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●2021/7 月例会 No.633

2021 in Tokushima
～イタリア歌曲とオペラ・アリアの夕べ～

ピアノ：今岡 淑子

2021 年

7 月 8 日（木）

午後７時開演
❇ プログラム ❇
♪

あわぎんホール

（開場 6 時３０分） （郷土文化会館）

トスティ歌曲集～「魅惑」
、「秘密（ひめごと）
」/ F.P.トスティ
♪

日本歌曲集 ～「初恋」、「鳴門」、「出船」～
♪

星も光りぬ（トスカ
♪

花の歌（カルメン
♪

第 3 幕）/G.プッチー二
第 2 幕）/G.ビゼー

誰も寝てはならぬ（トゥーランドット
♪

第 3 幕）/ G.プッチーニ

ある日青空をながめて（アンドレア・シェニエ
♪

第 1 幕）/

Ｕ.ジョルダーノ

イタリア民謡集～カタリ・カタリ、オーソレミオ～
♪

市民コンサート徳島

映画音楽～ムーンリバー、慕情

他

（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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魅惑／F.P.トスティ
貴女がくれた花に触れると、私の心は震え、その香りに私の想いを乱した。貴女の宿命的な瞳に何が宿
っているのか。貴女の言葉には何が隠されているのか。貴女が私を見ると、陶酔が私を襲い、貴女が語り
かけると、私は死ぬ想いだ。

かわいい口もと／F.P.トスティ
小さい花のような、少し、ほんの少し色褪せたかわいい貴女の口もと、さあ、私に与えて！小さいバラ
のようなその口もとに似た小さな口づけを・・・

秘密（ひめごと）／F.P.トスティ
私はその女(ひと)を愛しているが、その秘密を打ち明けられない。その女の顔をじっと見つめていたい
のだけれど、心は震えて、目を上げることもできない。

夢／F.P.トスティ
私は、貴方が、主に祈る聖者のように跪いている夢を見た。貴方は私の足許に身を屈めて、誓いの印と
なる眼差しを乞い求めていた。私は、自分を誘惑する気持ちと斗い、苦しみと死を味わったが、自分に打
ち克っていた。でも、貴方の唇が私の顔に触れ、心が私を裏切り、私は貴方に腕を差し伸べた・・・でも、
それは夢で、そのすばらしい夢は消えた！

この清らかな住まい（ファウスト）／C.グノー
「ファウスト」は、ゲーテの劇作を題材にしたフランスのグランドオペラを代表する壮麗、華麗、幻想
的な作品です。悪魔メフィストフェレスから魂と引き替えに青春を取り戻したファウストは、マルガレー
テの家の前でその清らかさを讃えて「この清らかな住まいよ。ここに無垢で聖なる魂が宿る！」と、この
アリアを歌います。この曲の最後の最高音は Hi-C です。

花の歌（カルメン）／G.ビゼー
カルメンを逃した罪で捕らえられていた竜騎兵伍長のドン・ホセは、解放されカルメンに会いに来ます。
ドン・ホセは、以前、カルメンがくれた花を大切に持っていて、今や萎れてしまった花を見ながら「お前
が投げてくれたこの花は」と歌います。

初恋／越谷 達之助
15 首の短歌に曲を付けた越谷達之助の歌曲集「啄木に寄せて歌える」（昭和 13 年・1938 年 作曲）
の第一曲目です。

鳴門／（文部省唱歌）
鳴門公園にあるこの歌の碑の除幕式で、当時、高校生であった私が、この歌を独唱しましたのを懐かし
く想い出します。

出船／杉山 長谷夫
作詞者の勝田香月は、18 歳のとき、石川啄木を慕い北国に憧れて、北海道から秋田をめぐった際、
秋田県の能代港や北海道の小樽港でこの詩の想を得たといわれています。寂しい日本海の海と雪が舞う
港の哀傷・郷愁を感じさせます。

君はわが心のすべて（ほほえみの国）／F.レハール
私の心はすべてあなたのもの！あなたのいない所には私も在りえない。私の一番美しい歌は愛から生
まれたが故に“私はあなたを愛します”と言ってください・・・と甘くしかも情熱的な歌です。

