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≪ プログラム ≫ 

ブ ラ ー ム ス ： ヴィオラ・ソナタ 第 2番 OP.120-2 

ベ ー ト ー ヴ ェ ン ： ピアノ・ソナタ 第 17 番 OP.31-2「テンペスト」（ピアノ・ソロ） 
 

                  ♠♤♠  休    憩  ♠♤♠ 

 

バ ッ ハ ： 無伴奏チェロ組曲第 2 番 （ヴィオラ・ソロ） 

ブ ラ ー ム ス ： ヴィオラ・ソナタ 第 1番 OP.120-1 

                                                  

市民コンサート徳島 ☎（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）

2018 年 

4 月 3 日（火） 

午後７時開演 あわぎんホール 

（郷土文化会館） 
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≪≪ 曲 目 解 説 ≫≫ 

 

                    

ブラームス／ヴィオラ・ソナタ 第 1番 OP.120-1 
 

原曲は、クラリネットのために１８９４年に書かれました。後にヴィオラにも編曲され、原曲のクラリ

ネットと共に多くの人たちに愛されています。この作品 120の２曲のソナタは、ブラームスの室内楽作

品としては最後のもので、第１番は短調、第２番は長調の調性を取っていますが、この２曲は同じ性格に

なっています。悟りを開いたような枯淡の味わいがあるとても美しい曲です。 

 

第１楽章 アレグロ・アパッショナート ヘ短調 ソナタ形式。 

内に秘められた感情が、しみじみとした情景を形作り、暗い寂しさが曲の内側に静か

に流れています。 

第 2楽章 アンダンテ・ウン・ポコ・アダージョ 変イ長調。 

ヴィオラの流れるような旋律、ピアノの単純な響きが印象的で、透明な美しさに溢れ

ています。 

第 3楽章 アレグレット・グラツィオーソ イ長調 ３部形式。 

舞曲風ですが、澄んだ明るさを持っています。 

第 4楽章 ヴィヴァーチェ ヘ長調 ロンド形式。 

        曲は軽快に無邪気に動き回りますが、寂しさがあります。 

 

 

 

ブラームス／ヴィオラ・ソナタ 第２番 OP.120-2 
 

第１楽章 アレグロ・アマビーレ 変ホ長調 ソナタ形式。 

素朴な歌謡的な旋律で、さりげなく始まります。 

ピアノも響は単純で、ヴィオラの音色と見事に同化して、美しい叙情をほのぼのと作

り上げます。 

第 2楽章 アレグロ・アパッショナート 変ホ長調 ３部形式。 

スケルツォ的な楽章で、民謡風の旋律にピアノが続きます。中間部分は、古風なレン

トラーで、優雅で明るいが、寂しさを抑えた微笑といったところです。 

第 3楽章 アンダンテ・コン・モート 変ホ長調 変奏曲形式。 

得意とする変奏曲で結びます。主題は緻密に作られていますが、表面は素朴です。 

五つの変奏は巧妙に仕組まれていますが、明澄さは失われず、コーダは幻想風にな 

り、一転して力強く曲を終わります。 
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ベートーベン／ピアノ・ソナタ 第１７番 OP.31-2「テンペスト」 （ピアノ・ソロ） 
 

 この作品は一般に＜テンペスト＞という愛称で親しまれています。この「嵐」という意味を持つ標題は、

シェークスピアの戯曲「テンペスト」からとられているといわれていますが、定かではありません。この

作品が作曲された１８０２年は、音楽家として致命的な耳疾患に打ちのめされ、一時は自殺まで考え、有

名な「ハイリゲンシュタットの遺書」を残します。そして、１８０２年以後のピアノ曲にはドラマ的構成

が、明確になってきます。 

 

第１楽章 ラルゴ―アレグロ ニ短調 ４分の４拍子 ソナタ形式。 

幻想と形式感とが、美しく調和した音楽です。 

第 2楽章 アダージョ 変ロ長調 ４分の 3拍子 ソナタ形式。 

二つの陰鬱な楽章の間にあって、しみじみとあこがれを叙情する音楽。しかも、表情

は非常に引き締まっています。 

第 3楽章 アレグレット ニ短調 8分の 3拍子 ソナタ形式。 

第１主題を主軸に一瞬の休憩もなしに１６分音符で駆け回る無窺動的な音楽で、熱

風を孕んだような迫力は、たとえようもなく美しい。 

 

