
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーツァルト・サロン会報 NO.28 
第２８回 モーツァルト・サロンコンサートシリーズ  

  ～「佐藤卓史ピアノリサイタル」特集～ 

   2014年 7月 13日号 

ごあいさつ  
じめじめした梅雨も終わり、いよいよ太陽の季節、夏がやってきましたが、きっと旅行や帰省など、楽し

いご予定で胸を躍らせている方が沢山いらっしゃることと存じます。 

去る 7月 13日（日）15：00 より「佐藤卓史ピアノリサイタル」が開かれました。チケットは全て売り切

れという大変な人気のコンサートになりました。 

プログラムは、《ドビュッシー：ベルガマスク組曲》から始まりました。まるでハープのように滑らかな

アルペッジョで前奏曲が奏されると、すっかり魅了され、そのまま絵画のような世界へと誘われました。前

半の 2 曲目は、《シューベルト：ピアノ・ソナタ 第 6 番》でしたが、一転して朴訥で美しく、どこかしら物

哀しい響きが奏でられました。シューベルトの作品は佐藤さんのお人柄と重なるような気がいたします？？ 

後半は、《プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ 第 8 番「戦争」》という超絶技巧と多彩な音色、音楽性が必

要な大作が披露されました。表題の「戦争」という名に反し、出だしは静かで深い美しさを持ち、表題通り

の激しく戦闘的な箇所もある曲の表情がとても的確に表現され、終盤は圧巻で感動的でした。 

アンコールは、《ショパン：ノクターン 第 20 番「レント・コン・グラン・エスプレッショーネ」嬰ハ短

調（遺作）》が奏されました。深いタッチ（重くはない）でピアノながらポルタメントがかかっているよう

な装飾音の弾き方、まるで老成しているかのような音楽性に会場中が深い感動に包まれ、弾き終った瞬間は

静寂に満たされ、やがて盛大な拍手が沸き起こりました。鳴り止まぬ拍手に応えられた《ショパン：別れの

ワルツ 作品 69-1》は、おしゃれにアドリブが入り、聴きなれたこの曲が新鮮に聴こえました。そして大方

のお客様がお帰りになられた後、もう 1曲演奏されました。とても贅沢なひとときでした。 

佐藤さんのお力は勿論のこと、このような素晴らしいコンサートを共に作り上げて下さったお客様に心か

ら感謝したいと思います。 

佐藤さんの今後のコンサートの主なものをご紹介します。よろしくお願い致します。 

♪毎夏恒例の第 13回「絆」 

2014年 8 月 17 日（日）14：00 津田ホール 一般 3,000 円/学生 2,500 円 

♪シューベルトピアノ曲全曲演奏会第 2回「佐藤卓史シューベルトツィクルス」 

 2014年 10月 10日（金）19：00 王子ホール（中央区） 一般 4,000円/学生 2,000 円 

皆様、今後とも若いアーティストの皆様のご支援をよろしくお願い致します。 

 
一般社団法人 国際育英文化協会 

副理事長 伊藤美保子 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様アンケート集計（16名様分） 

ご協力ありがとうございました。 
  

1.本日のリサイタルをどちらでお知りになりましたか。 

□佐藤卓史さん（ブログも含む）5  □佐藤卓史さんのコンサート会場に置いたチラシ 1   

□月刊ぶらあぼ  0  □モーツァルト・サロン会報  3    □当ビル掲示のポスター、チラシ  0 

□国際育英文化協会のスタッフ  1  □国際育英文化協会のホームページ  2 □その他  3 

 

2.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。 

a.チケット料金について            □高い 0 □やや高い 0 □適正 5 □やや安い 5 □安い 5 

b.モーツァルト・サロンの印象はいかがでしたか  □非常に良い 6 □良い 8 □普通 2 □やや悪い 0 □悪い 0 

c.スタッフの対応はいかがでしたか       □非常に良い 7 □良い 6 □普通 2 □やや悪い 0 □悪い 0 

d.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）   

□ ドビュッシー：ベルガマスク組曲 9          

□ シューベルト：ピアノ・ソナタ第 6番 D566/506 5 

□ プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 8番 作品 84 「戦争」 14 

□ アンコール曲   13 

 

