モーツァルト・サロン会報 NO.57
第 57 回 モーツァルト・サロンコンサートシリーズ

「 山口友由実ピアノリサイタル 」特集
2018 年 9 月 24 日号

「ゴドフスキー：古きウィーン」を笑顔で弾き終える

この夏の酷暑も過ぎ、コロコロ変わるお天気に、翻弄されているような気がしておりますが、忘れずに今年も秋
がやってきました。皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。
さて、去る 9 月 24 日（月・祝）15：00 当サロンにて、
「山口友由実ピアノリサイタル」が開かれました。チケッ
トは一週間前から売り切れで、ご来場をお断りしたお客様が多数いらしたことに胸が痛みます。
山口さんは 2012 年 7 月 22 日当サロンで「原田絵里香＆山口友由実ピアノデュオコンサート」に出演されて以来、
6 年振りのご出演になりました。ウィーンでの 6 年間の留学生活を終えた後は、ウィーンと東京を拠点に活動され
ています。
コンサートは生粋のウィーン子・シューベルトの曲「12 の高雅なワルツ」で躍動感溢れる幕開けになりました。
その後のご挨拶では「6 年前よりも少しでも成長した姿を見て頂けたら嬉しいです。
」と述べられました。2 曲目は
「メンデルスゾーン：無言歌集より“瞑想”、
“失われた幻影”」
。山口さんが「最近大好きなメンデルスゾーン」を
歌心たっぷりで優雅に奏でました。後半の最後は「ブラームス：4 つの小品 Op.119」。
「ブラームスは私の憧れの存
在です。
」と語る山口さんは、緊張感のある奥深いブラームスの音の世界を紡ぎ出してくれました。
、
後半の 1 曲目は「コルンゴルト：4 つの小さい陽気なワルツ」
。「ご存知ない方が多いと思いますが、モーツァル
トの再来と言われた彼が、14 歳の時に作曲した曲です。修士の試験では彼の曲を弾きました。」と語る山口さん。
軽妙洒脱でおしゃれなワルツが流れ出すと、さながら、ウィーンの天井の高いカフェにいるような気分になりまし
た。後にアメリカに渡り、映画音楽で有名になった彼の音楽からは、山口さんの演奏によって、生き生きと様々な
映像が浮かんできました。プログラムの最後を飾ったのは「シューマン：森の情景」。
「いつか彼の晩年の曲を弾き
たかったのですが、叶いました。これは彼が精神障害に陥った目で垣間見たファンタジーです。今日は森の中の出
来事をご一緒して頂けたらと思います。
」とこの曲に寄せる思いを述べられ、会場の皆様を森へと誘いました。そし
て鳴り止まぬ拍手の中、アンコールは「ゴドフスキー：古きウィーン」と「シューマン：トロイメライ」が演奏さ
れました。感受性の豊かな山口さんの演奏によって、作曲家の心の中を旅したような満たされた思いのするコンサ
ートでした。
このコンサートを依頼してから、山口さんからは、終始演奏することの喜びが感じられ、また 1 週間前のメール
では「ワクワクしてきました。
」という言葉が寄せられました。主催者として、非常に嬉しく、温かな気持ちにさせ
られました。山口さんはもとより、ご一緒にコンサートを作って頂いたお客様にも感謝致します。
今後の山口さんのご活躍を心より、お祈り申し上げます。

お客様アンケート

ご協力ありがとうございました。

1.本日のリサイタルについてのご感想をお聞かせください。
プログラムの中で良かった曲をお教えください（何曲でも可）
シューベルト：□12の高雅なワルツ… 7 メンデルスゾーン：□「瞑想」… 10
ブラームス：□４つの小品… 13
コルンゴルト：□4つのワルツ… 11
シューマン：□森の情景… 16
□アンコール… 11（ 古きウィーン 1 トロイメライ… 4 ）