 

 

バッハ／無伴奏チェロ組曲 第２番 ニ短調 BWV1008     （ヴィオラ・ソロ） 
 

この 6 曲からなる組曲は、チェロという大型の弦楽器の朗々としたオルガンのような音色も十分に発

揮させるように高度な演奏技術を駆使して、この楽器が持つ技術的な可能性をとことんまで追求した傑

作です。第２番は、全６曲中の中では最も繊細な曲で、瞑想的な性格をもっています。 

 

全曲は、 1. 前奏曲 

2. アルマンド 

3. クーラント 

4. サラバンド 

5. メヌエットⅠ 

6. メヌエットⅡ 

7. ジーグ                    という構成です。 

 

最初の前奏曲は、内省的な情緒に支配された旋律の微妙な流れを特徴としています。次のアルマンド

は、旋律の動きが多彩で難しい重音奏法や、細かいアーティキュレーションが要求される曲です。そして

イタリア型の早いクーラント、流れるようなサラバンドに続いて、優雅な二つのメヌエットが演奏されま

す。最後はフランス風の性格を持つジーグで終わります。 
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♣♧♣ 演奏家プロフィール ♣♧♣ 

 

赤坂 智子(あかさか・ともこ） 

桐朋女子高等学校音楽科卒業後ハンガリーリスト音楽院留学。 

桐朋学園大学ディプロマコースに入学、修了。 ジュネーブ音楽院にて今井信子女史に師事と

同時に同校助教授およびヌシャテル音楽院客員教授を経て現在ベルリン在住。在学中より、サ

イトウ・キネン・フェスティバル松本、水戸芸術館 ATM アンサンブル、ヴィオラスペース、

NHK 名曲アルバム、NHK クラシック倶楽部等に出演、リサイタルや室内楽コンサートの模様

が、TV、ラジオなどで多数放映、放送されている。海外では、スイス・ルツェルン、ヴェルビ

エ音楽祭、オーストリア・ザルツブルグ、ロッケンハウス音楽祭、フランス・ラフォルジュルネ、パブロカザルス音楽祭、

イギリス・BBC プロムス、オールドバラ音楽祭をはじめとする音楽祭に多数招かれ、コンサートではアムステルダム・コ

ンセルトヘボウ、ベルリン・コンチェルトハウス、ヴィーン・ムジークフェラインなど各地の主要ホールにて室内楽、リ

サイタルに出演、その模様がドイツ、フランスなどヨーロッパ各地にて TV、ラジオにて放映、放送されている。 

これまでに、庄司 紗矢香、樫本大進、児玉桃、麻里、小菅優、ギドン・クレーメル、メナハム・プレスラー各氏等と共

演し、ソリストとしては、バイエルン放送響、クレメラータ・バルティカ、ベネズエラ交響楽団、ミュンヘン、およびジ

ュネーブ室内管弦楽団等と共演している。 

第１２回日本クラシック音楽コンクール第一位、第５３回ミュンヘン国際音楽コンクール第三位受賞。  

パリ Edmund Pendreton 財団よりミュージシャン・オブ・ザイヤーに選ばれる。 

 

        高橋 礼恵(たかはし・のりえ） 

 桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学を経て、ベルリン芸術大学に留学。 

これまで加藤伸佳、クラウス・ヘルヴィヒらに師事。高校在学中に園田高弘賞コンクール第 4 位、

日本音楽コンクール第 2 位、また大学在学中もベートーヴェン国際コンクール入賞、エリザベート

王妃国際コンクールファイナリストなど多数の賞を受賞。渡独後には、アルトゥール・シュナーベ

ル国際コンクールなどで上位入賞、リーズ国際コンクール特別賞。2005 年に第 1 回ボン国際ベ

ートーヴェンコンクール第 2位、および 21 世紀音楽解釈特別賞を受賞し、注目を集める。ゲネラ

ル・アンツァイガー紙上にて“心のピアニスト”と絶賛される。 

 これまでに、ヨーロッパ各地やトルコ、韓国などで演奏。また、世界各地の様々な音楽祭に招かれている。オーケスト

ラとの共演も多く、ボン・ベートーヴェン・オーケストラ、プラハ放送交響楽団などど共演。日本においても活発なリサ

イタル活動を行なうほか、読売日本交響楽団、新日本フィル、仙台フィルなどと共演。室内楽・ピアニストとしても活躍

しており、ヨハネス・モーザー、石坂団十郎、赤坂智子らと度々共演している。 

 CDは「ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 4 番」（NAXOS）のほか、՚１４年には、F.リスト作品集（ナミ・レコー

