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●2022/3 月例会 No.636

Satoki Aoyama (oboee)
ピアノ：太田 紗和子

 プ ロ グ ラ ム 
C.P.E.バッハ：オーボエ・ソナタ WQ135

W.A.モーツァルト：オーボエとクラヴィアの為のソナタ K.304

D.スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.380

C.サン＝サーンス：オーボエ・ソナタ OP.166

（ピアノ・ソロ）

J.S バッハ：無伴奏オーボエのための

F.ショパン：幻想即興曲 OP.66（ピアノ・ソロ）

パルティータ BWV1013

J.W.カリヴォダ：オーボエとピアノのための

J.S バッハ：オーボエ・ソナタ BWV1031

2022 年

3 月 15 日（火）

市民コンサート徳島

サロン的小品 OP.228

午後 6 時３０分開演 （開場 6 時）
シビックセンター・さくらホール

（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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C.P.E.バッハ（1714～1788）：オーボエ・ソナタ ト短調 WQ135
C.P.E.バッハは、ベルリン時代末期の 1765 年に二つのオーボエ協奏曲を書き、独奏楽器として花形の地位を
失いつつあったオーボエに、貴重なレパートリーを提供しました。しかし、独奏曲は、この「ト短調ソナタ」が
唯一のものです。古風な教会ソナタ風の様式から推しておそらく 1731 年から 37 年位までの間にライプツィ
ヒ～フランクフルトで書かれたと考えられます。伝統的な手法によりながらもオーボエの表情にとんだ音色が美
しく生かされていて、バロック時代に隆盛をみたオーボエ・ソナタの最後を飾る作品の一つとして、かけがえの
ない魅力を放つ逸品です。

第 1 楽章

アダージョ ト短調 4 分の 4 拍子
都会ソナタの冒頭によくみられるバロック的なパトスに富む楽章。

第 2 楽章

アレグロ ト短調 4 分の 2 拍子
テレマンを思わせる歌の魅力に満ちたアレグロ。

第 3 楽章

ヴィヴァーチェ ト短調 4 分の 3 拍子
緩・急二つの楽章に代えて、ここには 3 つの変奏をともなうシャコンヌが置かれていま
す。

D.スカルラッティ（1685～1757）：クラヴィア・ソナタ ホ長調 K.380
古今を通じて最も独創的、個性的な作曲家の一人であるスカルラッティは、バッハやヘンデルと同年にナポリ
で生まれました。父親のアレッサンドロは、ナポリ楽派の巨匠でドメニコも早くから音楽を嗜み、10 歳にならな
いうちに、すでにチェンバロ演奏に秀でた才能を示しました。スカルラッティの作曲家としての名声は、555 曲
に上るチェンバロ・ソナタによってのみ確立されています。これらのソナタは、ほとんどが単一楽章、二部形式
で 4 分から 6 分程度の短いものが大部分ですが、この短い曲の中に、驚くほど豊富な音楽内容を盛り込んでい
ます。これらのソナタの中には、当時としては、桁外れの難曲も多くあります。僅かにバッハの後期のものが、
それらに匹敵するといわれています。
K.380 のソナタは、小太鼓と笛でおもちゃの兵隊が行進しているような、愛らしさの中にも活発さを持った
ソナタです。

J.S.バッハ（1685～1750）：無伴奏オーボエの為のパルティータ ハ短調 BWV1013
この曲は、1722～23 年に、バッハがケーテンにいた時期に作曲されたといわれています。もとはフルート
のために書かれたもので、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブレー・アングレーズという一連の舞曲から
なっています。

第 1 楽章

アルマンド イ短調 4 分の 4 拍子
絶えず動き続け、あるフレーズの終わりが、次のフレーズの開始でもあるというバッハ
固有の手法がよく見られます

第 2 楽章

クーラント イ短調 4 分の 3 拍子
速く、明るくて力強く演奏される曲です

第 3 楽章

サラバンド イ短調 4 分の 3 拍子
抒情的な、緩徐楽章です

第 4 楽章

ブレー・アングレーズ イ短調 4 分の 2 拍子
軽快な動きの終曲。難曲と言われています

J.S.バッハ：オーボエとチェンバロの為のソナタ 変ホ長調

BWV1031

J.S.バッハの作として伝えられてきた 3 曲の「独奏フルートとチェンバロのためのソナタ」の内、一般に「第
2 番」という名で広く愛奏されていますが、現在では偽作とする説が有力です。今回は、オーボエで演奏します。
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第 1 楽章