□「失われた幻影」… 8

2. 山口友由実さんへ激励のメッセージをお願いします。
♪今日も素敵な演奏をありがとうございました♪どの曲も素晴らしくて、コルンゴルトとの出逢いとなりました。コル
ンゴルトの楽譜をさがしてみます。古きウィーンもお気に入りです。音楽の力は良いですね。心身を和ませて頂きま
した。
♪友由実さんの音色には詩を感じます。ブラームスの曲には精神性を感じました。シューマンの晩年の曲には寂しさや
不安の中の光も感じることができました。毎回音楽史のようなお話を伺えてとても勉強になります。これからも応援
しています。
♪いつも楽しみにしています。これからも頑張って下さい！
♪ピアノを演奏するときの指の動きは、まるでツルがツバサを広げて舞っているようで、素敵な響きのある演奏でし
た。後半、コルンゴルトさんが 14 歳で書いたとは思えない、素敵な名曲を聴けて良かったです。また、シューマン
の（作品では）
、心を陽気にさせ、豊かになるような演奏で素晴らしかったです。特にアンコールの 2 曲、とても良
かったです。
♪ピアノカフェ（小野寺）で聴くよりも、きょうのこちらでの音に力強さ（特にフォルテの部分）を感じました。今後
とも、斬新な音楽を聞かせて下さい。
♪努力することに感心し、続けていくよう、心から願っています。
♪いつも素晴らしい演奏を、楽しく聴かせて頂いております。これからもお身体に気をつけて頑張って下さい。
♪今までは勤務の都合上なかなか来ることが出来ませんでしたが、暫く？これから？当面はfreeでやって行こうと思い
ますので、各所のコンサートにも聴きに行けると思います。f.b.でも見てはいますが、開催日を早く知ることが出来
ると有難いです。寒暖差の出る季節、くれぐれもお身体ご自愛下さいませ。自作の曲も弾いたらよかったのに…！
♪ずっと続けて頑張るよう願っています。
♪がんばって下さい。
♪とてもすてきな演奏でした。これからも楽しみにしています。
♪とっても素敵でした。小柄な身体のどこにあんなパワーがあるのかと毎回感心させられます。繊細な曲は繊細に、強
い？曲は強く…今後の活躍をお祈りします。
♪有難うございました！繊細かつダイナミックな演奏！スバラシかったです。ドレスも素敵！ウィーンでのご活躍を御
祈りしています。

温かい拍手の中、と笑顔で登場

「メンデルスゾーン：瞑想」

「シューベルト：12 の高雅なワルツ」
を弾き始める

初めのご挨拶「大事な行事の時はいつも
雨が降るのですが…。」大丈夫でした！

「ブラームス：4 つの小品 Op.119」
の弾き終わり

ドレスを着替えて登場。お客様から歓声が
上がると…
「ご反応頂き、ありがとうございます♪」

♪お話がお上手で、いつもピアノとともにトークを楽しみにしています。
♪いつもいつも素敵な演奏ありがとうございます。音色が優しくて好きです。今後もよろしくお願いします。
♪プログラム構成もとてもよく、ドラマチックで、旅をしたような気分になる、聴き応えのあるコンサートでした。メンデ
ルスゾーンはあまり聴いたことがなかったので発見をした気分！とてもメロディラインが美しく、コルンゴルトも初め
てでしたが、重厚で豊かで素敵でした。そしてシューマンは本当に森に入り、帰ってきた気分！とても軽やかな曲あり、
森への畏敬の思いなども感じ、１つの劇を見ているようなファンタジックないい時間でした。情感豊かで、素晴らしい楽
曲ばかりでした。
♪特等席で聴かせていただきました。いつもながらすばらしい演奏、友由実ちゃんの背中に穴があくんじゃないかと思うく
らい凝視しました、すみません。4つの小品を泣かずに聴けない。次のCDがいつ出るのか楽しみにしています。
♪どんどん幅を広げ、音楽の深みを探し求めようとする友由実さんを
毎回感じて嬉しくなります。
♪一段と強い意志を感じ胸打たれました。増々ご活躍下さい。応援してます！
♪素敵な演奏でした！
♪今後もモーツェルト・サロンでの定期的な演奏をお願いします。
コルンゴルトのCD化お願いします。

ティーパーティでは、
山口さんからお客様へ
ウィーンのお菓子が。
皆様に大好評でした♪

３.モーツァルト・サロンに対するご意見、ご感想などがございましたらご記入をお願いします。
♪室内が清潔な感じでよい。
(ありがとうございます。)
♪椅子が座り心地が良い。ピアノと客席の位置関係は毎回このような配置でしょうか。予定開場時間より開くのが早い…
かナ。すぐには入れるとは思わなかった…。
（14:20）会場内、寒い。山口さんに合わせているなら良いけど。
（ピアノと客席の位置は殆どこのようにしています。お客様が多く、立ってお待ち頂くのが心苦しかったので開場を早めました。）

♪初めてでしたが雰囲気がよくて、椅子も豪華。ただ場所が少しわかりにくかったです。
（ありがとうございます。場所に付きましては、初めて見える方にはなるべく地下鉄でいらっしゃるようにお薦めしております。
）

