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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）

（ヴィオラ）       （アコ―ディオン） 

 

バッハ ／ コーラル集より 

           人よ、汝の罪の大きさを嘆け （細川 敏夫編曲） 

                 主イエスキリスト、我汝を呼ぶ  BWV 639 

（F.バイヤー編曲） 

              目覚めよと、我らに呼ばわる物見らの声 BWV 645

（F.バイヤー編曲） 

 いざ来ませ、異邦人の救いよ BWV 659 

（F.バイヤー編曲） 

バッハ ／ チェロ組曲 5 番      （ヴィオラ・ソロ） 

ピアソラ ／ S.V.P.     （アコ―ディオン・ソロ） 

ピアソラ ／ バチンの少年  （アコ―ディオン・ソロ） 

ピアソラ ／ Sentido Uniko （アコ―ディオン・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 

 

http://concert-tokusima.com/
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≪≪ 曲 目 解 説 ≫≫  

                    

J.S.バッハ（1685～1750）：コラール集より  
 
 

◉「人よ、汝の罪の大きさを嘆け」（細川俊夫編曲） 

この曲はルター派の貴重なコラールとして知られ、バッハはオルガン小曲集（コラール前奏曲「大人よ、

汝の罪の大いなるを嘆け」）や、「マタイ受難曲」では、第 1 部を締めくくる楽曲として用いられていま

す。バッハの書いたメロディーではないながらもバッハの作品を通してこそ、より広く親しまれるように

なりました。今回は、細川俊夫氏によるヴィオラとピアノのための編曲版（2006）により演奏されます。 
 

◉「主イエス・キリスト、我汝を呼ぶ」BWV639（フランツ・バイヤー＜1922～2018＞編曲） 

ドイツのヴィオラ奏者で音楽学者の F.バイヤー編曲の「ヴィオラとピアノのための 6 つのコラール集

より」の中の 1 曲。元の曲は、バッハのオルガン小曲集の第 40 曲、聖変化のコラール。 
 

◉「目覚めよと、我らに呼ばわる物見らの声」BWV645（フランツ・バイヤー編曲） 

バッハのオルガン曲の中で最も後期のものに属する曲集で、一般に「シュプラー・コラール集」と呼ば

れている 6 曲の中の第 1 曲。この曲集（全 6 曲）は、バッハがライプツィヒの聖トマス教会カントール

だった時代に、ここで初演された自作の教会カンタータをオルガン曲として編曲したものです。これらの

バッハのオルガン・コーラルは、それまで見られた伝統的なオルガン・コーラルの域を脱し器楽的な新し

い様式を確立したものです。この第 1 曲は、1731 年にライプツィヒで初演された同名のカンタータ第

140 番の第 4 曲を編曲したものです。原曲のカンタータは、バッハのカンタータ中でも特に有名なもの

で、このコラール旋律は特によく知られています。 
 

◉「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」BWV659（フランツ・バイヤー編曲） 

バッハの最晩年のライプツィヒ時代の最後の時期に楽譜帳に記入された「18 のコラール前奏曲」の中

の第 9 曲。この曲集には、これと同じコラールに基づく曲が他に 2 曲ありますが、その 2 曲よりも特に

人気が高い曲です。 

 

J.S.バッハ（1685～1750）：無伴奏チェロ組曲第 5 番（ヴィオラ・ソロ）  
 

 6 曲からなる“無伴奏チェロ組曲”は、1720 年夏に、完成された‟無伴奏ヴァイオリンのためのソナ

タとパルティータ“と並んでバッハが作曲した旋律楽器による無伴奏の独奏曲の傑作として知られてい

ます。この“無伴奏チェロ組曲”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を十

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

しています。バッハの時代には、チェロという楽器はまだほとんど独奏楽器としての役割を持っていませ

んでした。そのことを考えるとこの作品は、音楽史の上でも重要な位置を占めています。この組曲は、当

時バッハが楽長を務めていたケーテンの宮廷楽団のチェロ奏者、F.C.アーベルのために書かれました。 

第 5 番ハ短調（BWV1011）は、前奏曲、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォットⅠ、ガ

