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復活！プロムナード・コンサート
第2弾は海の見える神戸の洋館で開催されました
海辺のプロムナード・コンサート
大阪支部にプロムナード・コンサート復活。
その中で神戸らしい企画をということで神戸西企画が
立ち上がり、快晴に恵まれた初夏の一日、記念すべき第
一回目が行われました。
会場の旧グッゲンハイム邸は、塩屋にある100年の歴
史を持つ海辺の異人館で、朝の連続ドラマ「べっぴんさ
ん」の収録にも使われ話題になりました。二階の趣ある
バルコニーからは海が一望のもとに見渡せ、潮の香りが
心地よい抜群のロケーションです。
大きいホールではなく、身近なところで、気軽に楽し
んでいただく、地域密着型の演奏会を、というコンセプ
トに賛同して下さった出演者７人は、親しめる曲、楽し
める演出などさまざまな工夫を凝らした選曲をしてくだ
さいました。
一ヶ月ほど前の時点で既に満席
の80名を超えた予約があり、チケ
ット販売をストップするという嬉
しい悲鳴！
むしろ当日券が売れすぎたらと
いう心配の中、当日はギリギリい
っぱいの89名の御来場でした。

◀神戸・塩屋の海を臨んで建つ
旧グッゲンハイム邸。
築100年超えています。
明るい2階のお部屋から海が見えます。▶
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Vn.桑原謡子さん ＆ Pf.武田佳美さん
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Cl.福井聡さん ＆ Pf.福井真裕子さん

まずは森池さんのオープニングトーク。プロム
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演奏にスタッフに大活躍！
Pf.西岡仁美さん

京都芸大のしっかりした質の音楽を届けるとい

ナード・コンサートの主旨などをお伝えしました。

う精神はブリリアントコンサートと同じですが、

最初の演奏は桑原さん(Vn）と武田さん(P)。

プロムナード・コンサートならではの、楽しんで

気品のエルガー、熱演のチャールダーシュ…優し

頂くための「付加価値」も大事だと思ったひとと

くわかり易い解説も交えながら。お客様は子供さ

きでした。

んも多いのにとても静かに和やかに聴いてくださ
っていました。

終了後はチラシを置いて頂いた近くの店のケー

次は福井聡さん(Cl)、奥様の真裕子さん(P)。

キを取り寄せて二階の部屋で打上げを行いました。

ジャズ発祥の地とも言われる神戸でのメモリー

久しぶり！の再会、はじめましての名刺交換、

ズ・オブ・ユー、そしてクラリネットがどんどん

この関係がまた枝葉を伸ばして広がっていく所が

短くなってゆく「インマークライナー」では、客

同窓会コンサートの喜びでもあります。

席あちこちで顔を見合わせて笑っている姿が見ら
れたのが印象的でした。

大きな黒字になったので演奏者の方々に大入り

休憩時間には、お客様に歴史ある建物と二階か

袋も出せました。

らの絶景を楽しんでいただき、さて後半はやまだ

一方で、チケットノルマに関するシステム、来

さん(Sop)、高橋さん(Bar)、西岡(P)さんのオペ

場数の予測など、今後への課題もありますので、

ラ三昧！客席まで広く使った演出で、間近での歌

更に充実したものに進化していければと思ってお

声の迫力にびっくりした表情のお客様も。手作り

ります。

の羽飾りを付けたパパゲーノパパゲーナは二重唱
の魅力もたっぷり伝えていました。

この企画を心で捉え準備してくださった出演者
の方々を始め、お手伝いいただいた方々ありがと

アンコールにはまさにその会場にぴったりの
「浜辺の歌」。定番ながら、なんともしみじみと
響き渡りました。

うございました。
次回、池田マグノリアホールでのプロムナー
ド・コンサートの御成功をお祈りしております。

終演後は、花々の美しく咲き乱れた庭（映画

当日お手伝いくださった大冨栄里子(28期pf.)

