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「良き聴衆が育っていく活動」に取り組みましょう
大阪支部　支部長　大村 益雄（１期、作曲）

あけましておめでとうございます。今年の更な
るご多幸をお祈り申し上げますとともに、皆様と
手を携えて、力強く歩み続けていきたいと願って
います。

大阪、中之島に1958年に建てられたフェステ
ィバルホールが、50年の時を経て、一昨年の春、
新しいフェスティバルホールに建て替えられ、早
いもので、丸二年になろうとしています。大阪フ
ィルは、創立者、朝比奈隆さんの時代から、私は
度々その演奏を聴く機会に恵まれています。
2003年、指揮者の大植英次さんに引き継がれ、
定期演奏会がシンフォニーホールで２日間にわた
って催されるようになりました。そして、東京か
らも音楽愛好者が駆けつけていると噂されるぐら
い盛況を極めました。新しいフェスティバルホー
ルに戻ってからも、２日間の演奏会が維持され、
ほぼ満席の聴衆を集めています。シンフォニーホ
ールの客席が1700席、フェスティバルホールは
2700席ですから、確実に大フィル定演の聴衆は
増えてきています。
関西における聴衆増加は、2005年に建設され

た兵庫県立芸術文化センターの運営実績に起因す
るところが大きいと思います。この芸文センター
が西宮に開館してから10年、オペラ公演や芸文
センター管弦楽団の定期演奏会などは、客席2000
の大ホールで、数日間にわたって開催されていま
すが、チケットの入手が困難であるほど聴衆が増
えてきています。音楽監督である佐渡裕さん（京
芸29期卒）の尽力も大いに寄与し、また、芸文セ

ンターから発行されているパンフレットの内容が
充実していて、広範囲なマーケティングも功を奏
して、その結果、幅広い聴衆組織が形成されるよ
うになりました。音楽内容とともに、報道、情宣
活動はとても大切なことなのです。
さらに、クラシック音楽を盛んにするためには、

良き聴衆が育っていかなくてはなりません。良き
聴衆とは、聴いた音楽を心の感動として評価でき、
それを、言葉で、態度で表わし、その感動・評価
が、他の聴衆や演奏家に伝わるようにできる、ア
クティブな聴衆のことだと思います。そして、次
回も友を誘って聴きに行こうと好奇心を持ち続け
られる人々のことです。まず、聴衆の数を増やす
ことによって、このような良き聴衆がだんだんと
育っていくのだと思います。
時あたかも、今年は真声会創設60周年、そし

て大阪支部は、再発足から30周年の年に当たり
ます（真声会創設から５年後に旗揚げしましたが、
一時休止）。さらに今年は、あの阪神・淡路大震
災から20年です。その上に立っての、真声会大
阪支部「ブリリアント・コンサート2015」が、
聴衆からも人気の高い「兵庫県立芸術文化センタ
ー」での初の開催と決まりました。今年の「ブリ
リアント・コンサート2015」を成功させるため
には、素晴らしい演奏内容の実現に取り組むとと
もに、これを機会に、的確な報道、情宣活動を行
い、良き聴衆を更に増やしていくための社会活動
へと、真声会大阪支部の「活動の輪」を広げてい
きたいと思っています。
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ブリリアント・コンサート2015

大阪支部主催コンサート

（世話役、副支部長・コンサート企画運営主担：大冨栄里子28期pf）

真声会大阪支部は、発足以来、ナマの音楽を広める
活動として、地域に根ざした「プロムナード・コンサ
ート」を40回続けてきました。その経験を土台とし
て、若い人たちに発表の場を、そして中央での公演を
めざして、2001年10月「フレッシュ・コンサート」
（於、ザ・フェニックスホール）を開始し、回を追う
ごとに変革を加えて、「ブリリアント・コンサート」
と銘打って、一昨年、数えて10回目となりました。
それを記念して、初めていずみホールで開催し、12
期から53期卒業まで幅広い年代の方々の出演となっ
て、大きな成功を収めました。
その勢いにのって、今年の「ブリリアント・コンサ

ート2015」が、人気の高い兵庫県立芸術文化センタ
ーで初の開催と決まりました。

今のご時世、「文化・芸術」がおろそかにされてい
る風潮を感じます。私たちは、人が生きていく上で欠
かすことができないものとわかっていても、どう説い
ていくかは大変難しいことです。音楽は社会に貢献し
ているのか？　クラシック音楽は生き残れるのか?　
と自問します。真声会でも、常に取り上げられている
課題です。

