
　会員各位 

　秋も深まってまいりました。会員の皆様は
健やかにお過ごしでしょうか？今年はコロナ
禍に見舞われ当協会も例年のような活動がで
きない状態のまま暮れようとしています。そん
な中唯一レクチャーコンサート＜プーランクと
戦争＞は実施、コロナ対策に苦労しましたが
無事終えることが出来ました。60名に入場者
数を制限されたため会員の方々には当日来場
を控えてもらわなければならず、心痛む思いを
しました。この状態がいつまで続くのか？収
束を望みつつもしばらくは共存を覚悟で活動
を続けて行く他ありません。会員の皆様のご
理解とご協力を切に願います。 

＝終了行事報告＝ 

第２回勉強会報告 
日時：2020年9月12日（日）14:00～　 
於：京都市北文化会館 創造活動室 

参加者：青谷理子、浅野京子、あべありか 
加藤理彩子、近藤秀樹、高木ひとみ 
谷村由美子、田崎直美、中辻邦子、西畑賀世 
野村明代、橋本尚、肥田真莉子、美馬美紀 
美山節子、山口美樹子、山本昌代、　　　　
柚木たまみ、吉澤友里絵、吉村依都子　 
　　　        　　　　　　　　　　　計20名 

　＝プログラム＝　 

新入会員披露演奏・自己紹介 

山口美樹子 (Pf) 
　 Cl. ドビュッシー ／花火 

山本昌代 (Sop）・山口美樹子（Pf）
　  CL.ドビュッシー／
　           妙なる宴、マンドリン、月の光

谷村由美子(Sop)・吉澤友里絵（Pf） 
 R. アーン／クロリスに 
 F. プーランク／＜偽りの婚約＞より 
　　　　　　　　ヴァイオリン
　 Ch. グノー／オペラ＜ファウスト＞より 
　　　　  マルグリットのアリア ”宝石の歌”
　 
田崎直美（音楽学） 
 入会のご挨拶・自己紹介 

勉強会：自由曲

野村明代（Sop)・加藤理彩子（Pf）
　 G.フォーレ／＜優しき歌＞より
  1. 輪光の聖女  2. 暁が広がり 3. 白い月 
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西畑賀世（Sop)・青谷理子（Pf）
　H.ベルリオーズ／夏の夜より
　　　　　　　　　3.あらぬ人　 
　Ch.グノー／オペラ＜シバの女王＞より 
　　　　　　女王のカヴァティーナ 
  ”身分は低くても気高い方” 

高木ひとみ (Sop)・加藤理彩子（Pf） 
　G.フォーレ／夢のあと、アルページュ 
　　　　　　　夕べ、牢獄 

中辻邦子 (Sop)・青谷理子 (Pf) 
　 E.ショーソン／ナニー、魅惑、最後の葉 
　　　　　　　　イタリアのセレナード 

肥田真莉子 (Ms)・あべありか (Pf) 
   F. プーランク／＜平凡な話＞ 
　1. オルクニーズの唄、2. ホテル 
　3. ヴァロニーの沼地、4. パリへの旅 
　5. すすり泣き 

吉村伊都子 (Sop)・あべありか (Pf) 
   F. プーランク／ 
　オペラ＜テレジアスの乳房＞より 
　テレーズのアリア　”いいえ、旦那様” 

　コロナ対策として密を避けるため、会場を 
StudioMから京都市北文化会館 創造活動室に
移し実施した。座席数は40席に制限されてい
たが、出席者は20数名で間隔にゆとりがあり
快適な空間で実施することができた。今回は
最初に昨年と今年に入会された方々の披露演
奏があった。有力な新入会員の演奏は頼もし
く、今後の当協会の活躍に大いに貢献してい
ただけそうで嬉しい限りであった。 
　また10月17日のレクチャーコンサートで早
速レクチャーを担当してくださる田崎氏の自
己紹介と17日のレクチャーへのアプローチが
あり本番がより期待されるものとなった。 
　勉強会にも多くの演奏希望がありそれぞれ
に意欲的な取り組みが披露された。歌曲演奏