ド）、又夫君であるＢ.レーマンとのピアノデュオで、՚１４～ ՚１６年に３枚のデュオアルバム（audite・レーベル）を

発表。いずれも＜レコード芸術＞誌の特選盤に選ばれた。՚１5 年１０月の市民コンサート例会での鮮烈な演奏は、高い

評価を受けた。
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バックステージ     １月例会（広田 智之例会）の交流会から  

 

おしゃれでかっこいい赤坂さんと，例会でのトー

クの通り，陽気でおしゃべりが楽しい斎藤さん。例

会交流会の時間はあっという間に過ぎました。 

ジャズナンバーは斎藤さんの編曲ですか。 

（斎藤）この曲をやりたいと赤坂さんがリクエスト

を出し，それをわたしがアレンジしました。ピアソ

ラは二人の共作です。[文書の引用文や注目すべき箇

所の要約を入力してください。テキスト ボックス

は文書のどの位置にも配置できます。抜粋用テキス

ト ボックスの書式を変更するには、[描画ツール] 

タブを使用します。] 

 

オーボエの広田智之さんとピアノの上川佳連さんとの例会交流会は，オーボエ奏者が多く集まり，いつもと違

ったマニアックな会となりました。 

最初に話題になったのが「フェルナンブーコ」という広田さんのオーボエに使われている木についてです。 

「フェルナンブーコ」という木についてお話しください。 

 フェルナンブーコは，材質が硬くて残響が長いので，興味をもちました。そこで，楽器メーカーに持ち込んで， 

無理を言って，その木でオーボエをつくってもらいました。本来は長い期間かけて，ゆっくり自然乾燥させるの

ですが，そうも言ってはおられなかったので，強制乾燥してもらいました。その結果，「楽器が割れる」というこ

とになりました。この木は，ブラジルでは鉄道の枕木などに使われています。現在は「ワシントン条約」で輸出

が禁止されているので，かつて採られた木が，世界中を回っています。 

 オーボエ吹きには，「変態」が多いというのは，どうしてなのですか。 

 オーボエ以外の演奏家が集まると，食事の話になったりするそうですが，オーボエ吹きが集まると，楽器の話

になることが多いです。リードは厚さ何㎜のものを使っているとか，楽器のこの部分を工夫しているとか，いろ

いろです。とくにリードの話はよく出ます。リードの材料は，フランス（コート・ダジュールの辺り）やトルコ

などで採られます。多くのオーボエ吹きは，自分が使うリードを削ってつくります。そのためにいろいろな道具

が必要になります。めんどくさくて，他の楽器の演奏家にはない苦労です。その結果，オーボエ吹きの中には，

「変態」（＝変わった人）や，苦しむのが好きという人が多くなるのでしょう。 

 オーボエが，息を長く続かせることができるのは，どうしてなのでしょう。 

 オーボエは，吹き口が小さいので，息を少ししか使わなくてすむのです。それにほっぺたの筋肉で息を押し出

しながら，鼻で息を吸うことができるのです。つまり「循環呼吸」ができるのです。だから，息を長く続かせる

ことができます。 

 交流会の途中で，当日の「例会アンケート」を読んでもらいました。お二人は，上の写真のように楽しくアン

ケートを読んでいらっしゃいました。とくに子どもが書いたアンケートには表情が和んでいました。 

 広田さんは，徳島交響楽団の指導もされており，徳島にお知り合いも多いようでした。同じオーボエ吹きの方々

との話にくつろいだ雰囲気でした。ピアニストの上川さんはお若くてお美しい方で，交流会での話を一生懸命聞

いておられました。 

 お二人とも四国でリサイタルを行うのは初めてだったそうです。これでまた，新しい演奏家の方と知り合いに

なれました。お二人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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★とても明るい音色で，ホール全体が響いて，すごいと思

