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ブリリアント・コンサート2015 開催迫る

真声会創立60周年記念

ブリリアント
コンサート

2015

「ブリリアント・コンサート２０１５」が間近に迫ってまいりました。
今年は、真声会が発足して60年になります。
新進気鋭の若手から生涯現役の大ベテランまで、
ソロあり、アンサンブルあり、バラエティ豊かな演奏を繰り広げます。
記念演奏会への、みなさんの参加協力をお願いいたします。
会場で懐かしい顔に出会えるかも。
秋の宵、周りの方を誘って、是非ともお出かけください。

井上　元気 （テノール,  59期・院2回生）
佐野　良太 （ピアノ,  院1回生）

O.レスピーギ　古い歌に寄せて
F.チェスティ　愛しい人の周りに
G.ビゼー　花の歌～オペラ「カルメン」より

場野まりな （ヴァイオリン,  59期）
場野　公子 （ピアノ,  26期）

E.ドホナーニ　 ヴァイオリン・ソナタ ト短調 作品21   第1・3楽章

中村　太紀 （ピアノ,  57期）

I. ストラヴィンスキー　 ペトルーシュカからの三楽章
第一楽章  ロシアの踊り
第二楽章  ペトルーシュカの部屋
第三楽章  謝肉祭の日

大渕　雅子 （ピアノ,  49期）

F. ショパン　アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22
 
松田　美紀 （クラリネット,  27期）
小﨑恵理子 （ヴィオラ,  30期）
紺谷　晶子 （ピアノ,  27期）

M.ブルッフ 　「8つの小品」作品83より　Ⅰ Ⅲ Ⅶ
 
河村さと子 （ソプラノ, 16期）
武田　直子 （ピアノ, 48期）

R.ワーグナー　夢 ～「ヴェーゼンドンクの5つの歌曲集」より
R.ワーグナー　歌の殿堂 ～楽劇「タンホイザー」より
G.プッチーニ　この殿堂には ～オペラ「トゥーランドット」より
G.プッチーニ　歌に生き、愛に生き ～オペラ「トスカ」より

10月30日（金）19:00開演
兵庫県立芸術文化センター
神戸女学院小ホール
チケット 2,000円（全自由席）

＜出　演＞ 
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総 会 が 盛 会 に 開 か れ ま し た総 会 が 盛 会 に 開 か れ ま し た総 会 が 盛 会 に 開 か れ ま し た

　毎年の恒例となった総会前の記念催事は、前半はバロ
ックダンスの樋口裕子さん、ピアノ今井彩香さんによる
実演とお話し、後半は真声会会長大村益雄さんに世界の
辺境地を訪ねた体験談をお聞きしました。

　まず、真紅の宮廷ドレスに身を包んだ樋口裕子さんが
登場すると会場はパッと華やいだ空気に…、クーラント
の踊りから始まりました。17～18世紀にかけてフラン
ス国王ルイ14世の下で花開いた贅沢で華やかな宮廷生
活、その社交界の催しとして行われた舞踏会では貴族の
上下関係や序列があり、楽しみとはいえ厳粛なムードが
漂っており、その日のために貴族たちは熱心に練習に取
り組んでいたそうです。クーラントは儀式の最高格の踊
りとして会の始めにペアダンスとして踊られていたが、
17世紀末にはメヌエットに取って変わられていった。
メヌエット、そしてサラバンドの踊りへ。

　メヌエットは同じ三拍子でもクーラントとは大きく違
い、小刻みに動く６つの動き、２小節を１つの単位でと
る。サラバンドは一般的に遅い、重いのイメージがある
が、様々なステップを組み合わせた表情豊かで、むしろ
動きのある踊りである。ピアノの今井彩香さんによる弾
き比べ実演もあり、今回の樋口さんとの共演を通じて、
「どのように解釈して弾くのかの答えは一つではないが、
元の形がどのようであったのかを知っていることはとて
も大事だと思った。」と話されました。バロックダンス
は、伝承されていないが、1700年にフランスで出版さ
れた舞踏譜が残っており、それを見ると当時どんな音楽
でどんな風に踊っていたのか知ることができるそうです。
　20世紀半ばになってバロック音楽とクラシックバレ
エのルーツを研究するプロジェクトがあり、様々な資料
をひも解く中で当時の様子をかなり知ることができるよ
うになったが、その解釈には差があり、それはこれから
も日々変化していくでしょう、と。軽やかなステップの
ガヴォットに続いて最後はフランス様式のジーグの踊り
で幕。
　何とも凛と美しく艶やかな踊り、そしてそれにぴった
り寄り添う清楚なピアノの響き、当時の舞踏会にタイム
スリップしたかのようなうっとりため息の出る贅沢な時
間でした。