アレグロ・モデラート 変ホ長調 4 分の 4 拍子

第 2 楽章

シチリアーノ ト短調 8 分の 6 拍子

第 3 楽章

アレグロ 変ホ長調 8 分の 3 拍子

W.A.モーツァルト（1756～1791）：オーボエとクラヴィアの為のソナタ ホ短調 K304
この曲は、元々はヴァイオリンとピアノのために書かれたソナタです。このソナタは、2 楽章からなり、ピア
ノとヴァイオリンがほとんど対等な役割を持っています。今回はオーボエで演奏します。

第 1 楽章

アレグロ ホ短調 2 分の 2 拍子 ソナタ形式

第 2 楽章

テンポ・ディ・メヌエット ホ短調

4 分の 3 拍子

F.ショパン（1810～1849）：即興曲第 4 番 ハ短調 ＜幻想即興曲＞
ショパンは即興演奏の名手として有名でした。彼の残した 4 つの即興曲には、気分の向くままに進むような自
然さ、自由さを漂わせています。
＜幻想即興曲＞の標題を持つ第 4 番は、4 曲中最も早く、ショパン 24 歳の作品です。作曲家・演奏家としてす
でにパリの上流社会で名声を確立していた時期です。
アレグロ・アジタート 4 分の 4 拍子

C.サン＝サーンス（1835～1921）：オーボエ・ソナタ 作品 166
サン＝サーンスは、長い生涯の前半は、後期ロマン派風の音楽を書いていましたが、世紀の変わり目の頃から
作風を変え、より軽く、透明で簡素なものになってきました。1921 年に作られた 3 つの管楽器のためのソナ
タ（オーボエ、クラリネット、ファゴット）は、最晩年の作品だけに、そうした彼の後期のスタイルが良く表れ
ています。このオーボエ・ソナタは、3 つの楽章からなっています。

第 1 楽章

アンダンティーノ
軽く透き通った音楽で、大変美しいメロディーが、次々に流れ出るように奏されます

第 2 楽章

アレグレット
哀愁を湛えたオーボエのカデンツァに始まり、どこか懐かしさを覚える情緒に満ちた曲
です。

第 3 楽章

モルト・アレグロ
サン＝サーンス特有のヴィルトゥオーソ・スタイルの軽快な曲です。

J.W.カリヴォダ（1801～1866）：オーボエとクラヴィアの為のサロンの小品 作品 228
カリヴォダは、ボヘミア出身のヴァイオリン奏者、作曲家です。プラハ音楽院で学び、ウェーバーが指揮して
いたプラハ国立歌劇場管弦楽団に参加しました。ヨーロッパ各地を演奏旅行の後、ドナウエッシンゲンの楽長に
なり、リスト、シューマン等と共演しました。この「サロンの小品」は、大変華麗な曲で、よく演奏されます。
曲は 3 部形式で、美しい旋律が流れるように始まり、続く中間部では、オーボエの名人技が華麗に奏された後、
最初の美しい旋律が戻ってきて、華やかに曲を閉じます。
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演奏家プロフィール



