーさん

（ぽこあぽこ

ピ

じた。ピアソラとジョビン, 武満徹はよかった。

なあと聴いていました。
「シャコンヌ」は私もよく聴くのですが,

なあと思いました。総じてすごくお洒落でした。

林 里咲）

ギターの曲は少ないと感

曲の素晴らしさを感じられるような懐の深い演奏をされるのだ

癒やしすら感じる素敵な演奏で,

花）

こんなに色んな音が出せ

★ギターは初めてだった。最初バッハのバイオリンやチェロ,

衆がその音の流れに乗っかったことを確かめてから一緒にその

って,

松浦

★優しく包まれるような音色で, とても心地よかったです。ギタ

生演奏で聴いたのは初めてでし

れを全面に押し出すことはせず,

こっちまで音楽に吸いこまれるような感覚が

木納 理佐）

鈴木大介例会

色紙当選者

吉田

啓子さん（マリンブルー）

林

里咲さん（ぽこあぽこ）

田中

成子さん

おめでとうございます。
3 月例会の会場でお受け取りください。
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賢一）

◉

1 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

ムシカリ
すすき

ホトトギス

コスモス

白式部
野菊
ダリヤ
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
2020 年

11 月例会「竹澤 恭子/ヴァイオリン・リサイタル」
（11/26）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）

ヴァイオリンの音の一つ一つ

私は、ヴァイオリンの伴奏をされ

がとても丁寧で、美しく聞こえ、

た、津田裕也さんに花束をお渡しし

ピアノとのハーモニーが素晴ら

ました。ヴァイオリンとのバランス

しかったです。花束を渡した時

がとても良く、ヴァイオリンの音色

優しい笑顔で受け取って下さり

を最高に引き立てる素晴らしい演奏

嬉しかったです。 （松浦 花）

◉

2021/3

でした。

（岡久 涼葉）

月例会（瀧本 実里/フルート・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
シャロム

行々子

リュバン・ヌエ

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 「ナ～ハ 行」の方、よろしくお願いします。

◉

※

運営サークル会・日程：2/18（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 49 回 市民コンサート寄席
＜桂 文我 独演会＞

春の落語会を今年も開催します。昼公演が実現！
と き：4 月 24 日（土）
ところ：あわぎんホール 4F
入場料：2,500 円

P.M.２：００
和室

出演：桂文我 他
※※ 演目は、決まり次第発表します。
※

笑う門には 福来る！ ご一緒に笑いましょう‼

- 8-9--

開演

◉

県立ホール考
徳島市が計画していた新しい音楽ホールが、一転して、県立ホールとして建設されることになり、いよ
いよ動き始めました。やっと！と感じる人がほとんどかと思います。
これは、歓迎すべきことなのですが、隣の県立青少年センターを移転させて、敷地面積を拡げて建設す
るという案が合わせて出たことで、色々な問題も出て来ています。結果的に完成時期が更に遠ざかる！？
ことになりそうです。ここでも、計画性の無さが浮き彫りになっています。
さて、県立ホールですが、元々有って然るべき大ホールですので、スピード感を持って計画を進めて頂
きたいものです‼大ホール(1800 席から 2000 席)と、徳島市内に一つも無い！音楽用の小ホール(300
席前後で固定席の)は、絶対に必要です。本来なら、中ホールも揃っているのが理想的なのは、言うまでも
ありませんが、取りあえずは、郷土文化会館・あわぎんホールに中ホール機能は、任せたいと思います。
ただ、10 年後の計画は今後検討が必要でしょう！
音楽ホールは、県民、市民に愛される会館で無ければなりません。県民、市民が行きたくなるような、
夢の有るホール！早く、具体的な設計プランを提示して欲しいものです。
（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 3/12（金）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、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)
※12 月例会のみ シビックセンター・さくらホール

≪2021／5 月例会

第 632 回≫

高橋 礼恵／ピアノ・リサイタル

5/31（月）

～ベートーヴェン／「悲愴」「月光」「熱情」「No.32 」ソナタ集

5 月例会は、高橋礼恵さんをお招きしての
ベートーヴェン/三大ピアノ・ソナタ（プラス №32）
コンサートです。
昨年の 10 月に予定していましたが、新型コロナ感染対策
による入国制限により、ドイツからの帰国がかないません
でした。
5/31 に延期して、実現しました。
昨年 2020 年は、ベートーヴェン生誕 250 年という記
念すべき年で、この演奏会も記念プログラムとして、ベー
トーヴェンのピアノ・ソナタの名曲、4 曲をまとめて聴き
ます。
高橋礼恵さん得意のベートーヴェンに、ご期待ください。

プぷプログラムプ
ロ グ ラ ム
ベートーヴェン

ログラム

：

ピアノ・ソナタ

№8「悲愴」

ベートーヴェン

：

ピアノ・ソナタ

№23「熱情」

ベートーヴェン

：

ピアノ・ソナタ

№14「月光」

ベートーヴェン

：

ピアノ・ソナタ

№32

≪これからのラインナップ≫
☆ 2021 年 7 月例会 ≪633 回≫
米澤傑／テノール・リサイタル
7 月 8 日（木）
19:00～
～オペラ・アリアの名曲を中心に～

堀米ゆず子(Vn)

米澤 傑

☆ 2021 年 10 月例会 ≪634 回≫
堀米ゆず子＆フレンズ ／弦楽トリオ
10 月 27 日（水） 19:00～

赤坂智子(Vla)

☆ 2021 年 12 月例会 ≪635 回≫

広瀬 悦子／ピアノ・リサイタル
12 月 3 日（金） 18：30～

エリアス・ダビッド・モンカド(Vn)
広瀬 悦子
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