はやはり詩の把握と発音の正確さが求められ
るため、音をつけないでピアノに合わせて朗
読をする練習法が提言された。後半はやはり17
日のレクチャーコンサートへのステップとし
てプーランクの試演奏となった。本番までの
一ヶ月あまりで改良すべき点が明確になった 
のはとても良かった。 
                                  　　　　　  美山 記 

コンサート入場者数と所感 

レクチャーコンサート 
＜プーランクと戦争＞ 
2020年10月17日（土）17：30開演 
京都市北文化会館 創造活動室 
入場者総数／56名 
一般／26名 
招待／14名 
コロナ対策(企画委員)／7名 
出演者／９名　 
　 
所感 
・コロナ対策として、マスク必須、検温、手指
消毒、連絡先記入、客席制限（60席）、換気 
プレゼント受付拒否等万全を期して行った結果、
56名の入場者を迎え好評のうちに無事終了した。 
・会場のセッテイングが良かった。 
・天井が高いのが教会のようで開放感がありコ
ロナ対策にも良い。 
・プロジェクターの配置のためには少し斜めに
することも今後検討の余地あり。 
・照明の配慮が良かった。 
・会館側のスタッフがとても親切で気持ちが良
かった。 
・レクチャーがあると歴史の話もあり、時代背
景が明確に理解できて勉強になった。 
・レクチャー中に録音・録画を頻繁に使用する
のは生演奏とのギャップがあり違和感を感じた。 
・演奏は全体として高水準であった。 
・出演者の個性が際立っていた。 
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・本番の入場が人数制限のため叶わなかった会
員のために設けたプレリハ聴講も9名の申し込
みがあり皆熱心に興味深く聴講した。 
・YouTube 配信希望者は16名、プラス出演者
の計25名に配信した。画面も音も明確に撮れ
ていて初めての試みであったが、非常に効果的
であった。今後に是非いかしたい。 

第3回勉強会報告 
日時：2020年11月7日（土）13：30～　　 
於：京都市北文化会館 創造活動室 

参加者：浅野京子、牛屋真紀、後藤由美子 
高木ひとみ、谷村由美子、寺嶋都百、中辻邦子 
中安容子、中島貴子、西畑賀世、野村明代 
橋本 尚、美馬美紀、美山節子 
　　　　　　　　　　　　　　　計14名 

＝プログラム＝ 

中島貴子 (Sop)・後藤由美子 (Pf) 
　G.フォーレ／蝶と花、五月、僧院の廃墟にて 

中辻邦子 (Sop)・後藤由美子 (Pf) 
　G.フォーレ／朝の歌、悲しみ、シルヴィー 

野村明代 (Sop)・後藤由美子 (Pf) 
　G.フォーレ／＜優しき歌＞より　 
　　　4. 不信の道を通って　5. 本当はこわ 
　　　　いくらい　6. お前が去る前に 
　　　7. それは夏のある明るい日 

西畑賀世 (Ms)・後藤由美子 (Pf) 
　L. アーン／クロリスに 
　G.フォーレ／月の光 
　H.デュパルク／前世 

浅野京子 (Sop)・後藤由美子 (Pf) 
Cl. ドビュッシー／麦の花、ロンド 

中安容子 (Sop)・牛屋真紀 (Pf) 
　F. プーランク／歌のしらべ 
　　　　1. ロマンティックな歌　2. 田園の歌 
　　　　3. 荘厳な歌　4. 快活な歌 

　今回の勉強会は、コロナ禍への厳重な対応
が要されることから開催に慎重ではあったが、
丁寧な消毒・検温、参加人数の上限の設定と
会場内での着席距離の確保、出入り口の開放
など、あらゆる配慮のもと開催され、参加人
数は１４名と会場の広さからすれば少なめで
はあったが、演奏・ディスカッションともに
充実した３時間となった。 
内容に関しては、作曲家の初期作品における
深い芸術性に改めてどう触れるか、作品に投
影された詩人の人生観に対して作曲家がどの
ように理解したと見るか、詩の内容から求め
られるピアノの音色・律動感について、など様々
に意見が交換された。 
一人のピアニストによって勉強会全体の曲目
の大半が伴奏されたこと、未だ研鑽が事始め
との演奏者自身の謙遜を受けて再度の通し演
奏が試みられたこと、これらは珍しくも新鮮
な勉強会の風景であった。 
会場の関係で、すべてのプログラムの後のお
茶休憩やしばらくの歓談は叶わず17:00完全退
出が厳守のところ、ちょうどよく16:30ころに
終了となり、使用済みの椅子や長机を会場側
の消毒のために整頓し、無事に退出となった。 
                  　　　　　　　　　   橋本 尚 記 

