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《《《《プログラムプログラムプログラムプログラム》》》》                        ストラヴィンスキー ／ イタリア組曲 

                        黛 敏郎 ／ 文楽（無伴奏チェロ） 

シューベルト ／ アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821 

   ♦♢♦ 休 憩 ♦♢♦ 

ポッパー ／ タランテッラ 

ヘンデル ／ オンブラ・マイ・フ 

ベートーヴェン ／ チェロ・ソナタ 第 3 番 イ長調 作品 69 
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≪≪≪≪    曲曲曲曲    目目目目    解解解解    説説説説    ≫≫≫≫    

                                                                                    

ストラヴィンスキー／イタリア組曲ストラヴィンスキー／イタリア組曲ストラヴィンスキー／イタリア組曲ストラヴィンスキー／イタリア組曲    
    

    スカルラッティ、ロッシーニとイタリア音楽に基づくバレエを制作してきたバレエ・リュスの主宰者、セル

ゲイ・ディアギレフは、次回作として、ペルコレージの音楽に基づくバレエを構想していました。そして、ペ

ルコレージの音楽による“プルチネッラ”を主人公としたバレエを作る事を決定したディアギレフは、ペルコ

レージの手稿や印刷譜の中から 18 曲を選び出し、ストラヴィンスキーに「ハープを含む大編成管弦楽」への

編曲を依頼しました。 

ストラヴィンスキーは、これらの原曲を素材としながらも、リズムや和声は近代的なものを取り入れた独自

の“新古典主義”のスタイルに作り替え、ディアギレフの意向は無視して、ハープ・打楽器はおろか、クラリ

ネットさえ含まない“合奏協奏曲風”の小編成の作品にしました。そしてストラヴィンスキーは、この『プル

チネッラ』の音楽を基にして、チェロとピアノのための『イタリア組曲』を作りました。この曲は、次の 5

曲からなります。 

①序曲  ②セレナータ  ③アリア  ④タランテラ  ⑤メヌエットとフィナーレ 

なおこの曲は、ピアティゴルスキーとの共作です。 

    

黛黛黛黛    敏郎／文楽（無伴奏チェロのための）敏郎／文楽（無伴奏チェロのための）敏郎／文楽（無伴奏チェロのための）敏郎／文楽（無伴奏チェロのための）    
 

黛 敏郎は、戦後日本を代表する作曲家の一人で、東京音楽学校を経てパリ音楽院で学び、帰国後は、芥川

也寸志や團伊玖磨と共に「三人の会」を結成するなど、現代音楽界の俊英として活躍しました。この無伴奏チ

ェロのための『文楽』は、1960 年に倉敷の大原美術館 30 周年記念行事のために作曲されたもので、日本の

三大芸能の一つである「文楽（人形浄瑠璃）」の世界を、西洋楽器であるチェロにリダクションしようという

試みです。全体は 3 つの部分からなり太棹三味線のバチさばきや義太夫節の微妙な節回しを、チェロの紹絶

技巧を効果的に用いて表現していて、極めて強い緊張感を持った音楽が、展開されます。 

 

シューベルト／アルペジオーネ・ソナタシューベルト／アルペジオーネ・ソナタシューベルト／アルペジオーネ・ソナタシューベルト／アルペジオーネ・ソナタ    イ短調イ短調イ短調イ短調    Ｄ．Ｄ．Ｄ．Ｄ．821821821821    
 

アルペジオーネはまた、「ギター・チェロ」ともいわれ、1823 年ウィーンのシュタウファーが発明した楽

器です。しかし、どうした事か殆ど使用されずにいつかその楽器名さえ忘れられてしまいました。この楽器の

ために作曲された曲は、シューベルトのこのソナタ・イ短調だけぐらいといわれています。にもかかわらず、

内容的には大変な名曲なので、今日ではチェロでよく弾かれています。チェロの演奏曲目の中では重要な位置

を占めています。アルペジオーネと今日のチェロとは音域が違うので、チェロによる演奏は、技術的には難し

いといわれています。この曲が作曲されたのは、シューベルト 27 歳の 1824 年で、ハンガリー音楽の影響

が多くあります。作品の全体を覆っている憂愁の情趣はロマン派の特徴ですが、むしろシューベルトの個性と

もいうべき優し気な悲哀感が、至る所に滲み出ています。 
 

第 1 楽章は、ソナタ形式のアレグロ・モデラート。ピアノに続き、すぐチェロが憂いを含んだ第 1 主題を歌

いだします。朗々と響くチェロという低音楽器の音色がとても美しいメロディです。第 2 主題は、やや明る

く展開部に頻用されます。コーダは、なだらかに美しく、悲しみに溢れたチェロの歌で終わります。 
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 第 2 楽章、アダージョは、チェロが奏でるカンタービレ主題を中心に変奏形式で展開されます。思い切っ