3.佐藤卓史さんへの激励のメッセージをお願いします。 

♪すてきな演奏で、心地良いひとときを過ごさせて頂きました。すばらしい演奏をありがとうございました。 

♪すばらしい演奏をありがとうございました。また、コンサートに行かせて頂きます。ＣＤも購入しました。 

♪曲の世界をたんのうしました。ありがとうございました。 

♪いつも素晴らしい曲ありがとうございます。最近佐藤さんのピアノを聴く機会が多くなっています。 

これからも楽しみにしています。 

♪戦争ソナタが素晴らしかったです。曲の本質と作曲者の精神性が、卓越した技巧と表現力によって見事に表出され

ていました。次回はシューベルトをじっくり聴いてみたいです。若き本格派ピアニストの今後の活動を楽しみにし

ています。 

♪目白クラブでダンスパーティーの時、聴かせていただいて二回目ですが、とてもすばらしかったです。 

これからも頑張って活躍されますように。 

♪プロコフィエフ、とても激しくおもしろい曲だった。アンコール曲、当たり前に聞いていた曲がこんなにせんさい

できれいな音だと改めて感じた。全体にとてもすてきでした。 

♪中学の時よりお名前だけは知っており、活躍されている事に感激しておりました。これからも機会があったらコン

サートに出かけ、生演奏を堪能したいと思っています。 

♪毎回たいへんたのしみです。ご健康をお祈り申し上げます。ほんとうにありがとうございました。  

♪素晴らしい演奏会でした。ありがとうございました。今後も応援しております。頑張って下さいませ!!  

また何かありましたら演奏よろしくお願いいたします。 

♪やわらかい音と鋭い音の差がとてもよく出て、とてもきれいでした。特に戦争ソナタのはげしい所とゆったりした

所がどちらもきれいでした。私ももっと表現力を持てるようになりたいです。 

 

 

会場には満員のお客様！ 

ドビュッシーの作品でコンサートの幕が

開かれ、美しい情景が描き出されました。 

シューベルトへの思いを熱く語る 

佐藤さん。 

アンコールはピアノの詩人ショパン♪ 

一転して、夢幻の世界へ…。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪お疲れ様でした!先日のパーティーでは、どうも有難うございました。 

♪いつも楽しみに応援させて戴いています。今日の演奏もとても聞き応えのあるプログラムで楽しませて戴きまし

た。佐藤さんの解説、トークも良かった。圧巻の演奏。とても良かったです。 

♪ますますのご活躍を期待しております。シューベルトのピアノ・ソナタはいつも楽しみに聞いておりますが、次

の機会にも聞かせて頂ければと思っております。 

♪ものすごい感性と計り知れない程のスケールの大きな演奏に圧倒されました。最高の演奏でした。 

 

4.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。 

・演奏者を間近に感じて音楽を楽しめるこのサロン、とても気に入りました。近くにこんな素敵な場所があること、

とてもうれしいです。手作り感のあるあたたかいサロンでした。 

                 お気に召していただき、心より嬉しく思います。またのご来場をお待ちしております。 

・演奏者の方との距離が近くて良かったです。 

 

・シューベルトの歌曲はいかがでしょうか。 

 

・スタッフの皆様の細やかなお心づかいに感謝申し上げます。 

 

・すてきなサロンですね。まるい音色のピアノでよいひびきだと思いました。 

 

・すてきなホールでした。ほんとに参りましてよかった事ばかりでした。 

                                                             身に余るお言葉を頂き、ありがとうございます。 

・いすがふかふかで座り心地が良かったです。お茶のサービスもうれしいですね! 
 