「繕い縫う人」の結婚式シーンにも登場）や、建

さん、中島慈子(10期Vo.)さん、上木裕子(34期

物のあちこちで写真を撮るお客様の姿がたくさん

Vo.)さん、ありがとうございました。

見られました。
世話役 … 森池日佐子(18期Vo.)、一ノ瀬夏美(28期pf.)、古川知子(30期pf.)、
松村佳奈(31期pf.)、信多仁子(32期pf.)、西岡仁美(51期pf)
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みんなで「浜辺の歌」でアンコール

終わってこの笑顔２！

当日のアンケートより

終わってこの笑顔！

出演者感想
お天気にも恵まれ、青い海、異国情緒漂う洋
館と美しいお庭を窓から眺めながら、たくさん
のお客様に迎えられて、楽しく演奏させていた
だきました。
諸先輩方にサポートしていただくという贅沢
な本番に恐縮致しましたが(笑)、お客様も近く、
アットホームな雰囲気な中でも、京芸らしいセ
ンスのあるコンサートに仕上げられたのではな
いかと思います。
アンコールで「浜辺の歌」を会場全体で演奏
できて、一体感と温かい気持ちを味わえました。
このような身近で本格的なコンサートが、こ
れからも色んな地域で繋がっていけたらと願っ
ています。ありがとうございました。
西岡 仁美（51期Pf）

ケーキで打ち上げ♪

・素晴らしい場所でどれも楽しい演奏で、異
なるジャンルで、最後まで退屈しないで聴
けました。
・レヴェルが高く、聴き応えがあってよかっ
た。
・体が自然に動き、心地よかった。場所もオ
シャレであっと言う間に時間が経った。
・クラシックを見るのは中学以来、こんな身
近に鑑賞できるとは！とても幸せです！

復活！プロムナード・コンサート
第3弾は池田・マグノリアホールにて開催
～北摂の秋風便り～
9月8日（土）14:00開演
詳しくは会報No.111をご覧ください
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2018年度 真声会大阪支部総会 報告
去る6月17日(日)、グランヴィア大阪19階 レストラン「フルーヴ」にて総会と懇親会が開かれま
した。
出席者は18名。
前年度の経過報告、会計、監査報告に続いて、今期の世話役が選出承認され、支部長に大村さん
が満場一致で再選されました。あと役割分担は、近々の世話役会で決定する予定です。
続いて昨秋から再開したプロムナードコンサートの活動報告がなされました。
美味しいフランス料理に舌鼓をうちながら参加者の近況を報告しあい、和やかに親交を深める一
方、再びプロムナードコンサートの話しとなり、コンサートの持ち方（位置付け、チケット料金な
ど）について、様々な意見が交わされました。出演者への負担をなくして地域に開かれた質の高い
コンサートを、の共通認識のもと、それをどのように実現してゆけばよいのか、結論にまでは至ら
なかったものの貴重な体験談や意見を伺うことができました。
今後の活動の中でさらに検討していくということで一致、お開きとなりました。

副支部長

大冨 栄里子（28期pf）

～2017年度 まとめ～
◎ ブリリアントコンサート2017 … 5.26 ／兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院ホール
◎ 2017年度総会 … 6.10／グランヴィア大阪フレンチレストラン「フルーヴ」

◎プロムナードコンサート … 10.15／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
◎ 支部報 … 109号、110号
◎ 世話役会 … 3回

◎ 後援名義使用承認 … 7件

～2018.2019年度大阪支部世話役～
大村

益雄 ( 1,作)

竹内

惠子 ( 5,vn)

金森

重裕 ( 6,cl)

大西多惠子 (10,声)

中島

慈子 (10,声)

中林

節子 (12,声)

田淵

幸三 (14,声)

河村さと子 (16,声)

飯田

真基 (17,vn)

柴田千恵子 (18,声)

森池日佐子 (18,声)

雪原

樋口

博行 (27,pf)

一ノ瀬夏美 (28,pf)

大冨栄里子 (28,pf)

小﨑恵理子 (30,vn)

松村

佳奈 (31,pf)

宮北

昌子 (31,pf)

康

信多

栗木

充代 (34,pf)

西岡

仁美 (51,pf)

住本

瑛 (31,声)
紗恵 (51,声)