　小休止を挟んで後半は大村さんのご登場、熱気の残る
バロックダンスの感想を述べられて本題へと入られまし
た。

　多くの危険な目に遭いながらも今もなお、世界の奥地
へと度々出かけられる大村さんですが、在職中に先進国
を多く訪れ、その文化に触れるうちに、未開文化をもっ
と知りたい、人間のルーツを探りたい、と強く思われる
ようになったそうです。
　車（ランドクルーザー）で、ガソリン、水、食料をつ
んで、電気もガスもない未開地へ。小麦粉やトウモロコ
シをお土産に、部族の酋長と交渉してやっと村に入るこ
とが許される。体を飾っておしゃれする裸のスルマ民族、
赤土を塗って体を守るナミビアのヒンバ族、野生でなく
家畜化して食べるマサイ族は社会の在り方の見識を持っ
ている。チベットから亡命して、インド最北部におられ
るダライラマのお話を直接聞くなどなど。現地で自ら撮
ってこられたリアリティ溢れる原住民たちの多くの写真
を拝見しながら、原住民と直に触れ合ったお話を伺うう

ちにいつの間にか心が満たされてゆくようだった。酋長
は威張っておらず、人の世話をよくする、貰ったものは
みんなに配る、よって信頼された存在である。祖先を崇
拝し、みんなで力を合わせて自分たちの文化を守ってい
る、そこには人間の本来あるべき姿、素晴らしい精神文
化が息づいている、と大村さんはおっしゃる。

　地球温暖化、そして第三次世界大戦の勃発が憂慮され
る近未来の世界情勢について、決して巻き込まれること
なく、お互いの文化を理解し認め合いながら、少しでも
良い方向に導いてゆくことが今求められている、と締め
くくられました。

　少年時代の探検ごっこのようなわくわくドキドキ感を
今も持ち続けて旅をなさる大村さんの尽きぬ好奇心に脱
帽でした。
　
　 第 2 部  総  会
　 
　その後、場所をいつもの「珈琲苑」へ移して総会議事
と懇親会。
　総会議事では、別掲の通り報告と承認が行われました。
ブリリアント・コンサートの持ち方について、出演者の
負担を少なくして同窓会のコンサートとして臨むために
どのようなことをすべきかなど意見交換を行いました。
懇親会は先ほどの出演者を囲んで歓談、久しぶりに出席
いただいた方々との懐かしい対面、近況などをうかがい、
和やかなひとときを過ごしました。

出席者全員で、はい !! ポーズ !

現地写真をかざして話す大村さん本番を終えて樋口さんと今井さん
（レポート：大冨栄里子・28期）

①“バッハの舞曲って、どんな踊り？”
　～実演とそれぞれの舞曲の解説～
　　　　　　バロックダンスとお話　樋口裕子さん
　　　　　　　　　　ピアノ演奏　今井彩香さん
　　１．クーラント （バッハ作曲「フランス組曲第１番」）
　　２．メヌエット （バッハ作曲「フランス組曲第１番」）
　　３．サラバンド （バッハ作曲「フランス組曲第５番」）
　　４．ガヴォット （バッハ作曲「フランス組曲第５番」）
　　５．ジーグ （バッハ作曲「フランス組曲第２番」）

②講演
　“世界の辺境地の「自然と人と文化」を訪ねて”
　　　　　　　　　　　　お話し　大村益雄さん

と　き：
　　2015年6月13日（土）午後2時
ところ：
　　北区西天満　モーツアルト・サロン
　　と「珈琲苑」

第1部　記念催事
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　毎年の恒例となった総会前の記念催事は、前半はバロ
ックダンスの樋口裕子さん、ピアノ今井彩香さんによる
実演とお話し、後半は真声会会長大村益雄さんに世界の
辺境地を訪ねた体験談をお聞きしました。