ヴォットⅡ、ジーグという構成になっています。前奏曲はゆっくりとした荘重な序奏で始まり、続いて急

速な部分へと移っていきます。フランス風序曲に近い形で書かれています。続いて特徴的な付点リズムを

持つ哀愁を帯びた、アルマンド、フランス的な性格を持ったクーラント、瞑想的なサラバンド、活発なリ

ズムのものとなめらかな旋律のものが、対比的に置かれたガヴォットが奏された後、フランス的なジーグ

が来て終わります。 
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A.ピアソラ（1921～1992）：S.V.P 

 

 

A.ピアソラ（1921～1992）：バチンの少年 

 

 

A.ピアソラ（1921～1992）：Sentido Uniko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.ピアソラ（1921～1992）：タンゴの歴史 

         （1.酒場 1900 /2.カフェ 1930 /3.ナイトクラヴ 1960 /4.現代のコンサート） 
 

アストル・ピアソラは、1921 年にアルゼンチンでイタリア移民三世の子として生まれました。4 歳

の時に、一家でニューヨークに移住して、15 歳まで過ごします。その間はジャズに親しみ、ブロードウ

ェイのラジオ局やステージなどで、演奏をしました。その後、アルゼンチンに移住してからは、父のレス

トランで、バンドネオン奏者として活動します。また、1940 年から 5 年間ヒナステラに師事して、音

楽理論を学びます。1954 年には、フランスに渡り、パリで N・ブーランジェに師事します。しかし、

ブーランジェからタンゴこそが、ピアソラ音楽の原点であると指摘され、それ以降タンゴ革命を目指し、

新しい、自由なタンゴの可能性を追求していきます。 

「タンゴの歴史」は、1982 年にフルートとギターの二重奏のために作曲した作品です。4 曲からな

るこの作品は、20 世紀におけるタンゴの発展の歴史を描いています。1900 年代には、売春宿の気晴ら

しに過ぎなかったタンゴが、1960 年代には、ピアソラによって既製のタンゴの概念を破壊し、新しい

音楽としての萌芽が生み出され、現代ではタンゴ以外のクラシックの音楽家にも影響を与え、受け入れら

れ、演奏される音楽に変貌してゆくさまが 4 曲を通して描き出されていきます。 

 

A.ピアソラ（1921～1992）：リベル・タンゴ 
 

この題名は、「リベルタ（自由）」と「タンゴ」を合成して付けられたものです。全曲に渡り躍動するリ

ズム感とエネルギーに溢れ、ピアソラの曲の中でも特に人気の高いものです。この曲は、1973 年にピ

アソラが、ブエノスアイレスからイタリアに移った時に作曲されています。その時の気力充実が曲に反映

されています。 

何か始まる予感を感じさせるような伴奏に乗って、独奏楽器が哀愁を帯びた流れの良いメロディーを

演奏します。この主旋律は、通常ヴァイオリンで演奏されますが、最近はいろいろな楽器で演奏されてい

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）ヴィオラ 
 

桐朋女子高等学校音楽科卒業後リスト音楽院留学。  

その後桐朋学園大学ディプロマコースを修了。 

ジュネーブ音楽院にて今井信子に師事ならびに同  

校助教授に就任。ヌシャテル音楽院客員教授を経て 

現在デュッセルドルフ音楽院講師として後進の指 

導に当たる。2019 年よりミュンスター音楽大学教 

授、イタリアブレシア音楽アカデミー教授も兼任。 

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 

  ペース等に出演。海外では、ルツェルン音楽祭、ヴ 

  ェルビエ音楽祭、ザルツブルグ音楽祭、ラ・フォル  

ジュルネ、BBC プロムス、チャイコフスキー音楽 

祭、サンフランシスコ音楽祭など多数の音楽祭に招 

かれる。また、コンセルトヘボウ、ベルリン・フィ  

ルハーモニー、ロイヤル・アルバートホール、ウィーン・ 

ムジークフェライン、ザルツブルグ・モーツァルテウムホールなど各地の主要ホールにて室内楽、リ

サイタルに出演。これまでに、庄司紗矢香、樫本大進、ギドン・クレーメル、ミクロシュ・ペレーニ、ダ

ニエル・ホープ、メナハム・プレスラー各氏、エベーヌ・カルテット、クス・カルテット等と共演。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、ミュンヘン室内管

