モーツァルト・サロン会報 NO.53
第 53 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 」特集 ～
2017 年 12 月 17 日号

街は華やかなイルミネーションで彩られ、寒空の下を歩く私達の心を優しく温めてくれている、そんな一年中で
一番美しい夜景の季節になりました。
さて、ここ
には一足先にクリスマスがやってきました。
や
トが賑やかに飾られ、
12 月 17 日（日）15：00 より「ピアノ三重奏によるク
」が開催されました。昨年に引き続き、「滝千春
Vn、横坂源 Vc、魚谷絵奈 Pf」によるトリオが再結成されました。滝さんによれば自称「赤羽トリオ」だそうです。
プログラムの始まりは「ハイドン：ピアノトリオ第 44 番」。古典派の典雅な曲が美しい音色で奏でられました。続
いてそれぞれの楽器によるソロが演奏されました。1 番手はチェロ独奏「フレスコヴァルディ＝カサド：トッカータ」。
横坂さんの魂のこもった音色、深い音楽性と安定したテクニックで会場中が魅了されました。次はピアノ独奏「ク
ライスラー＝ラフマニノフ：愛の哀しみ」。魚谷さんのいつもながらに美しい音色と華やかな演奏が心を捉えます。
最後はヴァイオリン独奏「柿沼唯：Puer natus est nobis 幼子われらに生まれ」。柿沼先生が是非、滝さんに弾い
て頂きたいという思いから演奏された曲です。クリスマスの日中のミサで歌われるグレゴリオ聖歌の入際唱に基づ
いて作られた曲ですが、重音が沢山出てくる中々の難曲でした。「１音入魂」という表現をしたくなるような集中力
で、静謐な聖堂で祈っている姿が目に浮かびます。1 部の最後は「チャイコフスキー＝柿沼唯：花のワルツ」。一
気に優雅で華やかな世界へ誘われました。
2 部の 1 曲目はこのコンサートのメインに据えた「ショスタコーヴィチ：ピアノトリオ第
2 番」。演奏者の皆様はこ
、
の曲に対する思いを次のように語っています。「第二次世界大戦がこの曲の背景にあり、当時は国のために曲を
書かざるを得ないような状況でした。本来音楽は自由なものであるべきなのに、書きたいものが書けないもどかし
さがあり、そういった痛みをこの曲から感じながら演奏します」。この演奏はお客様の心を捉え、正に圧巻でした。
後半の 2 曲目は「J.C・バッハ：ピアノトリオ作品 2-2」が明るく奏でられました。そして、最後は「柿沼唯：クリスマ
スメドレー」。サービス精神旺盛な演出がお客様を楽しませてくれました。実は今回のリハーサルで一番時間をか
けたのはこの演出でした(笑)大変な盛り上がりで、華やかに演奏が終わると、編曲者の柿沼先生が登場し、「この
2 曲が色々なところで演奏されるといいと思います。皆さんは去年よりグレードアップして上手になったね」と楽しそ
うに語りました。アンコールはお客様からリクエストを頂き、「花のワルツ」を演奏。万雷の拍手を頂いて幕を閉じま
した。昨年、当社団が柿沼先生に委嘱した「花のワルツ」と「クリスマスメドレー」は楽譜が出版されました。ご希望
の方は当社団へお申し込みくださいませ。
「赤羽トリオ」には多くの激励や再演を望むお言葉が寄せられ、主催者として大いに力を頂き、心から感謝を申
し上げたいと思います。また、再演に向けて努力させて頂きますので、皆様からのご支援をお願い申し上げます。
一般社団法人 国際育英文化協会
代表理事 伊藤美保子

お客様アンケート

ご協力ありがとうございました。

１.滝千春さんへの激励のメッセージをお願いします。
♪ソロでパイプオルガンをほうふつとさせる響きでした。昨年に引き続き、情熱的ですね。ショスタコーヴィチのやるせない、うつうつとし
た感情や怒りでしょうか、代弁しているような演奏でした。
♪♪素敵な音色でした。ショスタコーヴィッチでは3人の息の合った演奏で個々が際立ちとても良かったです。源さん世代の演奏家の
方々がご活躍されるのをとても嬉しく思います。ゴールデン世代ですね。
♪弾く姿がとてもかわいかったです。Vn、とても華やかで素敵でした！チャーミング！ショスタコ、よかったです♪
♪Vn、華やかでとてもすてきでした！ショスタコが雰囲気に合っていたと思います。
♪音楽への情熱と集中力が素晴らしかったです！力強い演奏に圧倒されました。
♪「こがねいガラ」と本コンサート、ぜひまたご出演ください。デビュー10周年おめでとうございます。
♪ソロではまるで2つのヴァイオリンが存在するのではないかと錯覚するようなテクニックの高度さに圧倒されました。そしてトリオになる
とピンと張りのある伸びやかな旋律でチェロとピアノを牽引していくご様子に感動致しました。特にトリオでの音はボーの吸い付きがよ
く、印象的でした。トークもチャーミングでプロフェッショナルですね！
♪情熱的でダイナミクな演奏を聴かせていただき、とても感動しました。
♪来年のリサイタルも期待しています。
♪素晴らしい演奏でした。今日のプログラムは私の大好きな「ピチカート」づくしの様で感激しました。衣装も大変素敵でしたね。紀尾
井（ホール）には行けませんが、出来ればまた来年のクリスマスにここで「赤羽トリオ」さんにお会いしたいです！！
♪滝さんを拝見・拝聴して「演奏家は人（ヒト）なんだ…」とあらためて感じたひと時でした。（←良い意味！！）ネコちゃんみたいに可愛
らしい方だと思いました。またお目にかかれます日を楽しみにしております。