　まず、真紅の宮廷ドレスに身を包んだ樋口裕子さんが
登場すると会場はパッと華やいだ空気に…、クーラント
の踊りから始まりました。17～18世紀にかけてフラン
ス国王ルイ14世の下で花開いた贅沢で華やかな宮廷生
活、その社交界の催しとして行われた舞踏会では貴族の
上下関係や序列があり、楽しみとはいえ厳粛なムードが
漂っており、その日のために貴族たちは熱心に練習に取
り組んでいたそうです。クーラントは儀式の最高格の踊
りとして会の始めにペアダンスとして踊られていたが、
17世紀末にはメヌエットに取って変わられていった。
メヌエット、そしてサラバンドの踊りへ。

　メヌエットは同じ三拍子でもクーラントとは大きく違
い、小刻みに動く６つの動き、２小節を１つの単位でと
る。サラバンドは一般的に遅い、重いのイメージがある
が、様々なステップを組み合わせた表情豊かで、むしろ
動きのある踊りである。ピアノの今井彩香さんによる弾
き比べ実演もあり、今回の樋口さんとの共演を通じて、
「どのように解釈して弾くのかの答えは一つではないが、
元の形がどのようであったのかを知っていることはとて
も大事だと思った。」と話されました。バロックダンス
は、伝承されていないが、1700年にフランスで出版さ
れた舞踏譜が残っており、それを見ると当時どんな音楽
でどんな風に踊っていたのか知ることができるそうです。
　20世紀半ばになってバロック音楽とクラシックバレ
エのルーツを研究するプロジェクトがあり、様々な資料
をひも解く中で当時の様子をかなり知ることができるよ
うになったが、その解釈には差があり、それはこれから
も日々変化していくでしょう、と。軽やかなステップの
ガヴォットに続いて最後はフランス様式のジーグの踊り
で幕。
　何とも凛と美しく艶やかな踊り、そしてそれにぴった
り寄り添う清楚なピアノの響き、当時の舞踏会にタイム
スリップしたかのようなうっとりため息の出る贅沢な時
間でした。

　小休止を挟んで後半は大村さんのご登場、熱気の残る
バロックダンスの感想を述べられて本題へと入られまし
た。

　多くの危険な目に遭いながらも今もなお、世界の奥地
へと度々出かけられる大村さんですが、在職中に先進国
を多く訪れ、その文化に触れるうちに、未開文化をもっ
と知りたい、人間のルーツを探りたい、と強く思われる
ようになったそうです。
　車（ランドクルーザー）で、ガソリン、水、食料をつ
んで、電気もガスもない未開地へ。小麦粉やトウモロコ
シをお土産に、部族の酋長と交渉してやっと村に入るこ
とが許される。体を飾っておしゃれする裸のスルマ民族、
赤土を塗って体を守るナミビアのヒンバ族、野生でなく
家畜化して食べるマサイ族は社会の在り方の見識を持っ
ている。チベットから亡命して、インド最北部におられ
るダライラマのお話を直接聞くなどなど。現地で自ら撮
ってこられたリアリティ溢れる原住民たちの多くの写真
を拝見しながら、原住民と直に触れ合ったお話を伺うう

ちにいつの間にか心が満たされてゆくようだった。酋長
は威張っておらず、人の世話をよくする、貰ったものは
みんなに配る、よって信頼された存在である。祖先を崇
拝し、みんなで力を合わせて自分たちの文化を守ってい
る、そこには人間の本来あるべき姿、素晴らしい精神文
化が息づいている、と大村さんはおっしゃる。

　地球温暖化、そして第三次世界大戦の勃発が憂慮され
る近未来の世界情勢について、決して巻き込まれること
なく、お互いの文化を理解し認め合いながら、少しでも
良い方向に導いてゆくことが今求められている、と締め
くくられました。

　少年時代の探検ごっこのようなわくわくドキドキ感を
今も持ち続けて旅をなさる大村さんの尽きぬ好奇心に脱
帽でした。
　
　 第 2 部  総  会
　 
　その後、場所をいつもの「珈琲苑」へ移して総会議事
と懇親会。
　総会議事では、別掲の通り報告と承認が行われました。
ブリリアント・コンサートの持ち方について、出演者の
負担を少なくして同窓会のコンサートとして臨むために
どのようなことをすべきかなど意見交換を行いました。
懇親会は先ほどの出演者を囲んで歓談、久しぶりに出席
いただいた方々との懐かしい対面、近況などをうかがい、
和やかなひとときを過ごしました。

出席者全員で、はい !! ポーズ !