ムーン・リバー／H.マンシーニ
ジョニー・マーサー作詞・ヘンリー・マンシーニ作曲。1961 年公開の映画「ティファニーで朝食を」
で、主演女優のオードリー・ヘプバーンが劇中で歌った曲です。
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慕情／S.フェイン
ベルギー人と中国人の血を引くハン・スーインの自伝をもとに映画化、1955 年に公開され、サミー・
フェイン作曲による主題歌は映画音楽史上の名作と言われます。フェインは歌劇「蝶々夫人」のアリア
“ある晴れた日に”を参考に作曲したと言われています。

誰も寝てはならぬ（トゥーランドット）／G.プッチー二
美しいトゥーランドット姫の三つの謎を見事に解いたダッタンの王子カラフは、姫に“私の名前を答え
よ”と謎を出し、若者の名前が判るまでは“誰も寝てはならぬ”という姫の御触れを聴きながら、勝利を
確信してこのアリアを歌います。

ある日青空をながめて（アンドレア・シェニエ）／U.ジョルダーノ
フランス革命時の実在の詩人のアンドレア・シェニエを主人公にしたオペラ「アンドレア・シェニエ」
の第１幕で、シェニエは伯爵令嬢のマッダレーナに対して、本当の“愛”の素晴らしさを情熱的に伝えま
す。

理想／F.P.トスティ
僕は天の道に沿って平和の虹のような貴女を追った。帰って来ておくれ、愛しい理想の女（ひと）よ、
ひと時でも、また僕に微笑むために。そうすれば貴女の姿の中に、ふたたび僕にとっての新たな暁が輝く
ことだろう・・・

マレキアーレ／F.P.トスティ
美マレキアーレに月が昇ると、窓辺で私の情熱が掻き立てられる。目を覚まして・・私のカルリよ・・
大気は甘い！

最後の歌／F.P.トスティ
ニーナ、君は、明日、花嫁になるそうだね。でも、僕はまだセレナータを歌うのだ。明日、君は、もう
僕たちの昔の愛のことは考えないだろう。でも、夜も昼も、情熱に満ちた僕の歌の呻きが、君に届くだろ
う。ニーナよ、君にあげた口づけを想い出して！

別れの歌／F.P.トスティ
発つこと、それは少し死ぬことだ。愛される者にとって、それは死ぬことだ。それは常に祈りの悲しみ
であり、詩の最後の行だ。人はどんな時どんな所にも自分自身を少し残して行く。

君なんかもう／F.P.トスティ
僕たちが逢った日をまだ憶えているかい。僕たちは愛し合い、君の傍で夢を見た。しかし君の言葉は偽
りだった。僕は君の口づけを求めないし、君のことを考えもしない。君なんかもう愛していない。

私の歌／F.P.トスティ
私の歌は甘いささやき。冷たい空気の中で、貴方のもとへ飛んでゆく。私の歌は溜め息をつきながら貴
方の窓の所でそっと消える。貴方がひとりで眠っている今、私の歌は愛のときめきなのだ。

忘れな草／Ｅ.デクルティス
“帰れソレントへ”の作曲者として有名なデ・クルティスの民謡“忘れな草”をテーマにした 1959
年の音楽映画で、世界的テノール歌手のタリアヴィーニが出演して歌い有名になりました。

カタリ・カタリ／S.カルディロ
1911 年に、大テノールのエンリコ・カルーソーに捧げられたナポリ民謡の名曲。“つれない心”の
邦題でも知られています。カタリとは恋人カタリーナに呼びかける愛称です。

オーソレミオ／E.ディカプア
1898 年「ピエディ・グロッタ歌謡祭」において、第２位に輝きました。恋人を青空に輝く太陽にたと
え“私の太陽よ”と輝くような美しさを情熱的に表現します。
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❇❇❇