たチェロの低音で歌われるこの楽章は、チェロもピアノも本当に美しい。 
 

第 3 楽章は、アレグレットでロンド形式。快活を装いながら末尾で再び憂いに沈むチェロの表情で終わり

ます。 

    

ポッパー／タランテラポッパー／タランテラポッパー／タランテラポッパー／タランテラ    
 

ダーヴィット・ポッパー（1843～1913）は、オーストリアのチェリスト、作家で、プラハ音楽院で学ん

だあと、ヨーロッパ各地での演奏活動で成功し、ハンス・フォン・ビューローに称賛され共演しています。 

1868 年にウィーン宮廷歌劇場の首席独奏チェリストに就任。その後、ブタペスト王立音楽学院の教授を務

めています。作曲に於いては、チェロ曲を多数作曲しています。1880 年に作曲された『タランテラ』は、チ

ェロとピアノのためのサロン小品で今日でもしばしば演奏されます。 

    

ヘンデル／オンブラ・マイ・フヘンデル／オンブラ・マイ・フヘンデル／オンブラ・マイ・フヘンデル／オンブラ・マイ・フ    
 

この曲は、ヘンデルの作曲したオペラ「セルセ」第 1 幕第 1 場中のペルシャ王セルセ（クセルクセス 1 世）

によって歌われるアリア。 

調性はヘ長調で、詩は木陰への愛をうたったものです。下降及び上昇旋律を組み合わせた、伸びやかな明るい

旋律を持っています。従来より、この曲の速度記号から『ラルゴ』とも呼ばれていて、『オンブラ・マイ・フ』

との呼び名は、歌詞の初めの行からとられています。今日オペラは、ほとんど上演されませんが、この曲は美

しい小品として愛され、しばしば演奏されます。 

    

ベートーヴェン／チェロ・ソナタベートーヴェン／チェロ・ソナタベートーヴェン／チェロ・ソナタベートーヴェン／チェロ・ソナタ    第第第第 3333 番イ長調番イ長調番イ長調番イ長調    作品作品作品作品 69696969        
 

ベートーヴェンの 5 つのチェロ・ソナタの内で最も広く知られているのは、おそらくこの 3 番のソナタで

あろう。この曲は、中期のベートーヴェンの張り切った力と、燃えるような情熱を持ち、しかも愛らしさと輝

かしさと明るさにも溢れていて、内容も充実しています。そしてまた、チェロの取り扱い方も、前の 2 つの

ソナタよりも大胆になっていて、使用している音域もずっと広くなっています。この 3 番は、第 1 番と第 2

番が 2 楽章であったのに対して、スケルツォを持つ 3 楽章構成をとっていますが、やはり緩徐楽章を欠いて

います。しかし、第 3 楽章に短い序奏を置いて、緩徐楽章を代用する手法を採っています。 
 

第 1 楽章、アレグロ・マ・ノン・タント、チェロがいかにも伸びやかで、気品のある第 1 主題を奏して始

まり、この主題が展開部でも、コーダでも一貫して重要な役割を果たします。そして第 2 主題は、ピアノで

示され、今度はそれをチェロが受け継いで、大きな盛り上がりを作ります。 
 

第 2 楽章、スケルツォ、アレグロ・モルト、ピアノが諧謔味と暗いユーモアを合わせた主題を奏して始ま

る快速なスケルツォです。 

第 3 楽章、アダージョ・カンタービレ、短い優美な序奏に続いてチェロが優雅で快活な第

1 主題を奏して主部に入ります。そして展開部、再現部を経て、コーダではこの第 1 主題に

よって目覚ましいクライマッが築かれます。 
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♣♧♣ 演奏家プロフィール ♣♧♣ 

 