♪開演前のアナウンスで「紙の音にご注意」というところにかんどう！

山口友由実さん

CD のご紹介
3,000
2,000

「コルンゴルト：4 つのワルツ」
を弾く楽しそうな笑顔

「シューマン：トロイメライ」を弾き終え
お客様の拍手に笑顔

「シューマン：森の情景」
様々な音色が生まれます

CD にサイン

アンコール 1 曲目
「ゴドフスキー：古きウィーン」

楽しく温かなコンサートでした

モーツァルト・サロン

今後のコンサート

第 58 回 モーツァルト・サロン コンサートシリーズ
佐藤圭奈ピアノリサイタル
チケット好評発売中！
～ 深い情熱で創り出す洗練された演奏 ～

2018 年 11 月 11 日（日）

15：00 より

入場料：2,000 円

モーツァルト：ピアノソナタ ニ長調 KV.576
ドビュッシー：「前奏曲集第1巻」より
アナカプリの丘
亜麻色の髪の乙女
ミンストレル 他
アルベニス：組曲「イベリア」より
港、トゥリアーナ
シューマン：フモレスケ Op.20
第 59 回 モーツァルト・サロン コンサートシリーズ

ピアノ三重奏によるクリスマスコンサート
チケット好評発売中！
～国内外で活躍する若手の一流演奏家が一堂に会して贈る名曲の数々 ～
出演：上敷領藍子（Vn）三井静（Vc）佐藤卓史（Pf）

2018 年 12 月 9 日（日） 15：00 より

入場料：3,000 円

モーツァルト：ピアノ三重奏曲 第６番 ト長調 K.564
シューマン：ピアノ三重奏曲 第１番 ニ短調 作品 63
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ作品 28
パガニーニ：ロッシーニの歌劇「エジプトのモーゼ」の主題による変奏曲
（モーゼ幻想曲）＜Vc＋Pf＞
リスト：ラ・カンパネラ （Pf）
チャイコフスキー = 柿沼唯：バレエ「くるみ割り人形」より 花のワルツ
柿沼 唯：クリスマス・メドレー
2019 年
2019 年
2019 年
2019 年

３月 10 日(日)
４月 28 日(日)
６月未定
７月 28 日(日)

2019 年 10 月 13 日(日)
2019 年 11 月 10 日(日)

15:00 開演 脇絢乃ピアノリサイタル
15:00 開演 佐藤展子ピアノリサイタル
15:00 開演 佐藤卓史ピアノリサイタル
ピアノ三重奏コンサート
出演：水谷晃（Vn）横坂源（Vc）魚谷絵奈（Pf）
15:00 開演 佐藤彦大ピアノリサイタル
15:00 開演 泉里沙ヴァイオリンリサイタル

入場料：3,000 円

チケットのお申込み：
郵便振替：00130-0-512459

みずほ銀行：赤羽支店（普通）2093151

当社団より発行された 楽譜のご紹介
♪『 教会音楽家のためのカトリック教会の聖歌集 』 編曲：柿沼唯
4,000 円（税込） 限定 100 冊 好評発売中！
「カトリック聖歌伴奏譜」の和声を正しく、美しく。オルガンを弾きながら指導する方に
とって見やすいレイアウト。その他教会で歌われているものも選曲。キーの低い方のための
移調譜付き。柿沼先生の美しい編曲は和声の初心者のお手本に！
♪『 プロの演奏者に贈る クリスマスのピアノ三重奏 』(パート譜付き) 編曲：柿沼唯
4,000 円（税込） 限定 50 冊 好評発売中！
2016 年の当サロン
委嘱した曲集。華
演奏映
「 チャイコフスキー：
”」初演演奏時間６分 57 秒
「 クリスマスメドレー 」初演演奏時間 10 分 42 秒

編曲。

モーツァルト・サロン音楽教室のご紹介
♪脇絢乃ピアノ教室

指定の水曜日

現役のピアニストとしても活躍され、確かな指導力を持った脇先生による
ワンランク上の個人レッスン。音楽家医学に基づいたテクニックの指導は
ピアノの先生のスキルアップにも最適です。
音高、音大受験生にはソルフェージュも合わせて指導します。
月謝制:10,000円～(30分～/年40回） 1レッスン制:6,000円(60分)

お問い合わせ：一般社団法人 国際育英文化協会
〒115-0045 東京都北区赤羽1-54-5メトロAIビル５F
TEL：03-5939-9535 FAX:03-5939-9536
HP：http://www.kokusai-ikuei.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/mozartsalon
モーツァルト・サロン赤羽で検索して下さい。
※この会報がご不要の方は、お電話またはホームページ「お問い合わせ」よりご連絡下さい。