演奏家プロフィール

❇❇❇

米澤 傑（よねざわ すぐる）テノール

鳴門市出身。
松本美和子氏に師事。
第 23 回日伊声楽コンソルソ入選。
第 2 回太陽コンソルソ・カンツォーネ・イタリアーナ優勝。
第 4 回日本クラシック音楽コンクール第 1 位グランプリ賞。
「蝶々夫人」や「カルメン」等オペラの主役、ベートーヴェ
ン「第九」、ロッシーニ「スタバト・マーテル」、ヘンデル「
メサイヤ」、ヴェルディ「レクイエム」等のソリストをはじ
めとする国内外の多数の演奏会に於いて、高い評価を得てい
る。
02 年、ルーマニアでの「日本・ルーマニア国交 100 周年
記念ニューイヤーコンサート」では、「この劇場で歌ったテノ
ール歌手の中で最高」（地元音楽誌）と絶賛された。
04 年 11 月にはイタリアの二人の世界的テノール（N.マ
ルティヌッチ、M.サルタリン）に米澤 傑を加えた 3 テノー
ルを中心とした「フランコ・コレッリ メモリアルコンサー
ト」（東京芸術劇場大ホール）で大成功をおさめ、05 年 10
月には同コンサート(Vol.2）にてイタリアの名テノール・G.ジャコミーニ氏と共演。
05 年 8 月にはイタリアのサンタマルゲリータ音楽祭にてオペラ「トゥーランドット」（全 3 幕）のカラ
フ王子を演じて、大絶賛を博した。
06 年 4 月、NHK 教育テレビ「芸術劇場」の特集「二つの顔を持つ音楽家」に出演し全国的な話題とな
る。その後も、07 年「国民文化祭」での「第九」ソリスト、08 年、徳島でのリサイタルで成功を収める。
平成 10 年度鹿児島芸術文化奨励賞受賞。

今岡 淑子（いまおか よしこ）ピアノ

相愛大学卒業、同大学ピアノ研究生終了。
ソリストとして多数のオーケストラと共演、NHK-FMに出演。
ソレイユ音楽コンクール第1位「音楽現代新人賞」受賞。
宝塚ベガ音楽コンクールピアノ部門第3位入賞。
「音楽現代新人賞」「京都芸術祭優秀伴奏者賞」受賞。
指導者として、ピティナ「特別指導者賞」、日本クラシック音楽コンク
ール「優秀指導者賞」受賞。武庫川女子大学音楽学部教授。
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バックステージ

５月例会（菊池 洋子 例会）の夕食会から
菊池洋子さんとの夕食会は, 新型コロナウィルス感染症予防の飲
食店の時短営業のため, 市民コンサート徳島の事務局で行いました。
菊池さんのお住まいのあるウィーンの話を中心に, 楽しい話をたく
さん聞くことができました。当日の話の中からいくつか拾ってみま
す。
真っ赤なドレスが綺麗でしたが, この色を選んだ理由があるので
しょうか。
真っ赤なドレスを着ると気分が上がるので, 着ることが多いです。
初めての徳島はいかがでしたか。
朝５時に起きて, バスに乗って空港へ。そのあとはホテルとコンサ
ート会場しか見ていないので, 残念ながら街の様子はわかりません。
でも東京より気温が高いように思いました。

今回の例会は, 開始時刻や終演時刻が変更になってすみませんでした。東京ではもっと大変なのでしょうね。
東京というより, 家のあるウィーンが大変でした。わたしは, 昨年３月からウィーンに帰っていません。す
ぐにウィーンに帰ることができると思っていたのですが。そのウィーンの住まいが大変なことになりました。大
晦日に大家さんから, 家を売ることが決まったので, 出ていってくれと言われました。大家さんが「引っ越しは
まかせて」と言ってくれたのですが, 荷物はそのままでピアノもあったので心配でした。結局, イタリアにいる
友達の家で荷物を預かってもらうことになりました。わずか１０日間で引っ越しをしたことになります。今度ウ
ィーンに戻るときは家探しをしないといけません。実はウィーンでの音楽をやっている人の家探しは大変なので
す。音が出るので苦情が出るのです。とくにピアノと声楽が困るようです。ウィーンは「音楽の都」と呼ばれる
のに意外な感じがします。
ウィーンは, 新型コロナウィルスの影響はどうだったのですか。
５月１９日まで飲食店はテイクアウトのみだったようです。レストランもカフェも閉まっていたということで
す。店内で飲食できた時期でも, ワクチンを２回打っていないと入店できなかったようです。
今日のプログラムはバレエをイメージしたということでしたが, バレエを習っているのですか。
いいえ。習っているわけではなく, 好きなのです。ベルリンにいたとき, 友達にバレエを誘われて, それ以来
好きになりました。バレエは踊りが一番で, 音楽は二の次のように扱われることがあるのが残念です。バレエダ
ンサーとコラボしたこともあります。バレエダンサーとのコラボは, 新しい解釈が発見でき, 自分の世界を広
げてくれました。
ベルリンでは, どのように過ごされていたのですか。
わたしは, バレンボイムの演奏に惹かれます。彼の演奏を聴いていると, 今, そこで音楽が生まれたとい
う感じがします。モーツァルトの演奏を聴いても, 新鮮で, こんな弾き方があるのかと思うことが多いです。
そこで, ベルリンにいるときは, バレンボイムを聴きにいくか, バレエを観に行くかしていました。
今回の演奏で, モーツァルトを３曲演奏されましたが, モーツァルトについてどのようにお考えですか。
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モーツァルトの音楽は,「みんなに寄り添ってくれる音楽」だと思います。どんな精神状態でも, いつ聴いて
も良いからです。また, モーツァルトの音楽は「神がかっている」のように思われることがありますが, モーツ
ァルトの音楽にはユーモアがあり, 人間味にあふれています。わたしは, そのような演奏がしたいと考えていま
す。
菊池さんは, 並んで立つと, スリムでモデルのようなスタイルです。身長はいくらですかと尋ねると,「１７
４㎝です」とのお答えでした。近い将来, 徳島での再演を楽しみにしています。
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（機関紙部 鎌田憲二）