チェロ：横坂 源 （よこさか げん） 

桐朋学園女子高等学校（男子共学）、同ソリストディプ  

ロマ・コースを経て、シュトゥットガルト国立音楽大学、  

並びにフライブルク国立音楽大学で研鑚を積む。 

2002 年１５歳で全日本ビバホール・チェロコンクー  

ル最年少優勝受賞。 

2005 年に出光音楽賞。 

2008 年に齋藤秀雄記念メモリアル基金賞 

2010 年にミュンヘン国際音楽コンクール第２位 

2012 年にホテルオークラ音楽賞など多数受賞。 

室内楽部門では、２００９年に全ドイツ学生音楽コンクールで第１位を受賞している。その演奏は「力強く 

豊かで円熟した音色、高い集中力、何よりも情熱的で生き生きとした演奏」（ドイツ、ハレール・タグブ 

ロット紙）など各誌で絶賛されている。13 歳で東京交響楽団とサン＝サーンスのチェロ協奏曲を共演した

のを皮切りに、多数のオーケストラとソリストとして共演し好評を博し、室内楽奏者としても、ラ・フォル・

ジュルネ・オ・ジャポン、東京・春・音楽祭、武生国際音楽祭など多数出演。近年では、ドイツの名門、シ

ュトゥットガルト放送交響楽団のメンバーを中心に、日欧で活躍する日本人若手ソリストを加えて結成され

た室内楽アンサンブル『ルートヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズ』のメンバーとしても、ドイツ及び日本

各地で演奏活動を展開している。 

これまでに、鷲尾勝郎、毛利伯郎、ジャン＝ギアン・ケラスの各氏に師事したほか、ダヴィド・ゲリン 

ガス、ジャン・ワンなどのマスタークラスを受講。ピエール・ブーレーズ指揮ルツェルンフェスティヴァ 

ル・アカデミーに 18 歳で参加して以来、現代音楽にも強い関心を示している。 

サントリーホールディングス株式会社所有の 1710 年 Pietro Giacomo Rogeri 制作のチェロを貸与 

されている。 

    

        ピアノ：ピアノ：ピアノ：ピアノ：今西今西今西今西    泰彦泰彦泰彦泰彦    （（（（いまにしいまにしいまにしいまにし    やすひこやすひこやすひこやすひこ))))    

静岡県浜松市出身。東京芸術大学、並びに東京芸術大学大学院修了。 

在籍時、迫昭嘉、ゴールドベルク山根美代子の各氏に師事する。渡欧後、 

イタリア・イモラ国際ピアノアカデミーにてピエロ・ラッタリーノに、パリに

てミシェル・ダルベルトに師事。またミュンヘン国立音楽・演劇、大学古楽科

に於いてチェンバロ、フォルテ・ピアノをクリスティーネ・ショーンス 

ハム、室内楽をクリスティン・フォン・デア・ゴルツに師事し、古楽奏法の研鑽を積む。これまでにソリス

ト・室内楽奏者として国内外のコンサートホールやドイツ博物館、イタリア・ミラノ・近代美術館、浜松市

美術館、あるいは各地の小学校などでもリサイタルを行っている。 

メディアにおいては、イタリアでの演奏中継、ラジオ、あるいは国内においての番組出演、ドラマや

映画での撮影協力を行っている。
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バックステージバックステージバックステージバックステージ                ８・９８・９８・９８・９月例会（月例会（月例会（月例会（有森有森有森有森    博博博博例会）の交流会から例会）の交流会から例会）の交流会から例会）の交流会から    

 

有森 博さんとの例会交流会は，和気あいあいとしたものにな

りました。それは，有森さんご本人のお人柄によるところが大き

かったと思います。当日は，岡山から参加のファンの方もいらっ

しゃったので，有森さんについての裏話も披露され，楽しいひと

ときになりました。その日の会話から，少し拾ってみます。 

Ｑ：アンケートＱ：アンケートＱ：アンケートＱ：アンケート用紙に用紙に用紙に用紙に「お坊さんみたい「お坊さんみたい「お坊さんみたい「お坊さんみたいな風貌な風貌な風貌な風貌」とあり」とあり」とあり」とありましたがましたがましたがましたが，，，，

どのように思われますか。どのように思われますか。どのように思われますか。どのように思われますか。    

Ａ：この言葉はサイン会の時に直接言われました。「お坊さんみ

たいな風貌」と言われたのは初めてです。これまでは，精神的に

徳をつくった者として，雰囲気が「お坊さんみたい」と言われた

ことはありますが，風貌で言われたことは初めてです。 

Ｑ：アンコールで４曲も演奏されましたが・・・。Ｑ：アンコールで４曲も演奏されましたが・・・。Ｑ：アンコールで４曲も演奏されましたが・・・。Ｑ：アンコールで４曲も演奏されましたが・・・。    