　　＝今後の行事＝ 

サロンコンサート 
日時：2021年2月11日(木・祝) 13:00開演 
会場：京都市北文化会館 創造活動室 
　2月恒例のサロンコンサートは抽選の結果、 
今回も11日の祝日が取れました。 
会員は希望者全員出演できます。勉強中の曲を
聴衆の前で演奏する良い機会です。 
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サロンコンサートは入場無料ですが有料のコ
ンサートと同様にしっかり準備をして臨んで
ください。今回もコロナ禍対策のため人数制
限(60名) があります。過剰にならないよう整
理券を発行する予定です。出演希望者はメー
ルで事務局まで次の事項を明記の上申し込ん
で下さい。 
・件名にサロンコンサート出演希望と明記 
・演奏者名 
・曲名 (原語) (10分前後） 
事務局：setsumiyama@icloud.com 

締め切り厳守：2021年1月10日（土） 
出演負担金：一人12,000円 
　　　　　（連弾の場合も各々12,000円） 
コンサート1週間前までに振り込んでください。
＊振込方法等は出演者に詳細をお知らせします。

サロンコンサートプレリハーサル　
日時：2021年1月31日（日）13：00～ 
場所：グレースホール 
　サロンコンサートも今回はプレリハーサル
を場所を借りて行います。通常のコンサート
同様プレリハの日程も都合をつけた上で申し
込んでください。やむを得ない事情がある場
合は事前にその旨を伝えてください。 

第4回勉強会 
日時：2021年3月7日（日）13：30～ 
場所：グレースホール 
　4月7日のコンサート出演の方々は個々人で
しっかり勉強はされていると思いますが、人
前で演奏する機会が少なくなった分不安を感
じておられることでしょう。 
この勉強会を踏み台にしてコンサートに向け
て自身を鼓舞する機会にしてください。また4
月コンサートに関係なく自身で取り組んでい
る曲の演奏も大歓迎です。詳細はHP会員専用
ページをご覧ください。 

＝その他のお知らせ＝ 
ル・ルー先生、ランドリー先生招聘
について 
　コロナ禍が世界中で猛威を振るっている最中　
お二人の先生の招聘は残念ながら困難な状態が
続いています。ル・ルー先生はそれでも来京に
意欲を持ってくださっていますが、諸々の対策
を考えると来年4月のマスタークラス開催は難し
いと判断しました。コロナの状況が改善し先生
の都合が良ければ来年の秋にでも開催できれば
と期待してはおりますが、おそらく2022年の4
月になると予測しています。ランドリー先生は
コロナが収束の後と考えております。ボールド
イン先生がお亡くなりになり、恒例の秋のレッ
スンもなくなり会としての研鑽の場が少なくなっ
てしまうのは本当に残念なことですが、会員の
皆様は意欲を失くすことなく日々お励みください。 

　 
当協会後援コンサートの報告と案内 

糸井博己テノール・リサイタル 
（ダルトン・ボールドイン先生を偲んで）　　
ピアノ：青谷理子 
2020年11月15日（日）14：30開演 
京都青山音楽記念館（ﾊﾞﾛｯｸｻﾞｰﾙ） 
シューベルト「美しき水車小屋の娘」 
ラヴェル「五つのギリシャ民謡」 
ローゼンタール「ムッシュ・ブルーの歌」より 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他
MITA HALLコンサートシリーズ 
～とどけたいうたたち～ 
2020年11月28日（土） MITA HALL 
出演：西畑賀世(Ms) ・南なほき(Pf) 
橋本國彦：お菓子と娘　中田喜直：タンポポ
シューベルト：楽に寄す 
サンサーンス：オペラ＜サムソンとデリラ＞より 
”あなたの声に私の心も開く”　　　　　　　他 
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