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懐 か し さ と 新 し さ と
「ブリリアント・コンサート2017」を終えて

真声会大阪支部

副支部長

事業企画担当

初夏へ向かって、日も長くなり始めた去る5月26日、
兵庫県立芸術文化センター小ホールにて「ブリリアン
ト・コンサート2017」が開催されました。今回も多
彩な顔ぶれが集結してバラエティ豊かなステージが繰
り広げられました。
オープニングはピアノ尹紗梨さんのベートーヴェン、
まだ若手ながらも深い精神性のある世界を見事に奏で
られ、ホールは瞬く間に神聖な響きに満たされました。
続いて今日の最若手クラリネットの新竜馬さん、一曲
目ではクラリネット一本のみで様々な音を表現され、
続いて伴奏の佐々木有紀さんと共にフランスの香り高
いクラリネットの魅力を伝えてくださいました。
前半最後は河村さと子さんの独唱。はじめに恩師と
の懐かしい思い出をしみじみと語られ、ライフワーク
でもあるR.シュトラウス最晩年の大作を40期離れ
た！中村太紀さんの感性豊かなピアノ伴奏で、ご自身
の解釈のもと、感動深い歌声で聴衆を惹きつけてくだ
さいました。（河村さんと中村さんは前回のコンサー
トで初めて出会い、意気投合、今回の共演となりまし
た！）
休憩を挟んで後半は、ヴァイオリン日比浩一さん、
チェロ日野俊介さんのデュオ、同級生で名簿も続いて
いたという仲良しコンビのお二人は、超多忙にご活躍
なさっている現在も、昔と変わらぬ気さくなお人柄で
ステージに現れ、心地よいアンサンブルで会場を温か

大冨栄里 子（28期pf）

い空気に包んでくださいました。そのお二人に、ピア
ノの山田利恵さんを交えて、最後はベートーヴェンの
ピアノトリオ。目下、子育て中とおっしゃる山田さん
ですが、大先輩のお二人との初顔合わせとは思えない
堂々とした佇まい、素晴らしいアンサンブルでコンサ
ートを締めくくって下さいました。
終演後のロビーはいつものごとく出演者を囲んでい
ろんな世代の同窓生や関係者でごった返し、久しぶり
のサプライズ再会もあちらこちらで見られました。今
年も午後のリハーサルからたくさんの同窓生が手伝い
に駆けつけて、楽屋では差し入れ準備に走り、ロビー
では、チラシ挟み込み作業、と開場開演への準備が
着々と進められました。またチラシ作成では松村佳奈
さん(31期pf)がステキなチラシデザインを考案くださ
り、より一層手作り感の高まったコンサートとなりま
した。
大阪支部では、今秋からプロムナード・コンサート
が、本格的に再始動します。地域に根ざしたこのサロ
ンコンサートが聴衆を広げ、また新しい出演者を開拓
しながら次のブリリアント・コンサートへ繋がってい
くことを願っています。
社会の移り変わりと共に同窓会の在り方も変革が求
められています。その方向と方法を探しながらこれか
らも少しずつ向上していきたいと思っています。
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和やかな総会が開かれました

今回はブリリアント・コンサートの後というこ
ともあり、コンサートの感想や反省点などが多く
述べられました。近況報告も含めて、お話しをし
ながらのひとときは（お料理を口にするのが忙し
いほど?!）あっという間に過ぎて行きました。ご
参加くださった皆様、ありがとうございました。
［2017年度
と

真声会大阪支部総会

報告］

き：2017年6月10日（土）午後１時半

2016年度

真声会大阪支部

会計報告

（２０１６．
４．
１〜２０１７．
３．
３１）

〈収入の部〉
前年度繰越金
会
費
支部援助金
雑収（銀行利息）
計

２,０３７,８６０
２１７,０００
２００,０００
５
２,４５４,８６５

ところ：フレンチレストラン「フルーヴ」
（ホテルグランヴィア大阪19階）

総会＝22名参加（１期〜57期）
〈2016年度まとめ〉

・2016年度総会
（5.29 モーツアルト・サロン＆珈琲苑）
・支部報

107号(2016.4.15)、108号(9.25)