Ａ：（岡山からの参加者）以前，７曲という時がありました。 

有森さんリサイタルは，第１部，第２部のあとに，第３部がある

時があるのです。（笑い） 

（有森さん）その時，ピアノがお好きなんですねと聴いていた

方から言われました。時々，「もう１曲」と言って弾かせてもらうこともありますし，反対に「会場を閉めるか

ら，もう出てください」と言われたこともあります。 

Ｑ：前半のラフマニノフを聴いて，「ラフマニノフってロマンＱ：前半のラフマニノフを聴いて，「ラフマニノフってロマンＱ：前半のラフマニノフを聴いて，「ラフマニノフってロマンＱ：前半のラフマニノフを聴いて，「ラフマニノフってロマンテテテティックなんだ」という感じを受けましたが，・・・。ィックなんだ」という感じを受けましたが，・・・。ィックなんだ」という感じを受けましたが，・・・。ィックなんだ」という感じを受けましたが，・・・。    

Ａ：（有森さん）うれしいです。ラフマニノフをロマンティックに弾くには，十分に弾き込んでいないといけま

せんから。 

 （岡山からの参加者）有森さんは，東京や岡山の久世ではロシア物ばかりの演奏会を行われることがあります。

ロシア音楽のとりこになりますよ。 

Ｑ：有森さんは，「ロシア物」がおＱ：有森さんは，「ロシア物」がおＱ：有森さんは，「ロシア物」がおＱ：有森さんは，「ロシア物」がお得意得意得意得意でででですすすすが，そういう方がショパンやリストを弾くときは，どんなお気持ちが，そういう方がショパンやリストを弾くときは，どんなお気持ちが，そういう方がショパンやリストを弾くときは，どんなお気持ちが，そういう方がショパンやリストを弾くときは，どんなお気持ち

なのでしょうか。なのでしょうか。なのでしょうか。なのでしょうか。    

Ａ：ショパンやリストを弾くときは，久しぶりの人に会ったような新鮮さがあります。 

Ｑ：有森さんは昨年Ｑ：有森さんは昨年Ｑ：有森さんは昨年Ｑ：有森さんは昨年「市民コンサート徳島」の例会で，バルトークの「市民コンサート徳島」の例会で，バルトークの「市民コンサート徳島」の例会で，バルトークの「市民コンサート徳島」の例会で，バルトークのヴァイオリン・ソナタ第１番ヴァイオリン・ソナタ第１番ヴァイオリン・ソナタ第１番ヴァイオリン・ソナタ第１番などでなどでなどでなどで小林美小林美小林美小林美

恵さんと共演されていますが，その時の裏話をお聞かせください。恵さんと共演されていますが，その時の裏話をお聞かせください。恵さんと共演されていますが，その時の裏話をお聞かせください。恵さんと共演されていますが，その時の裏話をお聞かせください。    

Ａ：小林さんから「バルトークをやりたいんだけど」と依頼を受けました。それまで弾いたことはなかったので

すが，「いいですよ」と軽く承諾しました。でも，それからが大変でした。はじめは得体が知れませんでしたが，

途中から面白くなりました。知られていないものを広めていくことに幸せを感じます。 

Ｑ：今夜のリサイタルの演奏中にアクシデントがありましたが，大丈夫でしたかＱ：今夜のリサイタルの演奏中にアクシデントがありましたが，大丈夫でしたかＱ：今夜のリサイタルの演奏中にアクシデントがありましたが，大丈夫でしたかＱ：今夜のリサイタルの演奏中にアクシデントがありましたが，大丈夫でしたか？？？？    

Ａ：最後のリストの曲を演奏中にピアノの弦が切れたのです。切れたのが１本だったので，その後の演奏にはあ

まり問題はありませんでした。 

有森さんは，飄々とした雰囲気の楽しい方です。次の徳島での例会では，どんな曲を聴かせてくださるか楽し

みです。                                   （機関紙部 鎌田 憲二） 
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★ずっと有森さんのピアノを聞いていたく，手を叩くのを止め