今回、これらの実践として、このコンサートを開催
するにあたって、出演者はもとより、周りの方々のサ
ポートがあってこそ成功を果たすことができる、とこ
れまでにも増して強く思っております。感動的な舞台
は、一人でも多くの人たちの力の結集から生まれるも
のと信じています。
抽選に申し込み、会場が確保され、いま、コンサー

ト決定をお知らせするという段階にたどり着いたとこ
ろです。現在、出演者募集についての要項、その他の
詳細について検討し、詰めておりますが、出演を検討
する意向のある方は、大冨まで質問等も含めてお問い
合わせくださいませ。また、進捗状況は、追々、この
会報や真声会大阪支部のホームページにてお知らせし
てまいります。

時あたかも、今年は、あの阪神・淡路大震災から
20年です。改めて、復興支援の意味を込めてのコン
サートにもしたいと思います。

ステージも客席も一体となったコンサートを作り上
げ、大きな感動と「京芸ここにあり」を大いにアピー
ルしたいものです。

2015年10月30日（金）午後7時開演（予定）
兵庫県立芸術文化センター 小ホール

出演希望者
を募集中！

＊3月31日（火）までに、下記あて、出演希望をお申し出ください。
＊ソロ、重奏、アンサンブルなど、特に制約はありません。
＊出演希望が多数の場合の可否や出演順は、世話役会合議で決めさせていただきます。
＊問い合わせ、大冨栄里子（090-8232-0780、otoya-mu@ezweb.ne.jp）へ

2015年10月30日（金）午後7時開演（予定）
兵庫県立芸術文化センター 小ホール

と　き

ところ

「ブリリアント・コンサート2015」開催に向けて
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ご紹介します

世話役、広報・ホームページ担当
＝住本紗恵（51期、声）

パソコンのすすめ！
パソコンはご堪能と推察して、6期の金森さんに
伺いました。

60歳を超えてから始めましたから、まだ10年余
りです。先輩のＯ氏から『消しゴムいらない、文章
の添削が簡単、少々無茶をしても壊れることはな
い』と勧められて、日本橋の電器屋街に中古のパソ
コンを買いに一緒に行ってもらって、お家のプリン
ターを無償でいただいて、最初一回だけの手ほどき
で、あとは我流でここまで来てしまいました。
画面の上部にいっぱい表示が出ていますが、触っ
ているうちに覚えますね。いまだに指一本でやって

ますが、別に不自由なくこなせています。
自分では信じられないことですが、出来るという

喜びは大きいです。自分の打った文章が活字になっ
て、プリンターから出てきたあの感激はいまも忘れ
ませんね。こんな簡単にできることならもっと早く
やればよかったと思っています。
ご年配の方、思い切ってアタックしてみてくださ

い。インターネットを開いてホームページを見たり、
情報が得られて知識も豊富になって、世界が広がり
ますよ。（談）

情
　
　報

2015年から大幅にリニューアルしました。
ご意見もいただきたいのです。
とにかく一度覗きに来てください。
アドレスは、
http://senri-music.com/shinseikai-osaka/
真声会大阪支部　と打ち込めば出てきます。

真声会大阪支部 検索

真声会大阪支部
の ホームページ

楽員募集
名古屋フィルハーモニー交響楽団 vn(tutti)、 
群馬交響楽団 vn(tutti)・va(tutti)、 
東京都交響楽団 hr(3番)・vn(tutti)・首席ob 
詳しくは、日本音楽家ユニオン関西地方本部　http://www.muj.or.jp/

文化・芸術関係の情報・求人情報
ネットTAM（トヨタ・アートマネジメント）　http://nettam.jp/



真　声　会　大　阪 No.1034

インフォメーション

♪大渕雅子ピアノリサイタル
2月8日（日）14：00／平野の家　わざ永々棟

（京都市北区北野東紅梅町11 TEL:075-462-0014）
＊大渕雅子（49期pf）
＊ドビュッシー：2つのアラベスク　ラヴェル：水の戯れ

シューマン：子供の情景　リスト：オーベルマンの谷　ほか
＊3,000円（お抹茶付）
＊問い合わせ：携帯090-5054-9513（大渕）

Mail ： mmf_konzert@yahoo.co.jp
＊真声会大阪支部後援

♪アンサンブル空音  室内楽コンサート vol.1
3月2日（月）19:00／モーツアルト・サロン（地下鉄・「南森町駅」、
JR東西線「大阪天満宮駅」①番出口より西北へ徒歩5分）
＊本庄ちひろ（51期fl）、 高橋幸子（51期ob）、 白子正樹（51期cl）、
田中裕美子（51期fg）、 岩井理紗子（50期hr）、 河合珠江（51期
pf）