・世話役会（4回）
・後援名義使用承諾（年度内承認）6件

〈支出の部〉
印刷費（支部報2回と封筒作製 他）
１４５,４３２
交通、通信費
９３,３４０
総会費
５４,５０３
会議費
６２,８４８
事務費
６,６５４
事業費（ブリリアント・コンサート申込金）
８５,９０８
立替金支払い（ブリリアント・コンサート２０１５）
８５,０００
次年度繰越金
１,９２１,１８０
計
２,４５４,８６５
次年度繰越金（内訳）
郵便局
三井住友銀行
現 金

９９１,７９６
９２７,３１７
２,０６７

監査の結果、上記の通り相違ありません。
２０１７年６月１０日
会計監査
竹内 惠子 ㊞
飯田 真基 ㊞
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門真市民文化会館（ルミエール）にて

プロムナード・コンサート 開催
今回、大阪支部の東地区で開催する事になりました
プロムナード・コンサートは、弦・管・ピアノのトリ
オ、ピアノソロ、声楽ソロと、とても充実したプログ
ラムになりました。地域に密着した場所で、京都芸大
卒業生によるサロンコンサートは、きっと京阪地区の
方々に喜んでいただける事と思います。会員のみなさ
んもどうぞ聴きにいらしてください。 （柴田・中林）

プロムナード・コンサート
2017年10月15日
（日）14時開演
門真市民文化会館 ルミエールホール ２階
レセプションホール
入場料：一般 1,000円／高校生以下 500円
問い合わせ：090-5968-7050（柴田）
090-1670-8613（中林）

新 竜馬（クラリネット, 61期）
山本 愛沙子（ホルン, 61期）
矢野 百華（ピアノ, 62期）

カール・ライネッケ／トリオop.274

増渕 弥生（メゾソプラノ, 院18期）
河合 珠江（51期）

W.A.モーツァルト／コンサートアリア

どうしてあなたを忘れられよう
〜 恐れないで愛しい人よ
（K.505) ほか

岩井 亜妃子（ピアノ, 53期）

ドビュッシー／映像第1集 ほか

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）

カール・ライネッケ／トリオop.264

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、会員の構
成は、大阪に在住、在勤、あるいは活動の本拠をも
つ真声会会員となっていますが、制約はありません。
現に、大阪の様子が知りたいと、東京在住の会員も
おられます。
大阪支部の年会費は、2017年4月1日から2018年
3月31日までの分として､2000円です。
夫婦会員は、お二人で2000円です（会費納入の
際、郵便の払込用紙の通信欄にその旨をお書き下さ
い）。
なお、学生・院生・今春の卒業生は今年度支部会
費が免除されます。入会の意思を事務局までお知ら
せ下さい。
事務局からのお願い：
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。）
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deuxpianos.musique@apost.plala.or.jp
＊真声会大阪支部後援
インフォメーション
♪アフター・アワーズ・セッション 20周年記念シリーズvol.4
〜時を越えて 国境を越えて〜
9月12日(火)19:00／天満教会
＊右近恭子(25期pf)、松原央樹(29期cl)、
ほか
＊ハチャトゥリアン：クラリネット、
ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲ほか
＊1756年生まれのモーツァルトから1929年生まれのムチンスキーまで
200年の時を越え、
イタリア・オーストリア・フランス・アメリカ・ジョージアと
国境を越えてバラエティ豊かに展開いたします。
＊一般3,000円／学生2,000円／ペア券5,000円
＊問い合わせ : アフター・アワーズ・セッション
0797-34-3116／afterhourssession@hotmail.com
♪蔀幾世子・水野雅子ジョイントリサイタルVol.5
9月15日(金)19:00／兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール
＊蔀幾世子(30期pf)、水野雅子(26期pf)
＊J.シュトラウス2世：美しく青きドナウ、
ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブ

ルー ほか
＊プログラム前半は、親しみやすい作品をあれこれ、後半はG.ガーシュイ
ンでまとめました。ひととき残暑を忘れて楽しんでいただければと思います。
＊3,000円
＊問い合わせ : (株)イービンイフ 0797-57-2066
＊真声会大阪支部後援
♪３台のピアノによるスーパーピアノフェスティバル2017
10月14日(土)17:00／神戸新聞 松方ホール
＊古川知子(30期pf)、佐藤裕美子(39期pf)、井原寿美緒(57期pf)、尹
紗梨(57期pf)、
ほか
＊チャイコフスキー：リレー連弾、
ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界
より」ほか
＊前売り: 4,000円(当日4,500円)(松方ホール友の会価格 3,600円)
＊問い合わせ : 神戸新聞社地域活動局 078-362-7086
♪一ノ瀬夏美 Autumn Concert
〜音楽は語り、言葉は奏でる〜
10月15日(日)14:00／芦屋 クラシカ
＊一ノ瀬夏美(31期pf)
＊カプースチン：トッカーティナ、
ドビュッシー：喜びの島 ほか
＊ピアノと朗読一人二役によるコンサート。開場13:00〜14:00はドリンク
タイムとさせていただきます。
＊4,000円(1ドリンク付)完全予約制
＊問い合わせ : 090-5363-3339／q.n8t2m1̲rsm@docomo.ne.jp
(一ノ瀬)または、
クラシカ 0797-25-2556
＊真声会大阪支部後援

♪蜂谷葉子・大岡真紀子 ピアノデュオの魅力vol.11
ラテンの風〜大西洋を渡って〜
10月18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pf)
＊ピアソラ：ブエノスアイレスの冬 ほか
＊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.10として、9月30日(土)16:00／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Tel&Fax072-831-2641／

♪奈良フィルサロンコンサート 音楽の土曜日vol.151
〜秋色の木管四重奏〜
10月28日(土)14:00／DMG MORIやまと郡山城ホールレセプションホ
ール
＊中里美沙(44期ﬂ)、西川香代(45期cl)、
ほか
＊フランセ：四重奏曲 ほか
＊オリジナル作品から親しみのある作品まで、木管のアンサンブルをお楽
しみください。
＊一般2,000円(ドリンク付)
＊問い合わせ: DMG MORIやまと郡山城ホール 0743-54-8000
特定非営利活動法人奈良フィルハーモニー管弦楽団 0743-57-2235

♪アフター・アワーズ・セッション 20周年記念シリーズvol.5
〜20th Aniversary〜
11月2日(木)19:00／ザ・フェニックスホール
＊日比浩一(29期vn)、
日野俊介(29期vc)、南出信一(23期cb)、右近恭
子(25期pf)、松原央樹(29期cl)、
ほか

＊薮田翔一：Nebula(日本初演)、
マルティヌー：九重奏曲 ほか
＊今年３月から始まった20周年記念コンサートシリーズ。ザ・フェニックス
ホールの協賛をいただき、
５年ぶりに演奏することとなりました。
＊一般3,000円(フェニックスホール友の会価格2,700円)／学生2,000
円／ペア券5,000円
＊問い合わせ : アフター・アワーズ・セッション0797-34-3116／
afterhourssession@hotmail.com
♪小田切美穂ピアノリサイタル：水滴写真とのコラボ
〜
「夢とイリュージョンの世界」
へのご招待〜
11月12日(日)14:00／テーネザール（奈良県橿原市 近鉄大和八木駅
前すぐ）
＊小田切美穂(41期pf)
＊ドビュッシー：ベルガマスク組曲
（写真付き）
ほか
＊水滴写真をスライドで投影しながら演奏する初の試みです。
＊2,500円
＊問い合わせ : 0745-32-9691／
photo̲piano̲concert@yahoo.co.jp（小田切）
＊真声会大阪支部後援
♪バロックダンス＆ポーランドダンスの魅力
〜バッハ・ショパンの舞曲を踊る夕べ〜

11月28日(火)19:00／兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール
＊樋口博行(27期pf)、秋山裕子(cem)、樋口裕子(バロックダンス・ポー
ランドダンス)、
ヤン・マクルスキ・
トウホ(ポーランドダンス)、
ほか
＊バッハ：ジーグ、
ショパン：マズルカ ほか
＊3,000円(全自由席)
＊問い合わせ:コートダンス・アンサンブル 080-6213-5610／
courtdanceensemble1989@gmail.com
＊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、k l ne u rc p b @ g ma i l .c o m へ。

編 集 後 記
2020年はベートーヴェン生誕250年ですよね。オリンピック、パラリン
ピックの文化プログラムに楽聖ベートーヴェンの作品を採りあげて、
日本
(k)
から世界へ発信しましょう。