られませんでした。心の潤いになりました。    （ムジカ） 

★お坊さんのような風貌。親しみやすそうな雰囲気。ピアノを

弾かれると，まるで異なる感じ。しなやかな指使いが印象的

でした。たくさんアンコールを聞かせて下さってありがとう

ございました。               （マミさん）    

★一音一音がていねいだと思いました。はげしい所にすごくは

くりょくを感じました。速くてもおそくても音を聞いている

のがすごいと思いました。悲しい感じの所，楽しい感じの所

が「パッ」とかわるので，本当に楽しそうに見えました。悲

しそうな所は悲しそうに見えました。ピアノを楽しんでいる

ように聞こえました。      （ぽこあぽこ 中西 莉菜さん）          

★ラフマニノフの「サロン小品集」の「ノクターン」，まずこ

の曲で，すっかり有森ワールドの世界に引き込まれてしまい

ました。              （コスモス 山内 緑） 

★プログラムの構成がとても良かったと思いました。３人の作

曲家の個性をかい間見たような気がしました。リストの最後

の曲は，オーケストラを聞いているような音の広がりを感じ，

とても感動しました。                  （さつき Ｍ．Ｎ） 

★すべて最高！               （めだか 岩見 宏康） 

★円熟した有森さんの演奏は心打ち，すばらしく，体全体で受

けとめました。大満足です。                   （モモコ） 

★ピアノが本当に好きなのですね。一体となった全身の演奏。

心が伝わってきました。 

★すごいです。音のシャワーを感じました。 

 

 

 

 

 

★曲の変化がとてもあって，聞いていてわくわくしました。 

音が弱い所は，天使が歌っているようで，大きい所は、とて 

もはく力がありました。     （ぽこあぽこ 小林 浬） 

★ラフマニノフの２０歳のノクターンを聞きながら，聴衆のこ

とを思っていた。その後のロシアは，大きな社会変革の時代

に突入した。作曲家はもちろん，サロンに居た人達が経験し

た歴史のことを思う。その時代を生き延びた最大の作曲家シ

ョスタコービッチの曲を聞きたくなった。大熱演の「ダンテ

を読んで」を聞きながら，先日見たレオナール・フジタの「黙

示録」の絵を思い出していた。 

★小林美恵さんとのコンサートの時から，ずっと有森さんのピ

アノコンサートを待ち望んでいました。シャッキとした美し

い音色，表情豊かなピアノ。心にせまるものがありすばらし

いコンサートでした。 

★技術がすごかったですが，それ以上に表現力がすごいと思い

ました。きれいな音色が，とても心に響きました。  

（ぽこあぽこ りんご）       

★リスト「ソナタ風幻想曲」がダンテの「地獄」を力強く表現

する演奏には，有森さんの力強い生命力を感じました。アリ

ガトウ。                                    （Y．Sino） 

★目をつぶって，じっくり聞かせていただきました。大好きな

「楽興の時」が聞けて大満足です。でも，「ダンテを読んで」

では泣きそうになりました。     （たおのぷーさん ぷー） 

★有森 博さんのピアノを聴くのは，今回で３度目になるが，

やっとソロ・リサイタルが実現して大変嬉しい。例会アンケ

ートの「今後聴きたい演奏家」の夢が叶った思いがする。 

                                              （桑原 佳宏）             

★ラフマニノフに浸った感じです。彼の内面を見たような音楽

表現でした。疲れているのに，４曲もアンコール，ありがと

うございました。ピアノを弾くのが楽しくってしょうがない

って感じを受けました。 

★今までに聞いたことのない曲ばかりでしたので，それらの曲

をお聞かせいただきありがとうございました。また，男性だ

からでしょうか，体じゅうであれだけ力強く鍵盤をたたける

のは・・・。                                   （マコ） 

有森有森有森有森    博博博博    ピアノピアノピアノピアノ・リサイタル・リサイタル・リサイタル・リサイタル    

2016201620162016 年９月年９月年９月年９月 28282828 日（水）郷土文化会館（あわぎんホール）日（水）郷土文化会館（あわぎんホール）日（水）郷土文化会館（あわぎんホール）日（水）郷土文化会館（あわぎんホール）    
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有森有森有森有森    博さんのサイン色紙当選者博さんのサイン色紙当選者博さんのサイン色紙当選者博さんのサイン色紙当選者    
 

中西中西中西中西    莉奈さん（ぽこあぽこ）莉奈さん（ぽこあぽこ）莉奈さん（ぽこあぽこ）莉奈さん（ぽこあぽこ）    

バルネケ・マミさんバルネケ・マミさんバルネケ・マミさんバルネケ・マミさん    

内藤内藤内藤内藤    仁美さん仁美さん仁美さん仁美さん    

        

おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。    

色紙を１１月例会の会場でお受け取りください色紙を１１月例会の会場でお受け取りください色紙を１１月例会の会場でお受け取りください色紙を１１月例会の会場でお受け取りください    