青山 聖樹（あおやま さとき）/オーボエ

NHK 交響楽団首席オーボエ奏者。
1967 年東京生まれ。幼児よりドイツで育つ。８歳よりハノーファー
少年合唱団でボーイソプラノとして活躍、G.レオンハルト・F.ブリュ
ッヘン・P.ヘレヴェッへ・A.ビルスマ氏等とレコーディング。
(Das Alte Werk, Teldec バッハ・カンタータ全集に参加）名手イン
ゴ・ゴリツキー氏のもとでオーボエを始める。東京芸術大学附属高校
を経て、同大学に進む。
小島葉子、北島章の 各氏に師事。在学中ドイツ・ハノーファー国
立音楽大学に留学、シュトウットガルト国立音楽大学（インゴ・ゴリ
ツキー氏のクラス）を卒業。
ボン・ベートーヴェンハレの首席代行を経て、ドイツ・フィルハー
モニア・フンガリカ 及び 新日本フィルハーモニー交響楽団首席オ
ーボエ奏者を歴任、ブダペスト祝祭管弦楽団ゲスト・ソロ・オーボイ
ストに招かれる。また独奏者として、ヨーロッパ各地の室内管弦楽団
（コンチェルト・バンベルク、ミュンヘン・バッハゾリステン等）に
客演し、ラインガウ・フェスティヴァル、ナーンタリ・フェスティヴ
ァル等に出演。
日本ではアンサンブル of トウキョウのソロ・オーボエ奏者として活躍する他、各地音楽祭に出演。
ソリストとしては KBS 交響楽団（ソウル放送響）
、ソフィア・フィル、コーリアン・シンフォニー、
北京交響楽団、フィルハーモにア・フンガリカ、アンサンブル of トウキョウ、新日本フィルと協演。
ソリスト、室内楽奏者として EMI、 TelDec、 Credia、 Genuin、Octavia、MeisterMusic より
10 枚以上の CD をリリース。2007 年 NHK 交響楽団首席奏者に就任。
2017 年よりアンサンブル of トウキョウ代表。武蔵野音楽大学教授として後進の指導にあたる。

太田紗和子（おおた

さわこ）/ピアノ

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学器楽科卒業。同大学院修了。
96 年、霧島国際音楽祭にて特別奨励賞受賞。97 年、ヴィオッティ・ヴァル
セジア国際コンクールにて最優秀最年少賞受賞。97～00 年、イタリア・シエ
ナキジアーナ音楽院マスタークラスにてディプロマ受賞、スカラシップを受
け、ファイナルコンサートに出演。第 13 回宝塚ベガ音楽コンクール入賞。
国際音楽祭ヤング・プラハ（チェコ）にソリストとして招待され、ピアノ協奏
曲を演奏。これまでに、ブルガリア国立室内オーケストラ、関西フィルハーモ
ニー管弦楽団等のオーケストラと共演。ラ・フォル・ジュルネや軽井沢八月祭、
仙台クラシックフェスティバル等、音楽祭へ参加している。
また、在学中よりリサイタルでオーボエのシェレンベルガー氏等、国内外の演
奏家と多数共演。国際オーボエコンクールや浜松国際管楽器アカデミー等で公
式伴奏ピアニストを務めた。
これまでにピアノを故片岡みどり、渡辺健二、小林仁、室内楽を岩崎淑の各氏に師事。
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唖然！ピアノを堪能しました。

広瀬 悦子

ピアノ・リサイタル

る

2021 年 12 月 3 日（金）徳島市シビックセンター・さくらホール
★ソロ楽器としては珍しい楽器のデュオでとても楽しかった。
」
」

★アコーディオンの説明もあり，初めてのソロ演奏が聴けてよか
るとともに、広瀬悦子さんにも心からお礼申し上げます。
音楽バンザイ！

（たおのぷーさん 田尾 幹司）

★全体的にフォルテシモの曲が多かったように思う。情緒的な繊
細な曲ももっとほしかった。
★前回も素晴らしく印象に残りましたが、今回も同様、感動的で
した。
「転んでもただでは起きない」精神に拍手！
（コスモス

加藤

孝子）

★ＦＭラジオやテレビでよく聴かせていただいて、素晴らしいと
いつも感心しておりました。今回、生で聴くことができ。幸せ
な気分になりました。和音がとても美しい響きでした。また、
ベートーヴェンも熱気ある演奏で素晴らしかったです。