・音のひびきが今回は特によかったと感じました。 

 

・いつも非常にプロフェッショナルでありながら温かい企画運営で母子ともども楽しみにさせていただいています。

今後も宜しくお願い致します。 

             このお言葉は正に私共が目指しているサロンのあり方ですので、とても嬉しく拝見いたしました。 

※以上のコメントはできる限り、原文の通りに掲載いたしました。 

 

終演後のサイン会、多くの 

お客様がお並び下さいました。 

受付に並ぶたくさんのＣＤ♪ 

佐藤さんの手作りポップ付きです。 

今後のコンサートにご出演される

原田絵里香さん（左）、永井公美子

さん（右）とご一緒に♪ 

 

たくさんの方が応援にきてくだ

さいました。 

実は、ほとんどのお客様が帰られ

た後、もう 1曲プレゼントしてく

ださいました。さらっと素敵に弾

いてしまう姿にメロメロです♡ 

佐藤さん、本当に素晴らしい演奏

をありがとうございました！ 

なんと来年もご出演決定! 

今から楽しみですね♪ 
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モーツァルト・サロン 今後のコンサート 
   

 第29回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪吉川真澄＆河野紘子デュオリサイタル  好評発売中！ 

～美声の実力派ソプラノとアンサンブルの名手の共演～ 

2014 年 8 月 31 日（日） 15：00 より  入場料：2,000 円 
プログラム / モーツァルト：すみれ クララ・シューマン：すみれ メトネル：すみれ 

      林光：アメリカ・アメリカ  平野一郎：春の歌、邪宗門・魔睡  他 

 

 第30回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪原田絵里香ピアノリサイタル  好評発売中！ 

～その演奏に誰もが虜になります～ 

2014 年 10月 26 日（日） 15：00より  入場料：2,000円 
プログラム / モーツァルト：幻想曲 ニ短調  シューベルト：ソナタ イ長調 D664         

       ヒナステラ：アルゼンチン舞曲 ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ 他 

 

 第31回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪永井公美子＆泉ゆりのデュオリサイタル  8 月下旬発売予定 

～魂のヴァイオリニストと確かな実力を持つピアニストの共演～ 

2014 年 11月 30 日（日） 15：00より  入場料：2,000円 
プログラム / フランク：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 

       サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ 第 2番 変ホ長調 作品 102  他 

 

 第32回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪東京混声合唱団メンバーによるクリスマスコンサート 好評発売中！ 

～日本を代表するプロ合唱団の究極のハーモニー～ 

2014 年 12月 23 日（火・祝） 15：00 より  入場料：3,000 円 
プログラム / バッハ：主よ人の望みの喜びよ  プーランク：「クリスマスのための４つのモテット」 

          三善晃：「子どもの季節」より 林光：「日本抒情歌曲集」より  クリスマスソングより 他 

 
 

♪:*:・:*:♪・:*:・:*:♪ モーツァルト・サロン 音楽教室のご紹介 ♪:*:・:*:

♪・:*:・:*:♪ 

～広々としたコンサートサロンで贅沢なレッスンを～ 
  

♪原田絵里香ピアノ教室   指定の水曜日 
お馴染みの原田先生が初心者からピアノの先生まで的確に、明るく、温かく指導します。 

レッスンを定期的に受けられる月額制とご都合の付く日に受けられる1レッスン制があります。 
 ・月額制の例：10,000円(30 分/年 40 回) 

 ・1 レッスン制の例：6,000 円(60 分) 
 

♪吉川真澄先生と名歌を歌う会  指定の月曜日：月2回 
ピアノ伴奏/河野紘子先生（二期会オペラ研究所ピアニスト） 

学校で習った懐かしい名曲の数々を実力派ソプラノ歌手の吉川先生が丁寧に指導します。 
発声も丁寧に指導し、時には原語で歌いますので、アマチュア合唱団の方のスキルアップにも最適です。 

曲の例：ローレライ・浜辺の歌などの独唱曲、簡単な合唱曲 
月謝：4,000円 

 

♪吉川真澄先生の声楽レッスン  指定の月曜日：「名歌を歌う会」の前後の時間 
声楽を本格的に習いたい方、趣味で習いたい方、どなたでも優しく指導します。 

レッスン代：3,000円（30分）／ 6,000円（60分） 

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 

ホームページアドレス  http://www.kokusai-ikuei.jp/ モーツァルト・サロン赤羽で検索して下さい。 

 
※この会報がご不用の方は、お電話またはホームページ「お問い合わせ」よりご連絡ください。 

http://www.kokusai-ikuei.jp/