★昨年のバルトークのアンサンブルに感動した。今回はとても

楽しみにしていました。友人にも熱弁してしまったくらい。

「音が生まれてくる」楽しい時間でした。すっかりファンに

なりました。ff のあとの天から舞い下りるような澄んだ音が

ステキでした。                             （ミニヨン）               

★ピアノのだいご味を味わえました。「ダンテを読んで」は見 

てておもしろい演奏でした           （中尾 賢一）   

★リストの曲は迫力があって良かった。        （坂田 和） 

★ショパンになると，待ってましたという感じでうれしかった。

音色がすごくやわらかく澄んできれいだった。服装も前後で

替えて下さって，男性の方にしてはめずらしいと思ったが，

すごく嬉しかった。どちらかといえば，ショパンは黒い服装

がよかったと思う。どちらもよくお似合いでしたよ。 

★有森さんのひょうひょうとした感じがステキでした。でも内

容は，全身全霊での熱演だったと思います。そして，改めて

ピアノは「歌う楽器」だと思わされました。アンコールの４

曲も素晴らしかったのですが，私は密かにラフマニノフの

「ヴォカリーズ」を期待していました。いつか聴かせてくだ

さい！                                （あっこちゃん） 

★心が落ち着き，楽しく聞けて，大変良かったです。自分にも

ピアノを弾く才能があったらと思います。    

（みゅーず 門田 樹郎） 

★年配のお客様が多かったようですが，成長期の子供達がこの

ような生の音にもっとふれて感性を磨いてほしいです。 

★コロコロした音や，もの悲しい音，軽そうな音など，多さい

な音色でとても心に残るえんそうでした。これからは有森さ

んのようなえんそうができるようにがんばりたいと思いま

す。                           （ぽこあぽこ 濱田 共生） 

★ラフマニノフ，ショパン，リスト，とてもよいプログラムで

した。 

★至福の時でした。 

★しっかりとした音でした。「ユモレスク」という曲をパリッ

と弾けていました。すばらしい演奏が聴けて，本当によかっ

たです。                    （ぽこあぽこ 福岡 帆奈） 

★きれいな音でした。               （ぽこあぽこ 川田 もえ） 

★アンコールをいつまでも聴きたかったです。   （ラッキー） 

★はげしい所はかつかつと聞こえるぐらい，ふつうの所とさを

つけていることがすごいと思いました（ぽこあぽこ 林 里咲） 

★なめらかな音の流れに感動しました。 

★情熱的な音楽がとてもかっこよかった。左手の響きがきれい

だった。とちゅうで弦が切れたけど，ふつうにひいていてす

ごかった。                    （ぽこあぽこ ぷりん） 

★有森さんが演奏する直前の集中のしかたがすごいと思いま

した。ペダルの細やかさも，至近距離で拝見することができ

ました。                  （ぽこあぽこ 髙尾 良子） 

★はく力がある演奏でした。ラフマニノフの「楽興の時」がす

ごかったです。           （ぽこあぽこ 川田 万結） 

★ひょうじょうがついてかっこよかったです。手のとり方がき

れいでした。                 （ぽこあぽこ） 

★洗練された美しい音に癒されました。有難うございました。 

★大へんすばらしかった。 

★プログラムも多彩で楽しめました。 

★感動しました。 

★良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有森有森有森有森    博例会の運営担当のみなさん博例会の運営担当のみなさん博例会の運営担当のみなさん博例会の運営担当のみなさん    
    

大大大大崎さん（里山），崎さん（里山），崎さん（里山），崎さん（里山），福岡さん（ぽこあぽこ）福岡さん（ぽこあぽこ）福岡さん（ぽこあぽこ）福岡さん（ぽこあぽこ）    

太田さん（ムーンリバーⅡ），太田さん（ムーンリバーⅡ），太田さん（ムーンリバーⅡ），太田さん（ムーンリバーⅡ），佐藤さん（カナリア）佐藤さん（カナリア）佐藤さん（カナリア）佐藤さん（カナリア）

伊予谷さん（コスモス），安田さん（行々子）伊予谷さん（コスモス），安田さん（行々子）伊予谷さん（コスモス），安田さん（行々子）伊予谷さん（コスモス），安田さん（行々子）    

松本さん・北島さん（ハ長調）松本さん・北島さん（ハ長調）松本さん・北島さん（ハ長調）松本さん・北島さん（ハ長調）    

中筋さん，中尾さん中筋さん，中尾さん中筋さん，中尾さん中筋さん，中尾さん，，，，橋本さん橋本さん橋本さん橋本さん                                                            

おつかれさまでした。おつかれさまでした。おつかれさまでした。おつかれさまでした。                                        
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◉ 紹介します 

今回は、「ぽこあぽこ」サークル代表で、会員を増やすことを積極的に行ってくださっている沖野恵子さんに、 

お話をお伺いしました。 

 