クラシック通ではない私によりそってくれる演奏でした。来て良かった！！

～菊池

洋子

ピアノ・リサイタル～
★華やかなステージで素敵でした。一気に春めいて楽しかった。
（コスモス 加藤
2021 年５月 31 日（月）あわぎんホール

孝子）

★素晴らしい作品と素晴らしい表現者。美しい多彩な音色に感動

★すばらしい演奏でした。
★情感タップリ。ドラマチィックなショパンでした。
コスモス

加藤

孝子）

★赤色の衣裳まといてショパン弾く
情熱と技巧ほとばしる初夏のはじまり
どうもありがとうございました。ご活躍をお祈りします。
（アルカディア

天野

大）

★期待していた高橋さんの帰国が叶わず残念ではあるが、菊池洋
子さんのリサイタルが実現したことは望外の喜びである。コン
サートやイベントの中止や延期が相次ぐ中、市民コンサートの
例会は、音楽と繋がる貴重な時間として、これからも参加し続

★めりはりのある演奏がすばらしかった。

けたい。

★ラフマニノフのプレリュードはなかなかさまになっていた。

★一音一音がクリアーで素晴らしかった。昔、子供の頃、モーツ

ショパンは今日一番の熱演だった。こんな状態のなか、大変だ

ァルトのソナタを弾いた事があるので楽しかった。あの頃、生

（シロメダカ 3377）

ったと思う。すばらしかった。

の演奏を聴いていれば、もっと興味深く、楽しく、練習できた

★モーツァルト、はじめの穏やかなモーツァルトらしさがうれし

のにと思った。

かった。ラフマニノフは、まるでバレエを見てるようなドラマ

★モーツァルトがほんとに好きな人なんだと思いました。
「トルコ

ティックな演奏！とてもよかった。

行進曲」や「キラキラ星」は生で聴いたことがなかったので良

★モーツァルトを久しぶりに聴きました。モーツァルトはやはり

かった。モーツァルトのピアノコンチェルトも聴いてみたいな。

良いですね。モーツァルトは古くならない。すごいですね。真
理だからでしょうか。

★菊池さんのモーツァルトは世界最高峰だと思います。徳島に呼

（沖津 一陽）

んでくれてありがとう！！

★モーツァルトのすばらしさを十分楽しみました。全身を使った、
力強い演奏でした。

（ムーンリバーⅡ

大介）

ねいな曲の説明、そして、やさしくていねいな演奏に心が踊り
ました。クラシック通ではない私によりそってくれる演奏でし

めか、指使いにエロティックさを感じた。
★劇的。ｐｐが印象的。
★澄んだ音で、各曲たいへん豊かに表現され、とても満足しまし
た。やっぱり生音は良い！
★モーツァルトの華やかで明るい曲が、菊池さんの明るい人柄に
よく似合っているなあと感じました。モーツァルトの“人を幸
せな気分にしたい”という思いが伝わるような気持ちになりま
（金魚の金太郎）