いました。             （桑原 実玖） 

★楽しく味わい深いコンサートでした。豊かな気持ちで帰

途につくことができました。参加できてよかった。                         

（沖津 一陽） 

★みんなよかった。心が満たされた。 

（めだか 岩見 宏康） 

★久しぶりに聴いたオーボエ，素敵でした （つうちゃん） 

★娘が中学のブラスバンドでオーボエを吹いていて，ぜひ

とも本物のオーボエの音を聴かせたくてまいりました

が，私の方がすっかり魅了させてしまいました。                   

（桑原 久子） 

★オーボエの生演奏は初めてでしたが，美しさには感動し

ました。貴重なひとときを過ごせたことをうれしく思い

ます。                （田中 成子） 

★オーボエという楽器に初めて出合った気がしました。こ

の楽器は奏者が音を作り出しているのですね。広田さん

が，楽器や曲にかける熱い思いに感銘を受けました。 

（久保） 

★久々のオーボエ・ソロだったので，どんなプログラムに

なるのか楽しみだったが，シューマンの「詩人の恋」な

ど，オーボエで歌う歌曲は新鮮だった。なかなか聴く機

会が少ないオーボエの音色をたっぷりと楽しむことが

できた。              （桑原 佳宏） 

 

 

 

 

★オーボエの楽器の解説がよかった。     （映画） 

★澄みきった空気の中を貫いていくようなオーボエの美

しい音に魅せられました。  （マリンブルー 吉田） 

★オーボエの練習会になったような気がする。（坂田 和） 

★なんとなつかしいすばらしい音色。オーボエという楽器

に見せられた。こんなすばらしい時間をありがとう。お

二人の息のあった音色，人生のおくりもの！ 

★オーボエ，ピアノとも良く鳴っていた。空気が乾燥して

いるからか？広田氏は優秀な外科医のような印象。（気

配り・目配り・確かな腕）          （Ｑ） 

★オーボエのコンサートは始めてで，曲名は知らなかった

が，その優しい音色に和みました。  （グリンデル） 

★よく響く楽器だなと思った。奏者の方も豊かに楽しくお

喋りになる方なので，楽器との相性もぴったりだと思い

ました。ピアノも美しい音色で素晴らしかったと思いま

した。 

★オーボエのコンサートが聴きたかったので，本当にあり

がとうございました。これからもどんどんオーボエにふ

れる機会があればうれしいです。演奏も最高でした。 

★おしゃべりも楽しくてユニーク。演奏もすばらしい。楽

しかった！！いい音ですね。二人の息もピッタリ。 

★オーボエとピアノの音色が心地よく心にひびいた。オー

ボエの説明もしていただき，大変よかった。 

★優しく柔らかい音色でうっとりしました。リードを手作

りとのことで，お人柄がでてると思いました。ゆったり

できた。素敵な時間でした。 

★オーボエの音色の美しさに感心しました。心にしみ入り，

広がりのあるすばらしい音色でした。楽器の解説も楽し

かったです。 

★とても面白かった。安定していて聴き入ってしまう演奏

と，気さくで面白いお話，最高でした。 

★オーボエは，自分に合っている楽器だと感じました。心

地良い時間を過ごさせて頂きました。 

★何てあたたかいの！何て人の心を，こんなにうつの！ 

何てあたたかいの！何て人の心をこんなにうつの！ 

～広田智之 オーボエ・リサイタル 

                   2018年 2月 14日（水） 郷土文化会館（あわぎんホール） 
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★トークもおもしろかった。 