     市民コンサート徳島についてお話しください市民コンサート徳島についてお話しください市民コンサート徳島についてお話しください市民コンサート徳島についてお話しください。 

私はピアノを教えているのですが、教えながら「生の音楽」を聴くことの大切さを感じています。 

「生の音楽」は、ＣＤではわからないものがわかります。今から１０年くらいになるでしょうか、私自身、いろ

いろな音楽を勉強したいと思って入会をしました。子育てをしている時は時間がなかったのですが、娘が音大に

行き、ゆとりが出来たので会員になりました。 

     多くのお子さんを会に連れて来て下さっていますが、どのようなお気持ちからでしょうか？多くのお子さんを会に連れて来て下さっていますが、どのようなお気持ちからでしょうか？多くのお子さんを会に連れて来て下さっていますが、どのようなお気持ちからでしょうか？多くのお子さんを会に連れて来て下さっていますが、どのようなお気持ちからでしょうか？    

    教え子を連れて行くようになったのは、ここ２年くらいです。子供は育てなければと考えています。 

「生の音楽」を聴くことの効果は大きいです。教え子に大きなコンクールに入賞した子供が何人かいるのです

が、みんなこの会の会員です。「生の音楽を聴いてよかった」と言っています。子供たちのお母さん方にも入会

を勧めているのですが、下の子がいるため、入会が困難という事情もある様です。 

※（（（（コンクールコンクールコンクールコンクール入賞入賞入賞入賞のののの件については、次回詳しくお知らせします。）件については、次回詳しくお知らせします。）件については、次回詳しくお知らせします。）件については、次回詳しくお知らせします。） 

     ピアノを教えピアノを教えピアノを教えピアノを教えながらながらながらながら、例会への参加は大変ではないのでしょうか、例会への参加は大変ではないのでしょうか、例会への参加は大変ではないのでしょうか、例会への参加は大変ではないのでしょうか???? 

 実は、２ヶ月に一度の例会日は、レッスンをお休みにしているのです。 

例会が行われている午後６時、７時は、レッスンを行っている時間です。 

その時間は、日曜日などに振り替えるなどして対応しています。 

     サークル名「ぽこあぽこ」の名前の由来についてお話しくださいサークル名「ぽこあぽこ」の名前の由来についてお話しくださいサークル名「ぽこあぽこ」の名前の由来についてお話しくださいサークル名「ぽこあぽこ」の名前の由来についてお話しください。 

 私が教えているピアノ教室の名前が「ぽこあぽこピアノリズミック教室」と 

いうのです。サークル名は、そこからとりました。名前の通り、少しずつ成長 

して行けたらと考えています。 

     市民コンサート徳島へのご要望はありませんか? 

 「子供のための例会」というのを行ってはいかがでしょうか?そうすれば、子 

供の会員が増えるのではないでしょうか?また、楽器店にチラシを置いてもらっ 

たり、学校に会の案内を送ったりしてはいかがでしょうか? 

                                           沖野恵子 さん             

 ≪インタビューを終えて≫終始明るく熱心に、お話をして下さいました。「ぽこあぽ       

こ」サークルの現在のメンバーは１４名。このサークルの成長に、「市民コンサート徳島」の希望の光を感じま 

す。沖野さん、これからもよろしくお願いします。 

 

◉ 8・9 月例会に花を添えて頂きました。 

  花束のご紹介     

 

＜花  束＞     ＜アレンジ＞ 

センナ        ダリア,  フジバカマ 

     コスモス       ノギク, ワレモコウ 

       ススキ        タ デ, オトコエシ 

 

                                           （提供：大崎訓子 さん） 
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◉ 花束を演奏者に、渡してくださった方の紹介 

  6・7 月例会、「宮本 益光/バリトン・リサイタル」で、大崎さんが作ってくださった花束を、今回も小学生

の会員、原 梓紗（ぽこあぽこ）さん、濱田 共生（ぽこあぽこ）さん、が届けてくれました。その時の感想を

ご紹介します。 

      ♬ 美しいピアノの音色が、バリトンの低くて太い響きのある声に寄り 

添っているようで、とても綺麗でした。（（（（原原原原    梓紗）梓紗）梓紗）梓紗） 

   ♬ 低くて太い声は、とても綺麗でした。迫力があり、堂々とした声で 

    歌っていたので、感動しました。舞台で握手してくれた時は、ドキド 

キしたけど嬉しかったです。また、市民コンサートで歌ってくれると           

    幸いです。（（（（濱田濱田濱田濱田    共生）共生）共生）共生）                       原 梓紗さん  濱田 共生君 

この感動を忘れず、これからも頑張って下さいね。 ありがとうございました！ 

 