２.横坂源さんへの激励のメッセージをお願いします。
♪トリオになると柔らかさが際立ちますね。強い弾き方をされても理性的というか、落ち着きを感じます。ショスタコーヴィチは、部屋全
体が震えているかと思いました。次のバッハが始まると平和はいいなとホッとしました。
♪とても心地のいいチェロの音色で、大変楽しませてもらえました。
♪いつも素晴らしい演奏を聴かせてくださり、ありがとうございます。今後のご活躍も心から応援しています。頑張って下さい。今日のセ
ットリスト、最高によかったです。（自分の好みですが…笑）
♪1番前（特等席！）で聴かせて頂きました！源さんのVC.大好きです。ショスタコとってもよかったです♪明後日のみなとみらいも頑張
って下さいね♡
♪1番前で聴かせていただき、感激です♪サンタさんもかわいかったです♪また他のコンサートにも伺います！今後のご活躍をお祈りしています！
♪とても渋い昔のフランスのチェリスト、ナバラ氏のような響きにチェロの深い音色を味わわせていただきました。ありがとうございました。
♪「未来の音ガラコンサート」期待しています。ここで聴けるのは貴重ですね。
♪１つ１つの音の深い響きに魅了されました。どんなに激しく、高度な技法を用いて表現されるときもブレない軸があるといいますか、上
品で研ぎ澄まされた何かを感じ、同時にとても温かくて、音程の正確さも素晴らしく、席が近かったこともあり今回はチェロの真髄を教
えて頂いたように思います。ありがとうございました。ショスタコーヴィチの曲紹介も、心に沁みました。
♪高橋一生さんと同じように、表現力と演奏がほんとうに素敵でしたよ。また、ショスタコーヴィッチの演奏を聴いていると何度聴いても
素晴らしく、特に音の響きと表現力はどんどんレベルアップしていますね。これからもよろしくお願いします。心臓の音が聴こえてくるよ
うで、とても感動しました。

ハイドン：ピアノトリオ第 44 番で幕開け

いつもながらの美しい音色

静謐な聖堂での祈り

初めのご挨拶

前半の最後：花のワルツ
源さんが珍しく目を開いています

この音色に魂を揺すぶられます

圧巻のショスタコーヴィッチ！

♪コンサートに行ける時はいつでも聴かせていただいています。19日、横浜にも行きます。いつもいつも演奏が素晴らしくて、（本日
も）やっぱりすばらしかったです。また、違う感じの力強い演奏を聴かせていただきました。
♪ショスタコは追悼曲なのですね。少々暗い終わり方ですが、今日のプログラムではそれを乗り越えた先に横坂さんの仰る「本来
“自由”である音楽」の未来が見える様で大変良かったです。これからも頑張ってください。
♪（勝手に…）チェロの音色を「深い・暗い」とイメージしているのですが、横坂さんのは、それを払拭するような爽やかさでした。あま
りにもサンタ衣装がお似合いでしたので、ちょっと御顔が思い出せませんが…(笑)

３.魚谷絵奈さんへの激励のメッセージをお願いします。
♪オーケストラのように自由自在の音がきこえてきます。花のワルツの軽やかな感じに心が踊ります。ワンピース、髪飾りがクリスマ
スムードを一層盛り上げ、とてもお似合いでした。
♪気持ちのいい音で、とてもいい時間を過ごせました。
♪素敵な演奏でした。来年のトリオのコンサートも楽しみにしています。是非3回目のクリスマスコンサート、開催してください！
♪弾く姿、とても美しくて見とれてしまいました！安定感があって素晴らしかったです。
♪ピアノの安定感がすばらしかったです。ショスタコは、むずかしそうだなあと思ってきいていました。
♪クライスラー＝ラフマニノフ編曲のピアノソロ、重厚な響きとピアニスティクな演奏ありがとうございます。
♪今度の演奏はいつになりますでしょうか？また情報掲載します。凛とした音が好きです。ベートーヴェンも聴いてみたいです。
♪ソロ曲に感激致しました。私は素人で、ラフマニノフはチェロ曲しか聴いたことがなかったのですが、選曲を含め、コンサートの中
で本当に素晴らしい展開を担っていらしたといいますか、抑制の効いたトリオでの奏法とソロでの突き抜けたような華やかさ、どち
らも本当に素晴らしかったです。
♪「愛の哀しみ」。もの憂げなタイトルでクリスマスっぽくないような、でも親しみのあるメロディですので聴いていても気持ち良かった
です。3月にはソロコンサートを拝見しましたが、トリオももちろん良いですね。素晴らしい演奏でした。心安らぐクリスマスになりま
す。これからも期待しております。来年も是非ここで！！スラリとした長身で格好良いですね！！
♪今後のご活躍を陰ながら応援させて頂けましたら幸いです。「自然の風景」のようにナチュラルな絵奈さんの御姿と音色…ステキでした。