弦楽団、ジュネーブ室内管弦楽団等と共演を果たす。 

第 53 回ミュンヘン ARD 国際音楽コンクール・ヴィオラ部門第 3 位。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。 

 

 

           大田 智美（おおた ともみ）アコ―ディオン    

 

幼少の頃よりピアノを始め、10 歳からアコーディオンを江森登に師事。 

国立音楽大学附属音楽高等学校ピアノ科を卒業後、渡独。デトモルト音楽大学

アコーディオン教育学科、フォルクヴァンク音楽大学芸術家コースを経て、

2009 年 2 月同大学ソリストコース・アコーディオン科を首席で卒業、ドイ

ツ国家演奏家資格（Konzertexamen）を取得。御喜美江に師事。第三回 JAA

国際アコーディオン・コンクール上級の部、第 3 位入賞。 

2009 年夏に帰国後は、ソロや室内楽、新曲初演、オーケストラとの共演

等、幅広い分野において、日本をはじめヨーロッパやアメリカなど国内外での

演奏活動と共に、楽器についてのワークショップ＆コンサートを日本各地の

音楽大学で行うなど、特にクラシックや現代音楽の分野でのアコーディオン

の普及にも尽力し、この楽器の魅力と可能性を発信している。 

近年では、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、東京都交響楽団、仙台フィ

ルハーモニー管弦楽団、東京佼成ウインドオーケストラ定期公演、東京・春・

音楽祭、サントリーホールサマーフェスティバル、東京文化会館プラチナ・シリーズ、武生国際音楽祭、

久石譲＆ワールド・ドリーム・オーケストラ、井上芳雄による舞台「夜と霧」、NHKFM ベストオブクラ

シック等に出演。その確かな技術と音楽性を高く評価されている気鋭のアコーディオン奏者である。 
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バックステージ  ７月例会（米澤 傑 例会）の夕食会から 

  

米澤 傑さんとの夕食会は, 「米澤 傑を聴く

会」の方も参加されて行われました。 

  

米澤さんは，医師と声楽の仕事の「二刀流」をさ

れています。そこで，最初の質問は，このことをお

尋ねしました。 

 

 医師の仕事と声楽の仕事をどのように両立させ

ているのですか。 

 若いころから，医学の研究と歌にしか興味があり

ませんでした。いずれも長い苦しみがあり，喜びは一瞬です。声楽の練習は週末しか行いません。だから，

声帯を休めることができ，続けることができたのだと思います。現在，検診クリニックの院長を任されて

います。１日に１８０人の患者を診ることもあります．加えて産業医も２０いくつかやっているので，非

常に多忙です。ですから，週末しか練習できないということもありますが。 

ピアニストの今岡さんとの共演は，いつからですか。 

２０年ぐらい前に大阪の中之島公会堂で協演したのが初めてです。 

今岡さんから見て，米澤さんはどのような方ですか。 

声楽家は，ひっぱりだこだと声帯が摩耗するものですが，先生はそのようなことはありません。この歳

であんな声は出せるものではありません。先生の声帯は，生まれもったものだと思います。先生は，おけ

いこの時でもすぐ声が出ます。初めてお会いした時，こんな声の人がいることは驚きでした 

今回は，トスティをたくさん歌いましたが，どうしてですか。 

トスティのメロディは，甘美でつい口ずさみたくなるようなメロディがいいのでたくさん歌いました。 

でも，トスティだけではリサイタルが盛り上がらないので，最後にカンツォーネをプログラムに加えま

した。 

今回のリサイタルは，いかがでしたか。 

新型コロナウイルスの感染症の影響で，昨年から演奏会がありませんでした。今回，久しぶりに人の前

で歌いました。徳島の聴衆は，一生懸命聴いてくれました。今回歌ってみて，演奏者はお客さまあっての

ものだとあらためて思いました。 

 