★「第九」の第４楽章をピアノ一台で演奏するなんて・・・
（中尾

★力強く迫力があり。素晴らしいです。元気をいただきました。

徳永

敬子）

★広瀬さんは、とても素敵なピアニストですね。すばらしい音楽
を満喫しました。

★昨秋、
「第九」のＣＤの新譜が出た時に、ＮＨＫ－ＦＭ「クラシ
ックの迷宮」で片山杜秀氏が紹介していたけれど、今回の例会ま

★大好きなバッハを聴くことができ、感激しました。
（松山市民コンサート

（ガラスのうさぎ）

賢一）

（田中 成子）

★客席の間が近かったので、演奏者の息づかいで全身からこもっ

で購入を控えていた。そして今夜、生演奏で聴けた上、ＣＤにサ
インまでしてもらって、とても満足している。ただホールの響き
が悪くて、演奏者には気の毒だった。

（桑原 佳宏）

★すばらしいコンサートでした。神のような曲でした。
（古田 元則）

た迫力がいつもよりダイナミックに伝わった。
★広瀬さんのライブ聴け、念願かなった感じ。

（笹川エリ子）

★やさしいバッハの音、身体全体にしみいり、生音を聴く幸せを

島での演奏会がなくなっていたので、Piano で合唱付きがスケ
ール大きく表現されて感動しました。

たっぷり味わいました。
★唖然！！ピアノを堪能しました。

★曲のとり合わせがよかった。ベートーヴェンの「第九」は、徳

（沖津 一陽）

★年末の贈り物“第九”に感謝。運指を見ながら口ずさむ。残念
ながらフランス語でなはく、ドイツ語で。ぜいたくの極みだが、

天野

てほしいですね。力強くてやさしい演奏がとっても素敵でした。
★今回、初めてアナウンスをさせていただいたおかげで、アンコ
ールの時、舞台袖から広瀬悦子さんの演奏の様子を後ろ側から

広瀬さんの演奏で「フラッシュモブ」をしたかったです。
（アルカディア

★広いホールが使えない間、せめてもう少し良いピアノを設置し

大）

★最初は音響のことが気になっていました。けれでも、途中で気
がつきました。市民コンサートの記念誌では、１９６０年台に
辻久子さんが福島小学校の講堂で演奏したことが書いてありま
した。その当時の人たちは、本当に純粋に良い音楽を渇望して
いたのだと思いをめぐらせました。音響のことなど気にかけて
しまった素人の自分が恥ずかしくなりました。今日、とにかく、
演奏会をしようと運営に携わって下さった方々に心から感謝す
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間近に拝見することができた。ダイナミックな体全体を使った
演奏、熱量の高い音楽に感激しました。

（バルネケ・マミ）

★会場が良くなかった。椅子が耐えがたかった
★ピアノの音が悪かった。会場全体が悪かったのかな。
「あわぎん
ホール」のピアノで聴きたかった。演奏家がかわいそうだった。
コンサートホールって重要ですね。徳島の印象が悪くなってし
まう。
★前回も来ていたが、「幻想小曲集」では、超絶技巧が見られた。

私は合唱で「第九」を歌うことになっているが、この演奏は、
すごいのひと言だった。

（シロメダカ３３７７）

★こんなひどいピアノでよく演奏会を開いて下さった広瀬さんに
感謝します。

（一万尺）

★さいしょのきょくは、やわらかい手さばきで、一音もまちがえ

★力づよくきれいにひけていました。きれいな音がよくひびいて
いました。ぼくも広瀬さんみたいに力づよくじょうずにひける
ようにがんばります。

★「幻想小曲集」の２曲目は、くらいかんじと明るいかんじがし
ました。右手と左手を見ながらひいていました。

ていなくてすごいです。アクセントペダルをじょうずにつかい
こなしていました。ぼくもピアノをどりょくして、じょうずに
なれるようれんしゅうがんばります。
（ぽこあぽこ

（ぽこあぽこ 大西 亮輔）

（ぽこあぽこ

吉本

花菜）

★おとがちいさいときと大きいときに、力のつよさがちがって、
ききやすかったです。はやくゆびがうごいていて、すごいです。

あら川えんじゅ）

（ぽこあぽこ

織田しゅんすけ）

★今日は、初めてきいた曲がたくさんありましたが、最後までと
ても楽しくきくことができました。また、音色の変化や速さ、
強弱などで情景を思いえがくことができ、１つ１つの音にとて