★オーボエのコンサートはめずらしく，大変よかったです。 

                     （Ａ．Ｈ） 

★なじみのない「オーボエ」。期待半分，不安半分で来まし

たが，オーボエという楽器について，いろいろ説明して

下さり，ためになりました。       （マコ） 

★「歌う葦」が新鮮で素晴らしかった。ジャズも演奏され

るという広田さんの感性が生かされているのだろうか。

フリージャズを聴いているような気がした。ピアノの上

川さんの演奏もシャープで良かった。人間は「考える葦」

であるばかりでなく，「歌う葦」でもあるようだ。 

                     （ミルク１） 

★演奏もすばらしかったのですが，トークもとてもよかっ

たです。オーボエ秘話，面白かったです。（おにさん） 

★広田さんのおしゃべりがおもしろかった。演奏は堅実で，

シューマンのアダージョとアレグロがよかった。北爪道

夫氏の「歌う葦」，現代音楽にしてはきれいな曲だった。 

（シロメダカ３３５７） 

★明るいところとくらいところがあって，音楽の楽しさも

分かってきます。    （ぽこあぽこ にきことこ） 

★オーボエ・ソナタでは，かけあっている所が，一人で演

奏しているように息が合っていて，きれいでした。オー

ボエの音は，太くてよく通る音で，オーボエはすごいと

思いました。       （ぽこあぽこ 小林 浬） 

★いろいろな音色がきこえておもしろかったです。オーボ

エのことをたくさん教えてくださってうれしかったで

す。           （ぽこあぽこ 中西 莉菜） 

★とてもきれいな音色で，素敵でした。歌心が伝わってき

て，感動しました！           （りんご） 

★ダブルリードで吹くのはむずかしいと思いました。とて

もひびいていてすごかったです。茶色のオーボエははじ

めて見ました。      （ぽこあぽこ 林 里咲） 

★とてもよかったです。          （桑原 渉） 

★ピアノの音がとてもきれいだった。脱力のしかたがすご

く上手だった。オーボエは曲の雰囲気にあった音色があ

って面白かった。            （ピアノ） 

★オーボエとピアノがとてもあっていて，とてもすごかっ

たです。オーボエもピアノも，とてもすてきな音でした。 

             （ぽこあぽこ 永井こはる） 

★なめらかな音を出すための工夫をされていた。（ひざを

まげて，のばすなど）世界一むずかしいといわれる楽器

で，なめらかな曲も楽しい感じの曲もうまくえんそうす

ることができていた。  （ぽこあぽこ 福岡 帆奈） 

★さいしょの曲がようきで楽しいのがわかった。 

（ぽこあぽこ 仁木ゆいか） 

★会場によくひびくオーボエの音があかるい場めん，くら

い場めんのメロディーをえんそうで，とてもしんがあっ

てよかったと思います。（ぽこあぽこ よしおか あん

な） 

★「こういう音はきれいだな」と思う音ばかりのえんそう

で，とても満足するえんそうでした。 

（ぽこあぽこ 濱田 共生） 

★本当にうたっているような楽器だなあと思った。 

した。         （ぽこあぽこ 岡久 涼葉） 

★体の動きがとてもとかったです。 

（ぽこあぽこ 川田 萌永） 

★曲の感じをだしながら，きれいにふけていてすごいなと

思います。ピアノのばんそうもおちついていてきれいで

した。          （ぽこあぽこ 松浦  花）                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広田智之例会のサイン色紙当選者 

仁木 琴子さん（ぽこあぽこ） 

森井 宏行さん  

桑原 実玖さん 

おめでとうございます。 

４月例会の会場でお受け取りください

広瀬悦子例会の運営担当のみなさん 

 

中筋さん，安田さん，原さん，中尾さん， 

森井さん，濱田さん・福岡さん（ぽこあぽこ），

橋本さん，三宅さん 

 

          おつかれさまでした。 
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◉ 2月例会に花を添えて頂きました。（※提供：大崎 訓子さん） 

＜花束の紹介＞               ＜アレンジ＞ 

ユリ、南天、                椿、スイセン 

椿、梅芽                  だし紫陽花  

木苺                                  ※ いつも、きれいなお花を 

                                                                                          ありがとうございます。  

                                                                                          

 

◉ 演奏者に花束を渡して下さった方の紹介         

2017年 10・11 月例会「広瀬 悦子／ピアノ・リサイタル」11/30（木）に、今回も沖野恵子さん門下生の 

岡久 涼葉さんが届けてくれました。ありがとうございました。 

 

広瀬さんのピアノの音色はとてもキラキラしていて、素敵でした。 

私もいつか広瀬さんのような音が出せるようになりたいなと思いました。 

私は、一番「ラ・カンパネラ」の演奏に感動しました。花束をお渡しで 

きてうれしかったです。                   （岡久 凛香） 

 

◉ 2018/4月例会（赤坂 智子/高橋 礼恵 ピアノ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん 

きかなそんそん   プレアデス  みゅーず    ハ長調   気まぐれ   みき    

ムーンリバーⅡ   ガーネット  かんやけ    ダリア   マリンブルー 

個人会員でお名前（性）の頭文字が「ヤ行」「ア～マ行」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 

 

◉ 事務局からのお知らせです。 
   

 ※ 第４９回定期総会を開きます。 

次の日程で第４９回定期総会を開催します。現在、会員の減少により、運営の厳しい状態が続いています。 

   運営委員会では、何とかこの状態を克服していきたいと考えています。大事な話し合いの場となると思い

ます。多くの会員のみなさのご参加をお願いします。 

＜総会議案書＞を同封しております。必ずお読みください。 

 

と  き ： ３月２５日（日） ｐｍ。1：30～4：30 

ところ ： 徳島市シビックセンター（アミコビル内）4F活動室 

 

※ 第４3回市民コンサート寄席   

  ５月２３日（水） 6：30pm. 