今回のリサイタルで，声楽の楽しさをあらためて感じることができました。また，近い将来，米澤さん

のリサイタルの再演が実現することを楽しみにしています。               （機関紙部 

鎌田憲二） 

米澤  傑さんと今岡 淑子さん 

-5- 
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」」 

★オペラのいろんな歌がきけて，良かったです。  （とろろ） 

★久々の声楽（しかもテノール！），客席がいつになく賑やかで，

県出身アーティストを盛り上げようという雰囲気で，とても温

かい例会となった。これを機に会員が増えてくれると更に嬉し

い。                    （桑原 佳宏） 

★声楽をもっとふやして欲しい。           （岩見） 

★満場をおおう声に驚きました。素晴らしい声量でした。 

★久しぶりのテノール，素晴らしかったです！ 

（アルカディア 天野 大） 

★全てに感動しました。素晴らしい歌声に魅了されました。 

★歌はたくさんで堪能しました。人柄が伝わるトークをもっと入

れると歌がより引き立ったか？ 

★芸術と学術の両方を極められたすがすがしさのようなものを感

じた。ピアノの演奏も情熱的で美しかったです。すばらしい時

間をありがとうございました。         （マミさん）            

★生のステージのすばらしさにたっぷりと満たされました。 

               （たおのプーさん 田尾 智子） 

★素晴らしい。感激しました。 

★イタリアの晴れた青空の下へ，一時連れて行ってくれました。

楽しかった。観客が多いというのは盛り上がって良いですね。

久しぶりの感じでした。梅雨とコロナを吹き飛ばしてくれまし

た。                               

★「なると」のきょくのときに，はくしゅがいっぱいあったので，

ゆうめいなのかなとおもいました。ひいてみたいなとおもいま 

 

 

 

 

した。             （ぽこあぽこ きだ りお） 

★久しぶりのコンサート参加で気持ちが晴れました。 

★声の高さや音ていがあっていてじょうずでした。こえもきれい 

でした。ぼくも米澤さんみたいにきれいなこえでうたいたいで

す。          （ぽこあぽこ おおにしりょうすけ） 

★歌はイタリアやフランスの歌曲やアメリカの「ムーンリバー」，

日本歌曲にいたるまで，得意の美声でこれでもかという感じで

歌う。参りました。         （シロメダカ３３７７） 

★うつくしいこえでうたい，ピアノはきれいなねいろで，かいじ

ょうぜんたいにひびくこえがいいと思います。もう，とてもょ

うずとしかいうことができません。さらに，かなしいきょくも

きれいにうたえるのがすごいと思いました。 

（ぽこあぽこ あら川えんじゅ）    

★全部よくて，力強い歌声でした。ほとんどわからない言葉で，

よく分からなかったけど，「鳴門」や「初恋」「出船」などは，

日本語がよく聞こえたので，よく分かりました。力強い声と美

しい音のピアノがよくあっていました。 

（ぽこあぽこ 荒川 瑞幸） 

★低い声がよく通って，ひびいていました。ピアノとテノールが

息ぴったりですごかったです。身ぶり手ぶりで歌っていて表現

が伝わってきました。音をのばして歌うところ，こんなにのば

せるんだな，とてもおどろきました。力強い歌声が印象に残り

ました。            （ぽこあぽこ 永井 小遥） 

★いまおかよしこさんは，この清らかな住まいのきょくで手くび

がつかえていました。「なると」のきるところは，ちゃんときっ

ていて，きもちがかわってきました。かわいい口もとがたのし

かったです。         （ぽこあぽこ よしもとはな） 

★芯のある歌声で，一声一声にちゃんと感情がこもっていた。故

郷に対する愛が深いということが伝わってきた。ピアノも繊細

でとてもきれいだった。       （ぽこあぽこ 松浦 花） 

★初めて歌声をきいたとき，肺活量と声量がすごいなと思いまし

た。外国語は分からなかったけれど，ピアノと歌の表現で，曲

の情景が伝わってきました。すごく大きな声で表現もしながら，

人前で歌うことができるのがほんとにすごいなと思いました。

生のステージのすばらしさにたっぷりと満たされました。  

～米澤 傑 テノール・リサイタル～                     

2021年７月８日（木）あわぎんホール 
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これからも応援しています。   （ぽこあぽこ 佐野 由衣） 