★前半はさわやかな演奏、後半は情熱的な演奏で、対比がすばら
しかった。全曲にわたって、低音部の響きが美しく印象的でし
た。

（竹内

★菊池さんのやさしいお人柄をすごく感じました。ゆっくりてい

古田 元則）

★白魚のような指使いが見えて感動した。ワインを飲んでいたた

した。

（桑原 佳宏）

（マリンブルー 吉田）

-7-

た。来て良かった！！

（edamame）

★力強さと繊細さをあわせもつ美しい演奏を満喫しました。
（田中

成子）

★バレエダンサーのような細い体に真っ赤なシルクのドレスがペ
ダルのはげしい動きと共にゆれ、情熱的な雰囲気でした。すば
らしい演奏をありがとうございました。

（マミさん）

★ゆびがとてもはやくうごいていて、おとのつよさができていて
とてもじょうずとおもいます。たくさんのおとをひけるのがす
ごいとおもいます。ぼくもたくさんれんしゅうして、じょうず
になりたいです。

（ぽこあぽこ

荒川えんじゅ）
なとおもいました。ただしく、ていねいにひけていました。

★手くびがしなやかに動いていたので、音の一音一音がなめらか

（ぽこあぽこ

に聞こえました。たくみに手の指を速く動かしているところが
すてきでした。

（ぽこあぽこ

きだりおな）

★表現力がすばらしいです。強弱がよくついています。拍感が分

松浦 花）

かりやすいです。メロディが大きくてききとりやすいです。音

★このきょくやモーツァルトのきょくがすきなので、きけてうれ

１つ１つていねいに楽しそうに弾いています。高音がきれいで

しいです。モーツァルトの一ばんすきな「きらきらぼしへんそ
うきょく」がきけてうれしいです。

（ぽこあぽこ

す。かっこよかったです。

（ぽこあぽこ

川田

萌永）

お田）

★さいしょはとてもきれいな音色で、どんどんちがうふんいきに
なっていて、とてもよかったです。（ぽこあぽこ

木納

理佐）

5 月例会の運営担当

★メロディがとてもはっきり飛んでくるので、とても聴きやすか
ったです。すばらしい演奏をありがとうございました。また徳

永井さん（ぽこあぽこ）

島に来てください！

門田さん（みゅーず）

（ぽこあぽこ

林 里咲）

★「トルコこうしんきょく」がゆびがはやくなっていて、すごい

太田さん（ムーンリバーⅡ）

なと思いました。
「キラキラぼしへんそうきょく」がきょうじゃ

松本さん（ハ長調）

くがついて、ていねいにひけていて、じょうずでした。

古田さん，川上さん

（ぽこあぽこ

大西りょうすけ）

おつかれさまでした。

★手の形がきれいで、とてもすばやくひいていて、とても練習し
たんだなと分かりました。

（ぽこあぽこ

荒川 瑞幸）

菊池洋子 例会 色紙当選者

★１曲目のソナタ、すごくよかったです。最初がなめらかで引き
込まれました。少し激しくなるところも決してすごく大きな音

永井 小遥さん（ぽこあぽこ）

ではないのに、一音一音にしんが通っていて、すごかったです。

清水 和彦さん

それに右手のコロコロした音色がきれいで、軽かったです。

大崎 訓子さん（里山）

（ぽこあぽこ

永井

小遥）

おめでとうございます。

★「トルコこうしんきょく」がゆびがはやくなっていて、すごい
なと思いました。
「キラキラぼしへんそうきょく」がきょうじゃ

７月例会の会場でお受け取りください。

くがついて、ていねいにひけていて、じょうずでした。
（ぽこあぽこ

よし本 花菜）

★「トルコこうしんきょく」がかっこよくて、わたしもひきたい
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◉

5 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

花菖蒲

バラ

アジサイ

キンシバイ

スモークツリー

アジサイ
千鳥草

◉

今回は、カメラのトラブルで、
写真がありません。あしからず。

（※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
2021 年

3 月例会「瀧本 実里/フルート・リサイタル」（3/18）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。
私は、瀧本 実里さんに花束をお
渡ししました。たくさんの種類の
音色があって、美しい演奏でした。
ピアノとも、ぴったり合っていて、
とても感動しました。是非、また徳
島にお越しください。
ありがとうございました。
（林 里咲）