あわぎんホール  ４F 和室 
 

毎回好評の落語会。今年も開催します。 

出演者、演目は間もなく決定します。３月下旬より発売予定！ 

桂文我独演会   
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◉ 真に音楽を楽しむために ⑥ 

  今回は、先ごろ出た、徳島市の新しいホール建設構想について、考えてみたいと思います。 

 徳島市文化センターに代わるホールとして、おおよそ 20 年前から検討されて来た新しい芸術ホールですが、残念

なことに、市長が変わる度に構想が変わり、一から再検討されるという悲しい状況下に置かれ、巻き込まれた施設に

なっています。前回の終わりに、徳島の行政の文化度の低さを嘆きましたが、およそ文化行政の一貫性のなさは、情け

ない状態だといえましょう。 

 

今年度末に（3 月末）に発表することになっていた、新ホールの全体構想案も、三ヶ月遅れると発表されました。 

“案の定！”というところです。部分的に出て来た情報によると、大ホールが 1500 席、小ホールが 200 席程度の規

模。建設場所はすでに発表している、JR 四国他の所有する、現在は駐車場としている土地を充てる構想です。 

しかし、まだ取得に向けて交渉中のあくまでも候補地です！？他に、市の所有する広い土地があるにもかかわらず、

駅の隣というだけで決めた場所が、（しかも狭い）未だに交渉中とは？ 

まして、空き地ならまだしも、施設の大規模な撤去を伴う土地であること等々、問題点が山積しています。 

確かに、高松のサンポートホールのような、駅横の便利な場所にある例はありますが、2～3 倍 はある広々とした

場所にあります。このような場所に拘るなら、それなりに建築方法はあるはずです。県外の例をよく研究して頂きた

いと思います。（続く）                               企画部：小路常芳 

 

◉ 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 3/27（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 

 

 

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 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

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。

ホームページでのお問い合 

わせも多くなっています。 

http://concert-tokusima.com/
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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） 

6:30ｐｍ開場／7:00ｐｍ開演 

  

≪2018／6 月例会 618 回≫ 
 
小林 愛実 ／ピアノ・リサイタル 6/7（木）  

      ～ 2015年ショパン・コンクールファイナリスト “期待の新星” ～ 

   ６月例会にはピアニストの小林愛実さんを始めてお招きし  

ます。小林愛実さんは、２０１５年のショパン国際ピアノ・   

コンクールにてファイナリストに選出されました。 

現在、２２才ながらコンサート活動歴は長く、すでに１３年 

のキャリアです。これからより一層の飛躍が期待されていま 

す。今春には、リスト,ショパンを中心にした最新 CDの発売 

が予定されています。 

 

≪ 予定プログラム ≫ 
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第 14 番  

嬰ハ短調 ＯＰ.27-2「月光」 

ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第 26 番  

変ホ長調 OP.81a「告別」 

        ♠♤♠  休    憩  ♠♤♠  

リ ス ト ： 巡礼の年第２年「イタリア」より 

ペトラルカのソネット 第 ４７番                                                                                                      

〃     第１０４番                                                                     

〃    第１２３番 

  リ ス ト ： 巡礼の年第２年「イタリア」より                                       

「ダンテを読んで～ソナタ風幻想曲」   

 

≪これからの例会・ラインナップ≫ 
 

 8月例会  （619回）  

横坂 源   無伴奏チェロ・リサイタル    8/28（火） 

～ バッハ/無伴奏チェロ組曲の夕べ ～          

 11月例会  （620回）                                     

   萩原 麻未 ピアノ・リサイタル       11/26（月）       (横坂 源)             (萩原 麻未)  

 

＜ お知らせ ＞  

8 月例会に予定しておりました「小川明子/アルト・リサイタル」は、ご本人の体調不良により、延期とさせていただきます。

来年度に改めて、公演日を決定しますので、ご了承ください。                      