★音と声の大きさがおなじぐらいで，すごく気もちがつたわって

きました。         （ぽこあぽこ お田しゅんすけ） 

★医者で学者なのに，プロ顔負けの声を出していろいろ歌えるも

のだと感心した。才能をひとりじめにしている。 

（アルプス一万尺） 

★本格的なリサイタルですばらしかったです。何曲も歌い続けて

すごいですねネ！！ピアニストもすばらしかった。感動しまし

た。 

★イタリアに行った気持ちになりました。若々しく，声量豊かで

素晴らしかったです。伴奏者も大変良かったです。（すみれ） 

★音楽のことはよくわからないけど，気持ちのよい迫力のある 

歌声に感動しました。  

★日本語の歌がイタリア歌曲のように聞こえた。ピアノが良かっ

た。 

★すばらしい歌声で感動しました。コロナ禍で合唱活動ができず

気落ちも沈んでいましたが，歌声を聞き，私自身も歌っている

気分になりました。 

★声量の豊かさに圧倒されました。 

★若々しい声で元気をもらった。日本語の歌もあってよかった。 

★最後まで迫力のある声に圧倒されました。 

★とても素敵な歌声に感動しました。  

★とても力強く美しく華やかなテノール。気持ちの良いコンサー

トでした。 

★徳島県の誇りに思います。どうぞ世界をまたに益々御活躍を祈

っています。                 

★力強く，高音がさすがに感動しました。伴奏者である今岡氏，

素晴らしい。 

★にぎやかで良かった。二足のわらじ，素晴らしい！ 

（コスモス 加藤 孝子） 

★「二足のわらじをはく」米澤傑さんのリサイタルに期待をもっ

て参りましたが，期待をはるかに上まわる迫力のあるテノール

に感激したしました。これからも，どうぞご活躍されますよう，

心からお祈りいたします。素晴らしい声量と伸びのある高音部

の美声に魅了されたコンサートでした。ブラボー！！ 

（シュウバア） 

★この時期，よくぞやってくれました。 

 

★どこまでも届くすばらしい声に感動しました。 

★歌曲，映画音楽，民謡など，多種なバラエティーに富んだ曲で

それぞれ楽しませて頂きました。テノールの美しい声に聞きほ

れました。 

★世界的なテナー歌手の独唱を拝聴できて幸せです。 

 

 

米澤 傑 例会 色紙当選者 

荒川 縁珠さん（ぽこあぽこ） 

久米 英俊さん（アルプス） 

バルネケマミ 

 

おめでとうございます。 

 

１０月例会の会場でお受け取りください。 

７月例会の運営担当 

  

大西さん（ひえ畑） 

田浦さん（みゅーず） 

松本さん（ハ長調） 

荒川縁珠さん・荒川瑞幸さん（ぽこあぽこ） 

佐尾山さん，桑原さん，加林さん, 

清水和彦さん，清水律子さん 

           おつかれさまでした。 
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◉ 7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 

              グラジオラス             ヒペリカム                     

              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 5 月例会「菊池 洋子/ピアノ・リサイタル」（5/31）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）   

                  

        今回、菊池洋子さんに花束を渡させていただきました。 

      菊池さんが弾くピアノは、表現力があって、一音一音 

      とても楽しそうに弾いていました。 

       私も菊池さんのようなピアノを弾けるように 

なりたいです。 

       ありがとうございました。  （永井 小遥） 

                  

                                             

◉ 2021/10月例会（赤坂＆大田/デュオ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん  
 
 

 スターダスト      コスモス      救援会      さつき       

1 丁目 7 番地      あさひ学園          フラワー     希望 
 

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

※ 運営サークル会・日程：9/30（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 50回 市民コンサート寄席 