現地写真をかざして話す大村さん本番を終えて樋口さんと今井さん
（レポート：大冨栄里子・28期）

①“バッハの舞曲って、どんな踊り？”
　～実演とそれぞれの舞曲の解説～
　　　　　　バロックダンスとお話　樋口裕子さん
　　　　　　　　　　ピアノ演奏　今井彩香さん
　　１．クーラント （バッハ作曲「フランス組曲第１番」）
　　２．メヌエット （バッハ作曲「フランス組曲第１番」）
　　３．サラバンド （バッハ作曲「フランス組曲第５番」）
　　４．ガヴォット （バッハ作曲「フランス組曲第５番」）
　　５．ジーグ （バッハ作曲「フランス組曲第２番」）

②講演
　“世界の辺境地の「自然と人と文化」を訪ねて”
　　　　　　　　　　　　お話し　大村益雄さん

と　き：
　　2015年6月13日（土）午後2時
ところ：
　　北区西天満　モーツアルト・サロン
　　と「珈琲苑」

第1部　記念催事
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総会出欠の返信はがきに

お書きいただいた「近況」です。

紙面の都合で

一部割愛しましたこと、

お許しください。

近　況近　況近　況
〈コンサートと講演会＝会員・一般共、約24名参加　総会と懇親会＝20名参加（1期～54期）〉

〈2014年度まとめ〉
・2014年度総会とサロン・コンサート,講演会（6.22モーツアルト・サロン＆珈琲苑）
・支部報101号（2014.5.25）、102号（9.20）、103号（2015. 1.15）発行
・世話役会（8回、部会・事務局会議共）
・後援名義使用承認（年度内承認）14件

昨年は5月と12月に大腸ガンを切除。年齢的に何かあ
るのが当たり前の様に言われました。今年8月曾孫（孫
娘の）の顔を見るまでは頑張らないと、と。若い方に元
気一杯頑張ってもらって下さい。いつもお世話になり有
難うございます。

山田　隆子（3期vn）

田舎住まいとなり6年目、出かけることが少なくなり
自宅でのんびりマイペースの生活をして居ります。

三村　光子（4期pf）

毎度お世話になります。所用にて総会と懇親会の出席
になります。よろしく。NPO事業をやっており、少々
忙しい日々の続くことがあります。

小村　賢治（8期cl）

大阪支部に入会して以来、一度も総会他コンサートに
も足を運べておりません。お世話いただいている皆々様
にはとても申し訳なく思っておりますが、いまだ前立腺
がん経過観察中につき、ご了承ください。

向井　勇夫（13期perc）

いつも本当にお世話になります。あいにく、ひかり園
の行事と重なり心ならずも欠席させていただきます。

本部役員を終えましたので、また、いろいろと手伝わ
せていただきます。

松本　真理子（15期perc）

門下生の一人が神戸でリサイタルを開催する時間帯と
重なっているので失礼致します。ご盛会をお祈り申し上
げます。『還暦までの5か年計画』を考え、第1年の
2014年はパイプオルガンのリサイタルを開催致しまし
た。（後援、チラシ配布等、お世話になり、ありがとう
ございました！）今年は先ず、門下生2人×2組のジョ
イントコンサートやリサイタルを支援。やっておきたい
ことを順次実行しながら、2018年までたどり着けたら
良いな～と思っております。今後ともよろしくお願い申
し上げます。

三森　尚子（26期pf）

7/3に実家がある明石周辺に在住の門下生を中心にフ
ルートアンサンブルの演奏会を開催いたします。発表会
は以前からやっていましたが今回は一演奏者として同じ
舞台に立つので、いつもの演奏会とは違った緊張感をす
でに感じています。今後も継続的に出来れば良いなあと
思っています。

