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第 55 号

「第８３回横浜新人演奏会 」特集
日時
主催

平成２４年４月２７日（木）
ＮＰＯ法人 横浜音楽協会

会場

横浜みなとみらい 小ホール

後援

神奈川新聞社，ＮＨＫ横浜放送局，ｔｖｋ，㈱アール・エフ・ラジオ日本，
(公財)よこはまユース，(公財)横浜市芸術文化振興財団，(財)はまぎん産業文化振興財団

協賛

㈱ヤマハミュージック東京 横浜店，(有)旭屋，㈱シムラ楽器，㈱ハマ楽器，ハタ楽器㈱
《第１部》

《第２部》

横 浜 市 長 賞 受 賞 者：鈴木 朝子（ヴァイオリン･･第１部１０番）
神奈川新聞社賞受賞者：宮本 小菜実（ピアノ･･第２部１１番）
鈴木 朝子

おめでとうございます

「第８３回横浜新人演奏会の演奏を終えて」

４月２６日に開かれた横浜新人演奏会は、私にとって大学を卒業してから初
めての演奏会となりました。当日はあいにくのお天気でしたが、協会の方々が雨
の中滑らないように配慮してくださったり、ご自身の出演体験談を話してくださっ
たので、初めから終わりまで温かい雰囲気の中、安心して演奏することができま
した。
私は幼い頃から横浜に住んでいますが、今回は初めて横浜出身者として舞
台に立つことができました。卒業してすぐ、このような舞台で自分の好きな作曲
家の曲を弾くことができ、とても幸せに感じました。そして、市長賞という栄誉ある賞を頂くことができて、本当に嬉しく
思っております。
この演奏会で初めて、横浜在住の音大出身の方々と知り合うことができました。私の楽器はヴァイオリンですが、そ
れ以外にも様々な楽器を通じて、皆さんの音楽を楽しませて頂きました。また、初めての横浜に縁のある者同士のつ
ながりを感じられた気がします。
大学を卒業し、横浜音楽協会の方々が音楽をする者にとってたくさんのサポートをしてくださっていることも知りまし

た。今回の新人演奏会も、オーディションから当日までたくさんの方々が隅々まで行き届いたご配慮をしてくださり、
改めて横浜に住みながら勉強できるありがたみを感じました。
クラシック音楽の素晴らしいところは、長い歴史の重みがあり、様々な時代の人の想いがこもっているところだと思い
ます。横浜という海のある美しいところで、これからもその素晴らしさを伝えられるような演奏を目指してまいります。ま
だまだ演奏家としては足りないところもありますが、たくさんの人に感動を届けられる演奏ができるように一層の努力を
続けていくつもりです。
協会の皆様、演奏を聴きに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも横浜出身の音楽家たち
をどうぞよろしくお願いいたします。
宮本 小菜実 「音楽の喜びにあふれた横浜新人演奏会」
このたびは、横浜新人演奏会出演、ならびに神奈川新聞社賞をいただくこと
ができ、嬉しい思いでいっぱいです。今回演奏したバツェヴィチのピアノ・ソナタ
第 2 番は、私が今まで挑戦したことのないような近現代曲であり、また大学の卒
業試験でも演奏した思い入れの深い作品です。最初楽譜を手にした時は、「こ
んな曲、私に弾けるだろうか」というのが、素直な感想でした。しかし、丁寧に譜
読みをし、レッスンを受け、練習を重ねていくうちに、どんどんこの曲に興味がわ
いてきました。
この作品を、今まで何度も演奏会を聴きに足を運んだ「みなとみらいホール」で演奏させていただけて、たいへん幸
せでした。演奏会では、たくさんのお客様の前で演奏できる喜びを感じるとともに、大学 4 年間、私がピアノと向き合っ
てきた様々な喜びや葛藤もひしひしと思い出されました。
音楽を専門的に続けるということは、先の見えないものを追い求めていくことで、決して楽ではありません。しかし、
その楽しさを体験でき、そこに魅力を感じることができるからこそ、私はずっとピアノを続けてきました。私にそのような
「音楽の喜びを味わう楽しさ」のきっかけをくださったり、それを教えてくださった恩師、門下生、音楽を通して関わった
方々、さらに家族にとても感謝しています。
私は、これからも、音楽に対して前向きな気持ちでずっと精進していきたいです。この横浜新人演奏会にご尽力い
ただきました横浜音楽協会をはじめとする関係者の方々に、深く感謝いたします。ありがとうございました。

《第１部》

おります。

１．茂山 瑶 （ピアノ）

４．田中 由貴 （サクソフォン） 室内小協奏曲／イベール

ピアノソナタ第３番 ロ短調 作品 58 第１楽章／ショパン

この度はこのような演奏会に出演させていたいただき、
大変嬉しく思います。大学まで卒業するにあたり、今ま
でささえてくださった方々に最大限の感謝をこめて演奏

このような素晴らしい演奏会に出演させていただき、
とても嬉しく思います。今回は私の音楽人生の節目とし
て今まで支えてくださった周りの方々への感謝気持ちを
こめて演奏いたしまた。