１2 月例会の運営担当

も感動しました。表現力も指のタッチもうでの使い方も学ぶと

安田さん（行々子），バルネケ・マミさん

ころがたくさんあって、とてもいいコンサートでした。

髙橋豊さん・弘恵さん

（ぽこあぽこ

佐野

榊さん・増田さん・三谷さん（シャロム）

由衣）

林

★一曲目は、さいしょはきれいでゆうがなかんじだけど、どんど

里咲さん（ぽこあぽこ）
おつかれさまでした。

ん曲のかんじがかわって、左右があわないふくざつな音にな
ったのがすごいと思いました。 （ぽこあぽこ

木納

理佐）

★手の動きがきれいでした。強弱が分かりやすかったです。てい
ねいできれいな音でした。

（ぽこあぽこ

川田

広瀬 悦子 例会 色紙当選者

萌永）

織田 隼輔さん（ぽこあぽこ）

★優しく美しい音で、ずっと聴いて

中尾 賢一さん

いたいような演奏でした。徳島に来てくださりありがとうござい

加藤 孝子さん（コスモス）

ました。心地良い演奏が聴けてよかったです。
（ぽこあぽこ 林

おめでとうございます。

里咲）

★「幻想小曲集」の中の２曲目がはやいし、くらい曲でした。
「喜
びの歌」はしっている曲なので、もっとれんしゅうすればひろ
せさんみたいにひけるんだなと思いました。
（ぽこあぽこ

木田りおな）
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３月例会の会場でお受け取りくださ
い。

バックステージ

１２月例会（広瀬 悦子 例会）の夕食会から

広瀬悦子さんとの例会後の夕食会は、少人数ですがアットホーム
な雰囲気の会になりました。
当日の話からいくつかピックアップして紹介します。
会場の雰囲気はいかがでしたか。
ホールは親密な感じがしてよかったです。音が大きすぎなかった
ですか。
アンコール曲は何という曲ですか。
レイナルド・アーンの「クロリスに」という曲です。
今回、編曲物を多く弾かれましたが、編曲物を弾く良さは何でしょ
うか。
編曲物は、どうしても不自然さが伴うので、弾きにくいです。で
も、編曲して演奏することで、いろいろな曲を紹介することができます。いろいろな曲を知ってほしいとわたし
は思っています。編曲物でも、リストの編曲など彼がピアニストだったので、１０本の指で弾くことができるよ
うになっています。名曲は、何の楽器で弾いてもよいものです。
今回弾いたうちで、
「トッカータとフーガ」は、コルトーの編曲でしたが、これにはブゾーニの編曲もあります。
また「魔王」は、リストの編曲です。
ベートーヴェンの「喜びの歌」は圧巻でした。
今回、ベートーヴェンを弾くために節制をしました。以前、演奏会の前に指が動かなくなったことがあるから
です。
広瀬さんは、パリでお住まいですよね。パリはどんなところですか。
パリは古い建物ほど人気があります。中には１６世紀につくられた建物もあります。新しい家といっても、築
１００ぐらい建っていたりします。わたしは、新しい家を買って、防音工事をしました。防音工事をしないと、
隣の人から苦情が出ることがあります。パリで音楽家が住むのには苦労します。
広瀬さんは、マルタ・アルゲリッチ国際コンクールに優勝されていますよね。アルゲリッチさんは、どんな方です
か。
若い音楽家を育てようという気持ちのある方です。とてもポジティブな方です。いっしょにいるだけでインス
パイアされる方です。

広瀬さんは、とても上品で美しい方でした。ひとつひとつの質問に丁寧に答えてくださいました。また、いつ
か徳島での再演を楽しみにしています。

（機関紙部 鎌田 憲二）
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◉

12 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

グロリオサ

バラ

姫ひまわり

ゆうすげ

テマリシモツケ

青花フジバカマ
おぐるま
つきめき忍冬
（※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

10 月例会「赤坂智子・太田智美/デュオ・リサイタル」
（10/27）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）
アコ―ディオンを演奏していた、大田ともみさんに、
花束を渡しました。僕がまねできそうにないくらい、
すごい演奏でした。
ひじタッチをしてもらえて、嬉しかったです。(織田隼輔)
僕は、ビオラの赤坂智子さんに花をお渡ししました。
ビオラの演奏は、とても迫力があって、きれいな音が
響いていました。僕もビオラを弾いてみたいと思いました。
ありがとうございました。
（大西亮輔）

◉

2022/3

月例会（青山 聖樹/オーボエ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
ハ長調

ムーンリバー

みゅーず

プレアデス

ダリヤ

マリンブルー

気まぐれ

きかなそんそん

個人会員でお名前（性）の頭文字が 「ア～カ 行」の方、よろしくお願いします。
※ 運営サークル会・日程：2/17（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。