大江　浩志（27期fl）

もう何年も真声会の活動に参加出来ず、申し訳ありま
せん。学校の方はもう強制異動間違い無しと思っていた
ところが、首席という立場となり（一応昇任です）、引
き続き母校でとどまっています。「ものすごく多忙」と
いうことは無いのですが、ストレスは倍増しています。
そんな中、4年ぶりにソプラノの方と（やはり高校教員
です）ジョイントリサイタルを行うことになりました。
体力・気力の確実なおとろえを自覚しながらも何とかや
り切るつもりです。ちなみに10月17日（土）17時開演、
SAYAKAハーモニーホール（大阪狭山市文化会館小ホ
ール）で入場無料です。

石毛　明生（28期pf）

いつもお世話になりましてありがとうございます。
6/13に所用があり、伺えません。申し訳ございません。
10/28が自主公演リサイタルですので、出演のタイミン
グとしては悩ましいところです。仕事は「人」なりと言
いますが、演奏も究極は「人」なりだと思います。昨今
特にこのことを考えさせられる場面に遭遇するように思
います。

蜂谷　葉子（29期pf）

オーディション審査と重なってしまい、残念ながら出
席できません。またみなさまにお目にかかれる日を楽し
みにしています。

佐々　由佳里（30期pf）

中部支部の委員をさせていただいております。大阪支
部の活動はいつもすばらしく、参考にさせていただいて
おります。

村上　栄子（31期作曲）

両親が高齢になり京都の実家に引っ越しました。今ま
で大変お世話になりありがとうございました。4月から
「子供の音楽教室」の特別研究員に採用していただきま
した。大村先生他、様々な方々のご好意が身に染みます。
自分の出身である教室に関わることができることにご縁
の不思議とありがたさと絆を感じております。本当にあ
りがとうございました。

釋　まなみ（32期声）

4月に島本町立歴史文化資料館でのリサイタルの他、
合唱の伴奏、後進の指導等の活動を続けております。
13日は仕事のため欠席させて頂きます。

片野　涼子（35期pf）

いつもお世話に成り、ありがとうございます。勝手を
致して申し訳ありませんが、まだパリ在住です。宜しく
お願い申し上げます。

上敷領　美絵（48期pf）

6/13の総会とABC新人コンサートの日程が重なり、
今回は残念ながらうかがうことができませんが、次回は
ぜひ参加したいと思っております。

若井　亜妃子（53期pf）

13日はレッスンと演奏会出演の為、出席できません。
姉とのピアノデュオや、京芸フルートの田呈媛さん、
Vnの岡田真実さんとのトリオ、その他ヴァイオリニス
トや声楽家とアンサンブル活動を頑張っております。
2015年10月24日（土）に神戸芸術センターにてリサイ
タルを行います。またご連絡させていただきます。どう
ぞ宜しくお願い致します。

宋　和映（55期pf）

現在、ドイツ・ベルリン芸術大学留学中。2015年、
第7回神戸芸術センター記念ピアノコンクールで金賞を
受賞させていただきました。

北端　祥人（56期pf）

2015年度 真声会大阪支部総会報告事項

2014年度　真声会大阪支部　会計報告
（２０１４．４．１～２０１５．３．３１）

＜収入の部＞
前年度繰越金 １,８０７,０７１
会  費 ２７２,０００
支部援助金 ２４７,０００
雑収（銀行利息）  ８８

　　　　計 ２,３２６,１５９

＜支出の部＞
印刷費（支部報3回と封筒作製　他）　 １９２,７４４
交通、通信費 １００,１５４
総会費 ６１,６６９
会議費 ７７,２０２
事務費 ６,５５６
事業費（ブリリアント・コンサート前払金） ８５,９０８
雑費（振込手数料）　 ４３２
次年度繰越金 １,８０１,４９４
　　　　計 ２,３２６,１５９

次年度繰越金（内訳）

監査の結果、上記の通り相違ありません。

　２０１５年６月１３日

会計監査　竹 内　惠 子　㊞

飯 田　真 基　㊞

郵便局 １,２４８,７９６
三井住友銀行 ４１８,９５６
現金 １３３,７４２
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インフォメーション