させていただきました。
５．御子柴 遥 （ピアノ）
２．有馬 真弥 （ヴァイオリン）
カルメン幻想曲 作品 25／サラサーテ

３．加瀬 貴予美 （ソプラノ）

ピアノソナタ第３番 ヘ短調 作品 5 第 1 楽章／ブラームス

この素晴らしい演奏会に出演することができ、大変光
栄に思います。今回の貴重な経験を、これからの音楽
活動に活かしていきたいです。

バラと柳／グアスタビーノ
きれいな柳の枝／グアスタビーノ，
歌劇「夕鶴」より “与ひょう、からだを大事にしてね”／團 伊玖麿

このような機会をいただき、大変嬉しく思います。横浜は
母の実家があり、幼少の頃から親しみ深い土地です。
私とつながりのあるこの地で演奏できたことに感謝して

６.吉田 梨紗子 （ハープ） 即興曲 作品 86／フォーレ
自分の生まれ育った街、それも素敵なホールで演奏
ができる機会をいただけて、とても光栄に思います。

《第２部》

７．紀伊 志保 （フルート）
組曲 作品 34 第 1・4 楽章／ヴィドール

私は会社員を経て、音楽学校で学びました。幼い頃
から特別な音楽教育を受けたのではなく、入学準備の
ために、仕事帰りにソルフェージュのレッスンを受けるな

１．天日 悠記子 （ピアノ）
24 の前奏曲とフーガ作品 87 より
第 24 番 ニ短調／ショスタコーヴィチ

ど、遅いスタートでした。音楽においても早期教育は大
切で効果的であると感じていますが、何かを始めること

この度、音楽大学卒業という一つの節目を迎え、改め
て音楽の素晴らしさや奥深さ、音楽の持っている音楽の

に遅すぎることではない、と考えています。いくつになっ
ても謙虚に教えを請う気持ちと、限りない向上心を持っ

持っている偉大な力に気づかされ、音楽に出会えたこと
に幸せを感じています。これまで私を愛情こめて育てて

てこれからも音楽に取り組んでまいりたいと思っていま
す。

くださった先生方、いつも勇気をくれ、時にはよきライバ
ルとしてたくさんの刺激を与えてくれた友人達、そして
いつも暖かく応援し続けてくれた家族、音楽を通して出
会ったすべての皆様に心から感謝申し上げます。これ

８．丸田 千尋 （サクソフォン）
アルトサクソフォーンとオーケストラまたはバンドのための
コンチェルト／クレストン

このような歴史ある演奏会に参加できることを本当に
幸せに思います。また、地元横浜で演奏家としての第

からもなお一層音楽を愛し、感謝の気持ちを込めて演
奏活動をしていきたいと思います。
２．髙井 千慧子 （ソプラノ）

一歩を踏み出せることがとても嬉しいです。ご指導くだ
さった先生、支えてくれた家族、演奏会関係者の皆様

「ひとりの対話」より “くちなし”／高田 三郎

に心からの感謝をこめて演奏しました。

歌劇「トゥーランドット」より “氷のような姫君の心も“

「わがうた」より “紫陽花”／團 伊玖麿
／プッチーニ

９．仁戸部 桃子 （ソプラノ）

私はいつも、心がけていることが三つあります。一つ
は、楽譜にそしてその向こうにいる作曲家に忠実である

うぬぼれ鏡／平井 康三郎
／モーツァルト

こと。二つ目は、歌への謙虚な姿勢。そして三つ目は何
より音楽に触れていられることへの幸福と感謝の気持ち

大学４年間で学んできたことをこの舞台で表現できた
ことに感謝します。幼い頃から歌うことで自分を表現す

です。歌をうたい始めてからこの数年間での様々な経験
から学び得たこの三つは、これから先もずっと持ち続け

る喜びを感じていました。そして声楽科を志して音大に
入り、本格的に勉強するなかで音楽に向き合う厳しさを

たい私の信念です。

歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」より“岩のように動かずに”

学び、生涯にわたって研鑽をつみたいと思います。将
来はオペラを歌うようになりたいと強く思っています。
10．鈴木 朝子 （ヴァイオリン）
ヴァイオリン協奏曲第 4 番 ニ長調 第 1 楽章／モーツァルト

11．安部 まりあ （ピアノ）
スケルツォ第 4 番 ホ長調 作品 54／ショパン

素晴らしい演奏の機会をあたえてくださってありがとう
ございます。みなとみらいホールはあこがれのホールで
初めてこの舞台で演奏できた喜び感じています。お客
様の心が暖かくなるような演奏を目指してがんばります。