◉

2021/7

私は、ピアノの五十嵐 薫子
さんに、花束を渡させていただき
ました。とても素敵で、感動しまし
た。ピアノのソロ・バラードも、素
晴らしかったです。
（原 梓紗）

月例会（米澤 傑/テノール・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
ジョバンニ

めだか

デュオ

アルプス

ぽこあぽこ

タクト

ひえ畑

小川ファミリー

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。

◉

※

運営サークル会・日程：6/17（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。

『パン』予約注文販売についてお知らせ
コロナが蔓延する以前は、例会会場で「パン工房・シャロム」さんのパンを販売いたしており
ましたが、蔓延後は中止しておりました。そのような中、パン販売について皆様からお問い合
わせの声が多く、前回、お試しで予約販売という形を取らせて頂きましたところ、大変好評で、
次回例会、「米澤 傑/テノール・リサイタル」でも、販売を予定しております。
前回は、食パン数種類を一本（1.8～2 斤）という形での販売でしたが、
少数ご家族の為にその半分から販売を予定しております。
どうぞ皆様、お求め安くなっておりますので、
是非ご予約下さいます様、ご案内申し上げます。
※

申込用紙を同封しています。
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◉

新しい県民ホールについて考える
今回は、新ホールに関連性の有る話題を取り上げてみたいと思います。
さて、音楽を愛好する会員の皆さまですが、豊田泰久という音響設計家。の名前をご存知でしょうか？
音響設計家という、聞き慣れない職業。そもそもどんな仕事？？
今回は、その音響設計家・豊田泰久氏と、その仕事を、長年取材して来た、朝日新聞の記者である、石合
力氏の著作
[響きをみがく/音響設計家･豊田泰久の仕事]
石合 力 著/朝日新聞出版
をご紹介したいと思います。
音響設計家とは？ご想像のとおり、コンサートホールを造る時に、建築家とタッグを組んで、音の(音響の)
良いホールを造り上げる、音響部門の責任者です。そして、ただ責任者と言うだけではなく、ホール音響の
設計を自ら行う、設計家なのです。と言っても、まだ解りづらいと思いますので、具体的にご紹介して行き
ましょう。豊田泰久氏の関わった(担当した)ホールには、
日本では、サントリー・ホール(東京)、
札幌コンサートホール・kitara(札幌)、
ミューザ川崎シンフォニー・ホール(川崎市)
海外では、ウォルトディズニー・コンサートホール(アメリカ・ロサンゼルス)、
マリインスキー劇場・コンサートホール(ロシア・サンクトペテルブルグ)、
フィルハーモニー・ド・パリ(フランス・パリ)
エルプ・フィルハーモニーホール(ドイツ・ハンブルク)、
どれも、響きの良さで定評のある、その地を代表する名ホールです。
次回に、豊田氏の仕事をもっと詳しくご紹介します。(つづく)
（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 7/2（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
‐8‐
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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

≪2021／10 月例会

第 634 回≫

赤坂 智子（ヴィオラ）＆大田 智美（アコ―ディオン）
デュオ・コンサート

10/27（水）

～バッハとピアソラ～
10 月例会は、ヴィオラ奏者の赤坂智子さんと
アコ―ディオン奏者の大田智美さんをお招きして
のデュオ・コンサートです。
世界的ヴィオラ奏者の今井信子氏に学んだ赤
坂さんと、同じく世界的アコ―ディオン奏者の御
喜美江氏の愛弟子である大田智美さん。
それぞれの楽器の世界的レジェンドの薫陶を受
けた二人が、織りなす異色のデュオに、
ご期待ください。

予定プログラム
ぷプログラムプ
ログラム
➢ バッハ

/ コラール集より「主よ、人の望の喜びよ」
「目覚めよと 呼ぶ声に」

➢ バッハ

他

/ チェロ組曲 第 5 番（ヴィオラ・ソロ）

➢ ピアソラ / タンゴの歴史（酒場 1900、カフェ 1930、ナイトクラブ 1960、
現代のコンサート）
➢ ピアソラ / リベル・タンゴ

他

※ 当初発表しておりました、＜堀米ゆず子＆フレンズ/弦楽トリオ＞は、日本公演が中止になりました。
☆ 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～

徳島市シビックセンター・さくらホール
＜予定プログラム＞
シューマン
/ 幻想小曲集 OP.12 （全 6 曲）
バッハ（コルトー編）/ トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
ベートーヴェン （リスト/カルクブレンナー編） /
交響曲 第 9 番より第 4 楽章「喜びの歌」
他を予定
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