＊プーランク：六重奏曲　タファネル：木管五重奏曲
ドゥメルスマン：「ウィリアムテル」の主題による華麗なるニ重奏曲
ほか

＊一般2,000円、学生1,000円（当日 各500円増）
＊お問い合わせ：075-801-1765（田中）

soraneconcert@yahoo.co.jp
＊真声会大阪支部後援

♪クラリネット、コントラバス、ピアノの愉快なトリオ
～たった3人のシンフォニー～
3月14日（土）15:00／ヒビキミュージックサロン リーヴズ

（北区西天満3-1-6辰野西天満ビル1F　☎06-6363-3060）
＊西川香代（45期cl）、平田昭浩（42期cb）、山田利恵（41期pf）
＊グリンカ：悲愴三重奏曲
モーツァルト：ソナタ 変ロ長調 kv.292（cl&cbによる二重奏版）
ベートーヴェン：交響曲 第2番 ニ長調 op.36（cl,cb&pfによる
三重奏版）

＊前売2,500円（当日3,000円）
＊問い合わせ：090-3721-9850（平田）
＊真声会大阪支部後援　

♪蔀幾世子、水野雅子ジョイントリサイタルvol.3
3月27日（金）19：00／兵庫県立芸術文化センター小ホール
＊蔀幾世子（30期pf）、水野雅子（26期pf）
＊モーツァルト＝グリーク：ソナタ K.545 ハ短調
グラナドス：スペイン奇想曲 op.39
トゥリーナ：5つのジプシー舞曲op.55より サロン-モンテ
インファンテ：アンダルシア舞曲　ほか

＊3,000円（3歳以上入場可）
＊電話：0797-57-2066（株式会社イーブンイフ）

♪東日本大震災復興支援チャリーティーコンサート
音楽を紡ぐ～バッハ平均律の世界～第2回
平均律クラヴィーア曲集第2巻全曲演奏会
3月29日（日）13：00／京都府立府民ホール アルティ
＊第1番・松村佳奈（31期pf）から第24番・阿部裕之教授（客演）ま
での全24曲を24人の京芸卒業生と関係者で奏でる。

＊一般2,000円（当日2,500円）学生1,500円（当日2,000円）
＊問い合わせ：075-762-5549（音楽空間ネイヴ）

♪澤田奈央子ピアノリサイタル
“パリの夜会”─洗練と情念
5月9日（土）17:00／阿倍野区民センター小ホール
＊澤田奈央子（59期）
＊フォーレ：ノクターンNo.6
ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ、夜のガスパールより“スカルボ”
ショパン：バラードNo.2、No.4　プーランク：ナゼルの夜会

＊一般2,000円　学生1,000円   全席自由
＊問い合わせ：06-6135-0503（大阪アーティスト協会）
＊真声会大阪支部後援

＊この欄への情報の提供、エッセイ、留学記など、投稿を
お待ちしています。 表紙記載の事務局か、
メールは、 kshige39@r2.dion.ne.jp へ。

編集後記
　今年は何かと周年の年で、思いを新たにさせる。なか
でも終戦70周年は重い。私は小学校1年生。ひもじい思
いは忘れないが、京都にいたので戦争体験はない。空
襲に遭って、いま命あることに感謝という先輩がいる。戦
争は絶対にダメ、と我々の中でも語り継いで、悟らねば。
映画作家の大林宣彦氏は「人間社会を平和にする力を
率先して発揮するのが文化・芸術です」と述べている。
我々の責任は重い。 （ｋ）

会費を納めてください
　大阪支部の年会費は、４月から翌年３月までの分とし
て、2,000円です。夫婦会員は、お二人で2,000円です。
振込用紙にその旨ご記入ください。
　なお、学生・院生・今春卒業の方は、今年度の支部会
費は免除です。入会の意志表示を事務局までお知らせく
ださい。
これまでに会員だった方で、今年度会費未納の方には振
込用紙を同封しています。
よろしくお願いいたします。
（振込用紙が入っていない
方は、すでに今年度会費を
お納めいただいた方です）