◉ 10・11 月例会（横坂 源 /例会時）運営担当の皆さん 

ムーンリバーⅡ   プレアデス  マリンブルー   気まぐれ  ハ長調  みき   

きかなそんそん   ガーネット  かんやけ     みゅーず  ダリヤ 

個人会員でお名前（性）の頭文字が「マ」行、「ヤ」行の方、よろしくお願いします。 

※ 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。 

例会運営に参加し、会員の皆さんと親交を深めることもよい音楽に巡り合う時間となると思います。 

 

◉ 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。無料の託児所をご用意しています。無料の託児所をご用意しています。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 11/22（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会場内のエチケット会場内のエチケット会場内のエチケット    

 

 

地下駐車場の 

サービス券も、 

ご利用ください‼ 

 

 

 

 

 

 

◉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市民コンサート徳島市民コンサート徳島市民コンサート徳島で検索 

◉会費の納入は前納制です。 

  例会当日もロビーで前納受付をしておりますが、事務局に来られられない方は、下記の口座振り込みをご利

用ください。 

郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座    01690016900169001690----0000----41663416634166341663    ／／／／    市民コンサート徳島市民コンサート徳島市民コンサート徳島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

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。

ホームページでのホームページでのホームページでのホームページでのお問い合お問い合お問い合お問い合    

わせも多くなっています。わせも多くなっています。わせも多くなっています。わせも多くなっています。    
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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） 

6666::::30303030ｐｍｐｍｐｍｐｍ開場開場開場開場／／／／7:007:007:007:00ｐｍｐｍｐｍｐｍ開演開演開演開演    

    

≪≪≪≪11112222・・・・2017201720172017/1/1/1/1 月例会月例会月例会月例会    666610101010 回≫回≫回≫回≫朴朴朴朴
パク

    葵葵葵葵
キュ

姫姫姫姫
ヒ

    ギターギターギターギター・リサイタル・リサイタル・リサイタル・リサイタル    2222////19191919（（（（日日日日））））    
 

2017 年最初の例会には、若手のギタリスト、朴  

葵姫さんを初めてお招きします。朴 葵姫さんは、人 

気上昇中の女流ギタリストで、もちろん実力も高く評 

価されており、すでに 6 枚のＣＤが発売され、いず 

れも推薦盤や特選盤に選ばれています。 

2016 年は、タレガ・ギターカルテットの活動も 

始める等（徳島出身の徳永真一郎さんもメンバーとし 

て参加しています）、多彩な演奏活動を展開していま  

す。朴 葵姫さんの初コンサートにご期待ください‼ 

    

≪プロフィール≫≪プロフィール≫≪プロフィール≫≪プロフィール≫    

韓国生まれ。日本と韓国で育つ。 

3 歳でギターを始め、荘村清志、福田進一、Ａ.ピエッリ

各氏に師事。東京音楽大学を経て、 

2014 年 ウィーン国立音楽大学、2016 年アリカンテ

クラシックギターマスターコースを共に首席で卒業。多く

の主要国際ギターコンクールで優勝・受賞。都響、読響、東京シティ・フィル、名フィル、京響、広響、ＰＡＣ

との共演を経て、2016 年はＮ響とも共演した。 

ＣＤはいずれも異例のヒットとなり、ＮＨＫでのリサイタル放送が話題となる。会場を引き付ける音楽性 

と、とりわけ美しいトレモロ奏法の技術の高さは各地で絶賛されている。 

 

≪≪≪≪予定予定予定予定プログラムプログラムプログラムプログラム≫≫≫≫    

    

≪≪≪≪来来来来年年年年のののの例会・ラインナップ≫例会・ラインナップ≫例会・ラインナップ≫例会・ラインナップ≫    
    

 2, 3 月例会（611 回） 原田 英代 ピアノ・リサイタル     4/21（金） 

 4, 5 月例会（612 回） 青木 尚佳 ヴァイオリン・リサイタル  6/ 6（火） 

 6, 7 月例会（613 回） 赤坂 達三 クラリネット・リサイタル  7/11（火） 

 8, 9 月例会（614 回） 青山カルテット（弦楽四重奏）演奏会  9/21（木） 

タ レ ガ ／ アルハンブラの思い出 

バ リ オ ス ／ 森に夢見る 

アルベニス ／ アストゥリアス 

ヒナステラ ／ ギター・ソナタ 作品 47 

（他を予定） 