典子 (25,pf)
仁子 (32,pf)

宮﨑真理子 (52,pf)
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2017年度

真声会大阪支部

会計報告

（２０１７．
４．
１～２０１８．
３．
３１）
＜収入の部＞
前年度繰越金
会

左

柴田千恵子さん

右

中林節子さん

１,９２１,１８０

費

２６６,０００

支部援助金

２００,０００

ブリリアントコンサート申込金戻入れ

８５,９０８

ブリリアントコンサート郵送費戻入れ

５,７００

ブリリアントコンサート剰余金

１９,０３８

雑収（銀行利息）

６

計

２,４９７,８３２

＜支出の部＞
印刷費（支部報2回と封筒作成

他）

１５６,２７６

交通、通信費

６３,６９８

総会費

５０,６７９

会議費

３２,７５１

事務費
左

森山靖子さん

右

２,８９４

事業費（プロムナード・コンサート）

宮﨑真理子さん

次年度繰越金

５０,１０８
２,１４１,４２６

計

２,４９７,８３２

次年度繰越金（内訳）
ゆうちょ銀行

１,５２６,３３８

三井住友銀行

５７６,９３５

現

金

３８,１５３

監査の結果、上記の通り相違ありません。
２０１８年６月１６日
会計監査

左から大冨栄里子さん 栗木充代さん
金森重裕さん 雪原典子さん

後列
前列

左 森池日佐子さん 右 三宅マチさん
左から 田淵幸三さん 河村さと子さん

大西多惠子さん

左から

一ノ瀬夏美さん

竹

内

惠

子

㊞

飯

田

真

基

㊞

金森重裕さん

大村益雄さん
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♪Trio Concert Vol.2
8月26日
（日）15：00／スタインウェイ・サンズ神戸
＊菅野力
（Fl）、大熊勇希（61期Vc）、森山靖子（56期pf）
＊バッハ：フルートソナタBWV.1033/ファランク：三重奏曲 作品４５
/ウェーバー：三重奏曲 作品６３
＊スイス・チューリッヒに同時期に留学していた３人による、
コンサートシリ
ーズ第二弾。
フルート×チェロ×ピアノという珍しい編成のために書かれた
珠玉のトリオ３曲をお送りします♪
＊入場料：一般1,500円、学生1,000円
＊お問い合わせ：森山靖子 yasuko.m.pf@gmail.com
♪ティータイムコンサート・青い秋 もえて(大中恩歌曲とフルート)
9月24日(月祝)14:00／門真市民文化会館ルミエール2階・レセプ ション
ホール
＊柴田千恵子(18期声)他
＊歌/大中恩 : 組曲「秋の女よ」、組曲「あじさいの街から」、
「トルコ桔
梗」他、フルート&ミニオカリナ／シューベルト :「アヴェ・マリア」他
＊入場料 : 1,500円
＊TEL.FAX 072-893-1940(柴田)
＊真声会大阪支部後援
♪An Evening of Art Songs～歌曲の夕べ～主催
「ソワレの会」
9月26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
＊上木裕子(34期Sop) 信多仁子(32期pf) 中西金也(49期Bar) ほか
＊R・シュトラウス : 乙女の花／フォーレ : リディア／夢のあとに／マンド
リン ほか
♪An Evening of Art Songs～歌曲の夕べ～主催
「ソワレの会」
11月29日(木)19:00／兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール
＊上木裕子(34期Sop) 栗木充代(34期Ms) 信多仁子(32期pf) 中西
金也(49期Bar) ほか
＊ツェムリンスキー : トスカーナ地方の民謡によるワルツの歌／シェーン
ベルク : 4つの歌 ほか
＊ソワレの会は、歌手とピアニストが一緒に歌曲を研究していく会で、ベ
ルリン在住ピアニスト益子明美氏をディレクターとして、
ディクション、
ワー
クショップ、
コンサートの活動を行なっています。
＊入場料:2,000円
＊お問い合わせ : ソワレの会(またの)
090-4275-9595 soiree.art.songs@gmail.com
♪栗木充代メゾ・ソプラノリサイタル
Gelegenheit zum Dialog Ⅱ～対話する時間 Ⅱ～