編 集 後 記

＊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。

会費を納めて下さい

♪一ノ瀬夏美ピアノリサイタル
　～アニバーサリーイヤーの作曲家を中心に～
10月14日(水)19:00／兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院
小ホール
＊一ノ瀬夏美(28期)　安生直美（朗読)
＊D.スカルラッティ：ソナタ ホ長調L.23、ニ短調L.413、ニ長調L.424
F.ショパン:ノクターン 変ホ長調op.9-2、嬰ヘ長調op.15-2
A.スクリアビン：「前奏曲」ハ長調op.11-1 ほか
B.バルトーク：「ミクロコスモスⅥ」より“蠅の日記より”“オスティナート”
C.グァスタビーノ：ソナチネ　M.ラヴェル：「夜のガスパール」水の
精, 絞首台, スカルボ(朗読:安生直美)＝母子共演
＊一般3,000円　高校生以下2,000円
＊問い合わせ　大阪アーティスト協会06-6135-0503

（奈良県大芸術祭参加）
♪松本真理子ファミリーコンサート'15

「この響きの中で」～松本真理子プロ活動45周年・心を寄せて～
10月18日(日)14:00／やまと郡山城ホール大ホール
＊松本真理子(15期perc)＝マリンバ・企画・構成・司会
＊マリンバ、ボーカル、サクソフォーンのアンサンブルをはじめ、総勢
20余名の出演。
＊1部「至福の時」、2部「この響きの中で」とタイトルしたプログラミ
ングで。
＊一般前売2,500円（当日3,000円）　こども・学生（当日とも）
1,500円
＊問い合わせ　やまと郡山城ホール0743-54-8000

♪宋　和映ピアノリサイタル
　（第106回神戸芸術センター定期演奏会）
10月24日(土)14:30／神戸芸術センター 2階 芸術劇場
＊宋　和映(55期)
＊ベートーヴェン：6つのバガテル 作品126より 第5番 ト長調、
ピアノ・ソナタ 第27番 ホ短調 作品90、 ピアノ・ソナタ 第21番 ハ
短調 作品53「ワルトシュタイン/曙光」
ショパン：夜想曲 第18番 ホ長調 作品62-2
ラヴェル：水の戯れ　ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》
＊一般2,000円　学生1,500円
＊問い合わせ　神戸芸術センター078-241-7477
　
♪蜂谷葉子・大岡真紀子  ピアノデュオの魅力vol.9 
　アメリカに渡ったラフマニノフ～シンフォニックダンスへの道～
10月28日(水)19:00／兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院
小ホール 
＊蜂谷葉子・大岡真紀子(共に29期)
＊ラフマニノフ：プレリュード 作品3-2「鐘」、 組曲 第2番 作品17、 
シンフォニックダンス 作品45
ガーシュイン：3つのプレリュード
バーンスタイン：シンフォニックダンス(ウエストサイドストーリー)より 
どこかで, スケルツォ, チャチャ, クール

＊同じ内容で、蜂谷葉子・大岡真紀子ピアノデュオコンサートシリー
ズ vol.8として、10月10日(土)16:30／スタインウェイサロン東京・
松尾ホールにて開催されます。
＊3,000円 
＊問い合わせ　ドゥーピアノムジーク
 deuxpianos.musique@apost.plala.or.jp  
Tel・Fax 072-831-2641                
＊真声会大阪支部後援

♪大渕雅子ピアノリサイタル
2016年1月24日(日)14:00／兵庫県立芸術文化センター 神戸女
学院小ホール
＊大渕雅子(49期)　
＊シューマン：アベッグ変奏曲 作品１　シューマン=リスト：献呈
シューマン：ピアノソナタ 第2 番 ト短調 作品22
ラヴェル：水の戯れ　リスト：エステ荘の噴水
ショパン：バラード 第３番 変イ長調 作品47
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22
＊3,000円
＊問い合わせ　芸術文化センターチケットオフィス0798-68-0255
　KCM（コジマ・コンサート・マネージメント）0570-00-8255　
090-5054-9513(大渕)
＊真声会大阪支部後援

　大阪支部は、大阪を中心とした地区における音楽活動な
らびに親睦を図ることを目的としていますが、会員に制約は
なく、大阪の様子を知りたいと東京在住の会員もおられます。
あなたもぜひご入会ください。
　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
めいただいています。）

　ブリリアント・コンサートが、今回、初めて兵
庫芸文センターで開催される。同ホールは、佐渡さんの人気と関わる
人たちの情熱の結集で人気沸騰中。抽選でホールを取るのは運に頼
るしかない。とにかく経費が安いのでありがたい。大阪にもこんな公
的ホールがほしい。是非とも誘い合っておいで下さい。（k）