◉

新しい県民ホールとＪＲ新駅構想について考える。
新しい県民ホールは、多くの県民が、一日も早い完成、オープンを待ち望んでいる施設であると思います。
是非、ワクワクするような、素敵なホールが見たいものです。
そして、そこへ JR 新駅の構想が突如発表されました。新ホールの最寄り駅として、利便性を図るとの事
です。まさに、大胆な発想です。しかし、素敵な発想とは言えません！
“現在の徳島駅から６５０m 程の場所にひつようなの？？？”
と誰しも思うのではないでしょうか？
JR 四国の発表では、地元からの請願による請願駅になるので、当然費用はすべて地元負担になる。
それなら検討する。当然そうなりますよね。であるならば利用数が問題です。
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（次ページへ続く）

◉

新しい県民ホールとＪＲ新駅構想について考える（つづき）
先のホールに関する県民アンケートでは、ＪＲを利用してホールに行くと答えた人は、８%程しかあり
ませんでした。徳島の公共交通の現状からは当然の数字でしょう。あまりに運行本数が少ない！だから自
家用車に頼る。
現実的なのは、今の徳島駅から楽しく歩いてホールへ行く。そして帰りには、コンサートや観劇の余韻
に浸りながら、ゆっくり歩いて駅前に行って食事をしたりお茶したりする。その為に、徳島城公園の中、
又は周囲に歩き易い遊歩道を、徳島駅からホールまで整備しては如何でしょうか？（遊歩道は、ウッドデ
ッキを敷き詰めて、両サイドには LED ライトを配置して、夜間でも安全に歩けるように工夫するなど…）
また、足元の悪い方には、シャトルバスを用意する。わざわざ新駅を作るより、遥かに少ない費用で済む
ことでしょう！その上に、頻りに言われる駅前商店街の活性化にも成るのでは？ご検討頂きたいと思いま
す。
それから、最近発表された基本計画では、近隣の施設で稼働中の、県青少年センターに加えて市立中央
公民館、市立社会福祉センターが解体され新ホールの敷地に組み入れる内容になっています。いつの間に
か？昨年の有識者会議には無かった内容です。各施設への説明や根回しが出来ているとは思えません。
ある日突然出ていけ！みたいな遣り方は、昔の地上げ屋のやり方と同じではないでしょうか？
移転にしても、納得がいくような、方針の説明と、移転先の確保が必要ですし、壊すにしても大義名分が
必要だと思います。遺恨が残るようなことでは、新しい素敵なホールが出来ても、愛されるホールにはな
らないのではないでしょうか？如何でしょうか。

◉

（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 3/8（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

•演奏中の私語は絶対にやめましょう。

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
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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各例会会場は

すべて あわぎんホール
（徳島県郷土文化会館）

第 637 回≫ 三浦 友理枝/ピアノ・リサイタル

≪2022／6 月例会

あわぎんホール

19：00 開演

6/10（金）
(18：30 開場)

6 月例会は、ピアニストの三浦友理枝さんをお招きします。
2016 年以来、6 年ぶりのご出演です。今回は、ドビュッシ
ー、ラヴェル、ショパンを中心としたフランス作品のプログラ
ムになる予定です。
ますます充実した演奏活動を展開している三浦友理枝さん
のピアニズムにご期待ください。
≪ プ ロ グ ラ ム ≫
ドビュッシー：映像 第１集
第１曲

水の反映

第２曲

ラモーを讃えて

第３曲

運動

ドビュッシー：映像第２集
第１曲

葉ずえを渡る鐘の音

第２曲 荒れた寺にかかる月
第３曲

金色の魚
他

≪638 回≫

☆ 2022 年 8 月例会

通崎 睦美 ／ 木琴・リサイタル
ゲスト：永田 参男（ギター）

8 月 25 日（木）

19：00～

☆ 2022 年 10 月例会 ≪639 回≫

高橋 礼恵 ／ ピアノ・リサイタル
～ ベートーヴェン 三大ソナタを弾く ～
10 月 12 日（水） 19：00～
☆ 2022 年 12 月例会 ≪640 回≫
荒井 里桜

～

／

ヴァイオリン・リサイタル

日本音楽コンクール第 1 位、ヴァイオリンの新星 ～

12 月 13 日（火） 19：00～
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