9月28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
＊栗木充代(34期Ms)、益子明美(pf)
＊シューマン : リーダークライス 作品39／ツェムリンスキー : メーテルリ
ンクの詩による6つの歌 作品13／ブラームス : ジプシーの歌 作品
103／マーラー : リュッケルトの詩による5つの歌曲
＊2年前のリサイタル「対話する時間」の続編です。過去・現在・未来の自
分との対話を主軸に、
また作品に広がる世界との対話を横軸において、
皆様と時間を共有できれば幸いです。
（栗木）
＊入場料：3,000円
＊お問い合わせ : bonne note(ぼぬのーと）
tel:050-3465-3919 mail:bonnenote24@gmail.com
＊真声会大阪支部後援
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♪ピアノデュオの魅力 vol.12 千夜一夜～語り継がれた物語～
＊10月3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(29期pf)・大岡真紀子(29期pf)
＊チャイコフスキー:「眠りの森の美女」より ワルツ/デュカス:魔法使い
の弟子 /プロコフィエフ:バレエ組曲「シンデレラ」より/リムスキー・コルサ
コフ:交響組曲「シェヘラザード」
＊入場料 3000円 自由席
＊問い合わせ先：
ドゥーピアノムジーク
deuxpianos.musique@apost.plala.or.jp 050-7117-3243
＊真声会大阪支部後援
♪NSS Collaboration Concert４th～洋館に響く愛の歌～
10月21日(日)14：00／旧 グッゲンハイム邸
＊神戸・塩屋の海を臨む築100年の洋館で、音楽と異業種との4回目の
コラボコンサートです。素敵な雰囲気の1階ホールでコンサートを楽しん
でいただき、海を見渡せる2階ではハンドメイドのジュエリーバッグをご覧
いただけます。
＊大原佳美(34期Sop) 信多仁子(32期pf)
＊ドビュッシー : 眠れる森の美女／プーランク : エディット・ピアフに捧ぐ
／愛の讃歌／10月のある素敵な日に／想いの届く日／カルメン～ベサ
メムーチョメドレー ほか
＊入場料：3,000円(ドリンク付き)
＊お問い合わせ : 信多仁子
yshinoda1616@ezweb.ne.jp 090-4038-1973
＊真声会大阪支部後援
♪森山靖子×山口日向子ピアノディオコンサート
10月24日
（水）14：00／吹田メイシアター中ホール
＊入場料：500円
＊森山靖子（56期pf）、山口日向子（pf）
＊ドビュッシー：小組曲／ショパン：子犬のワルツ／シューマン＝リスト：
献呈／ビゼー：２台ピアノのための演奏会用組曲”
カルメン”
より／プー
ランク：シテール島への船出／モーツァルト：２台のピアノのためのソナ
タより第一楽章／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲
＊留学先のドイツ・マンハイムで出会った二人が、所縁の地である吹田メ
イシアターにて、
ピアノの名曲を集めて、二人にとって日本初のピアノデュ
オコンサートを開催します♪
＊お問い合わせ：森山靖子 yasuko.m.pf@gmail.com
♪中西金也バリトンリサイタル
2019年1月26日(土)14:00／兵庫県立芸術文化センター神戸女学院
小ホール
＊中西金也(49期Vo)、益子明美(pf)
＊シューマン リーダークライス 作品24／ラヴェル 博物誌 他
＊これまでに歌い続けてきた、
そしてこれからも歌い続けていく作品を中
心に、私の名刺代わりとなるコンサートをお送りしたいと思います。
＊入場料：3,000円
＊お問い合わせ : 中西
tel:080-4781-8537 mail:kinyamac@mac.com
＊真声会大阪支部後援

編 集 後 記
コンサート等のお知らせはもちろん、こんなコンサートをしてみ
たい、こんな会場を探しています、
こんな曲を演奏してくれる人は
いませんか…など募集や企画、ご提案もお待ちしております！
どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

（信）

yshinoda@nozato.co.jp（信多仁子32期pf）