4.３人の奏者の皆様へ
♪ここに訪れるまではヴァイオリン、ピアノが好きで、コンサートに訪れるきっかけも同じでした。ただ、昨年のコンサートでチェロを好
きになり、今年、全ての楽器を好きになって聴いたところ、三重奏の良さをものすごく感じる事ができました。来年もあればぜひ来
たいと思います。 P.S.来年の変装はトナカイですか？

5.モーツァルト・サロンに対するご意見、ご感想
♪赤羽変装トリオ！期待以上に応えてくださり、嬉しい限りです！
そして麦茶で喉が潤いました。ごちそう様です。
♪アットホームである、品もある素敵なサロンです。是非また伺いたいです。
♪早くから並んでしまいましたが、ご親切に対応していただきありがとうございました。
♪絵がかかっている家にいるような雰囲気でよかったです。
♪奏者の方自らが楽曲紹介をしてくださる点に、いつも大変感謝しております。
♪受付テーブルのクリスマスオーナメントに据えられたさり気ないPeaceの文字、正にそうありたい、温かくほっとするメッセージですね。
♪素晴らしいと思いました。照明だけ…気になりました。ありがとうございました。

サンタさん、登場！

柿沼先生をお迎えします

滝さんがここで眼鏡を装着！

「 去年より上手になりました(笑)…！」

皆でクリスマス♪

最高のクリスマスプレゼントでした！

モーツァルト・サロン

今後のコンサート

第 54 回 モーツァルト・サロン コンサートシリーズ

永井公美子＆根津理恵子 デュオリサイタル チケット好評発売中！
～ 魂のヴァイオリニストとショパンコンクール・ファイナリストの華麗なる共演 ～
2018 年 3 月 25 日（日） 15：00 より
プログラム /

ヴィターリ:
ストラヴィンスキー:
ブラームス:
バッハ:
スクリャービン:
シマノフスキ:
ラヴェル:

入場料：2,000 円

シャコンヌ
イタリア組曲
F.A.E ソナタ3楽章 「スケルツォ:
無伴奏パルティータ 2番「シャコンヌ」
左手のためのノクターンOp.9-2(ピアノソロ)
神話より 「アレトゥーサの泉」
ツィガーヌ

第 55 回 モーツァルト・サロン コンサートシリーズ

吉田愛＆アレックス・ガイ(在イタリア)オルガンデュオコンサート チケット好評発売中！
～ イタリア在住のオルガニストの華麗なるデュオ ～

2018 年 6 月 17 日（日）

15：00 より

入場料：2,000 円

プログラム /
< ソロ演奏 >
※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。

A.ヴァレンテ：ロンバルディア風ガリアルダ
A.ガブリエリ：第１２旋法によるリチェルカーレ
G.カヴァッツォーニ：めでたし海の星
B.パスクィーニ：第２旋法によるリチェルカーレ
G.フレスコバルディ：アリアと変奏「ラ・フレスコバルダ」
G.ヴァレリ：ソナタ 第９番
G.B.チェルヴェッリーニ：ソナタ へ長調
A.ヴィヴァルディ＝J.S.バッハ：協奏曲 ニ長調 BWV972
< 連弾 >
J.C.バッハ：ソナタ イ長調
Op.18-5
J.C.F.バッハ：「きらきら星」による変奏曲
W.A. モーツァルト：ファンタジー ヘ短調 KV594
W.A. モーツァルト：
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より KV525 第一楽章
2018 年 7 月 15 日(日)15:00 開演
根津理恵子ピアノリサイタル
2018 年 9 月 24 日(月・祝)15:00 開演 山口友由実ピアノリサイタル

チケットのお申込み：お電話またはホームページよりご予約の上、「一般社団法人 国際育英文化協会」口座へ
代金を先にお振込みください。ご入金確認後、チケットをお送りいたします。
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
のために委嘱した曲集。華やかで演奏映えのする編曲。
「 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

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。
月額制: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。