≪桂 文我 独演会 第５０回記念公演≫                      

と き ： １１月上旬予定  P.M.6：3０ 開演 

ところ ： あわぎんホール  4F 和室 

入場料 ： 2,500 円 

 

※  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‼                 
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◉ 県立ホール考  
 

前回、ホール音響について考える。ということで、[響を磨く/音響設計家・豊田泰久の仕事]という本 

   をご紹介しましたが、今回はさらに詳しく豊田氏の仕事をご紹介したいと思います。 

皆様方の中にも、サントリー・ホール(東京・赤坂)へ行かれたことが有ると思います。世界的にも最上 

級にランクされる素晴らしい音響の、このホールの音響設計の中心人物が、豊田泰久氏なのです。このホ 

ールの成功により、豊田泰久の名が、世界中に響わたることになります。何故なら、世界各国から演奏旅 

行で来日したオーケストラや指揮者が、サントリー・ホールの音響は素晴らしいと、帰国して話題にし始 

めたからです。 

「日本へ行ったら、サントリー・ホールで演奏しなさい。素晴らしい響のホールだ！世界最高のホールだ 

！」と。 

中でも、音に敏感なオーケストラ奏者や、指揮者が注目しました。アメリカやヨーロッパの国々では、 

オーケストラが各々専用ホールを持って活動しています。（残念ながら、日本では、そんな贅沢は許され 

ません。音楽文化の成り立ち、歴史に大きな差があります。また、自治体の公共ホールを中心に、整備さ 

れてきたことも要因です）となると、実権の有る指揮者や音楽監督、支配人は、マイホールの建て替えの 

時は、音響設計はトヨタに依頼しよう！（自動車のトヨタではありません）となります。 

ヨーロッパでも、時期的に大戦後に建てたホールが、建て替えの時期を迎えていたことも追い風になり 

ました。（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 10/20（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 

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。 

-9- 

http://concert-tokusima.com/
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ぷプログラムプ

ログラム 

                

12 月及び 3 月例会は、 

シビックセンター・さくらホール 

（※あわぎんホール改修工事のため） 

       
 

≪2021／12 月例会 第 635 回≫ 
 
広瀬 悦子/ピアノ・リサイタル  12/3（金） 

 

   徳島市シビックセンタ―・さくらホール (18：00 開場 18:30 開演) 

 
 
 

  今年の最終例会は、4 年ぶりに、ピアニストの広瀬悦子さんを 

お招きします。 

現在、フランスと日本を拠点に世界各地で、演奏活動を繰り広 

  げておられますが、多彩なレパートリーに加えて、ライフワーク 

として熱心に取り組んでおられるのが、あまり知られていない作 

曲家の佳作を掘り起こし、演奏、紹介していく活動です。 

毎年 1 枚くらいのペースで、その成果を CD でも発表し続けてお 

られます。今回のプログラムでも、ヴラディゲロフで、その一部 

を聴くことが出来ます。 

 

また、ベートーヴェン第九のピアノ・ソロ版（カルクブレンナー編曲）も 

楽しみです。ご期待ください！ 

 
 

予定プログラム 

 

➢  シューマン            / 幻想小曲集 OP.12 （全 8 曲） 

➢  ヴラディゲロフ        / ブルガリア組曲 OP.21 より№2「歌」、№4「ラチェニツァ」 

➢  バッハ（サン＝サーンス編） / ラルゴ（無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3 番～第 3 楽章）  

➢  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        / 交響曲 第 9 番より第 4 楽章「喜びの歌」 （ピアノ・ソロ版） 
（リスト/カルクブレンナー編）  

                            

          
 ☆ 2022 年 3 月例会 ≪636 回≫           

    
   ハンスイェルク・シェレンベルガー（オーボエ） 

＆アナ・シュース（ハープ）/デュオ・リサイタル   
               

      3 月 15 日（火）   18：30～ 
                     

   徳島市シビックセンタ―・さくらホール 
 
 

   ＜予定プログラム＞ 
     

     

                            未  定                           

 