３．前田 侑乃 （ヴァイオリン）
ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品 61 第 1 楽章／エルガー

昨年の大震災で音楽の力の大きさを再認識したので、
被災した方々に寄り添い、勇気付けたり、癒すことがで
きるような演奏家になりたいです。
４．増田 亜紀 （ソプラノ）
主よ、汝に感謝す／ヘンデル
歌劇「セヴィリアの理髪師」より“ 今の歌声は心にひびく”
／ロッシーニ

生まれ育った大好きな横浜みなとみらいで演奏会に
出演できたことを、とても嬉しく思っています。大学・大
学院 で学んだことを土台に、多くのことに挑戦し、成長
していきたいです。そして、私の成長をたくさんの方々
に見守っていただけたら幸いです。

５．山田 知佳子 （クラリネット）

８．秋元 三奈 （フルート）

クラリネット協奏曲／コープランド

シューベルトの主題による変奏曲／ベーム

地元横浜で、また、みなとみらいホールという、小学

曲の魅力を、自分を通して伝えたいと思います。確実

生の時から憧れていたホールでソロを演奏できたことに
感謝しています。同じ空間にいるすべての人が、ほんの

な技術を身につけ、また、自分にしかできない演奏を目
指したいです。

少しでもやわらかな気持ちになれるような、そんな奏者
になりたいです。

９．戸嶋 優 （コントラバス）
コントラバス協奏曲 ロ短調 第 1 楽章 アレグロ・モデラート

６．大平 紹美 （ホルン）

／ボッテシーニ

このような機会をいただけて本当に嬉しく思います。

新人演奏家として魅力あふれる演奏をしてゆきたい
です。これから演奏家としての活躍の場を拡げ、また、

私は大学を卒業するまでの間、たくさんの方から音楽の
楽しさ、すばらしさを教わりました。今度は私が音楽の

応援していただけるお客様を増やしていきたいと思いま
す。

シューベルトの「あこがれのワルツ」による幻想曲／シュトラウス

楽しさを伝える立場となり、積極的な音楽活動をしてい
きたいです。

10．加藤 詩菜 （ソプラノ）
カンタータ第 211 番「コーヒーカンタータ」より

７．関口 純明 （テノール）
哀しみ／トスティ，憧れを知る者のみが／チャイコフスキー
歌劇「トスカ」より “妙なる調和”／プッチーニ

“あぁ、なんてコーヒーはおいしいのでしょう”／バッハ
モテット K.165「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」／モーツァルト

生まれ育った横浜で演奏家としての第一歩を踏み出

大学４年間の勉強の集大成として、このような新人演
奏会に出演の機会を頂き、光栄に感じております。以前

すことができ、大変嬉しく思っております。お世話になっ
た先生に感謝し、自分自身の音楽の世界をどんどん広

は国立大学で法律を学んでいましたが、歌への思いが
強く、音大に進学しました。この春から大学院にて勉強

げていけるよう、これからも頑張りたいと思います。

中です。本格的なイタリアオペラのテノールを目指して
います。

11．宮本 小菜実（ピアノ）
ピアノソナタ第2番（1953）／バツェヴィチ

～～～ 第８４回「横浜新人演奏会」開催予定 ～～～
日 時
会 場

平成２５年４月３０日（火） 第 1 部 １３：００ 第２部 １８：００
横浜みなとみらい小ホール

オーディション ２月２４日（日）
会場 ハタ楽器菊名ホール
※音楽関係の短大・大学・大学院を卒業される方は、どなたでも参加いただけます
※１０月下旬～１１月上旬に各大学に要項・申込書をお送りいたします
平成２４年度横浜音楽協会総会報告
日時 平成２４年５月１６日(水)１７：００ ハタ楽器店４Ｆ
内容 １．開会の言葉
平本副会長
２．会長挨拶
肥後会長
３．資格確認
総会参加者 ４６名(委任状含む)
４．議 長
肥後会長
理事録署名人
西原理事・杉山理事
５．議事
(1)平成２３年度事業報告
畠山事務局長より提案説明
①第８２回新人演奏会
②第８３回新人演奏会オーディション
③第２１回ローズコンサート ④第１９回ベイサイドコンサート ⑤全国学校合奏コンクール県予選
(2)平成２３年度収支計算報告
戸塚事務室長より提案説明
(3)会計監査報告
眞舩監事より報告
適正・正確に処理されていることを認める
(4)平成２４年度事業計画案
畠山事務局長より提案説明
①第８３回新人演奏会
②第８４回新人演奏会オーディション
③第２２回ローズコンサート
④第２０回ベイサイドコンサート
(5)平成２４年度予算案
戸塚事務室長より提案説明
上程議案は、すべて承認されました
６．閉会の言葉
平本副会長

