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第８４回「横 浜 新 人 演 奏 会 」特 集
日時／平成２５年４月３０日(火)
第１部 開演 １３：００
第２部 開演 １８：００
会場／横浜みなとみらい小ホール
主催／ＮＰＯ法人 横浜音楽協会
共催／横浜市文化観光局
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リテイリング横浜店，(有)旭屋，㈱シムラ楽器，㈱ハマ楽器，ハタ楽器㈱
横浜新人演奏会担当副会長

平本 勝義

今年は全国的に空梅雨なのか、各地で水不足が心配されています。雨を望むのは人ばかりか、沢山の花
をつけた紫陽花や多くの草花もさびしげなこの季節。
さて、去る４月３０日に「みなとみらい小ホール」にて開催された、第８４回横浜新人演奏会も盛況な
会となりました。今年度は１部・２部をあわせて２５名の出演者があり、若さあふれ心こめた演奏を披露
してくださり、会場からは大きな拍手が各々の出演者に贈られました。また、出演者よりヴィオラを演奏
された西 悠紀子さんに横浜市長賞が、メゾソプラノ独唱の田中沙友里さんに神奈川新聞社賞が授与され
ました。
出演された皆様お疲れ様でした。横浜音楽協会ではこれからも皆様の演奏活動を支援していきます。
今後の益々のご活躍を願っています。
♪ 当日のプログラム

☆ 横 浜 市 長 賞 受 賞 者：西 悠紀子 （ヴィオラ･･第２部 １０番）
☆ 神奈川新聞社受賞者：田中 沙友里 （メゾソプラノ･･第１部 １２番）
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第1 部

第２部

♪ 出演者の感想
西 悠紀子（ヴィオラ）
この度は、第８４回横浜新人演奏会出演という素晴らしい演奏の機会を与えて頂き、ありがとうございま
した。同時に横浜市長賞を受賞できたこと、とても嬉しく思っています。本番当日は関係者の皆様があたた
かくサポートして下さったおかげで、自由にのびのびと演奏させて頂きました。本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
私は、この春、桐朋学園大学をヴァイオリン専攻として卒業しました。入学当初はヴァイオリンでやって
いこうと思っていましたし、そのつもりで勉強してきました。しかし、４年間オーケストラや室内楽を学び、
素晴らしい先生方や仲間たちと出会いを経て、ヴィオラの魅力にどんどん惹かれていきました。そして大学
４年の夏、大学卒業後はヴィオラに転向しようと決めました。今回演奏したエネスコの「演奏会用小品」は、
ちょうど転向を決心した時期に取り組んでいた曲で、私にとってすごく思い入れのある曲です。ヴァイオリ
ンやチェロに比べ圧倒的に演奏作品の少ないヴィオラ奏者にとって、大切なレパートリーの１つでもありま
す。
転向したばかりの４月に大切なこの作品を大好きなみなとみらいホールで、しかも歴史ある横浜新人演奏
会にて演奏させて頂き、私の音楽人生において新たなスタート切ることが出来たと思います。この経験を糧
に、より一層精進していきたいと思っています。
最後になりましたが、この演奏会を支えて下さった横浜音楽協会の皆様、みなとみらいホールスタッフの
皆様、関係者様、そしてご来場下さったすべての方々に感謝いたします。
この演奏会がこの先何年も続き、若い演奏家の貴重な演奏の機会が増えていくことを願っています。
ありがとうございました。
田中 沙友里（メゾソプラノ）
この度、横浜新人演奏会に出演することができ、また神奈川新聞社賞という光栄な賞をいただき大変うれ
しく思います。
演奏会当日はとても緊張しましたが、スタッフの方々の様々なご配慮やあたたかいお言葉に励まされ、
安心して演奏することができました。
演奏会で歌ったアリアは、私がソプラノからメゾソプラノに転向して初めて本格的に勉強した曲であり、
とても思い入れのある曲です。
そして、横浜は中学高校ともに通った思い出深い土地であり、私が本格的に声楽を始めようと思ったきっ
かけの一つは、みなとみらいホールで行われていた中学３年間の合唱コンクールでした。思い出がたくさん
詰まったみなとみらいホールで行われたこの演奏会に出演し、このアリアを歌うことができ大変幸せでした。
また演奏家としての第一歩を踏み出すことができ、その他にも横浜出身の様々な演奏家の方たちと触れ合う
ことができたことは、とても良い経験となり御縁を感じました。
大学４年間は、様々なことがあり決して平坦な道のりではありませんでした。時には歌をやめようと思っ
た時もありましたが、そのたびにやはり音楽の素晴らしさに救われ、続けていくことが出来ました。これか
らもますます音楽に精進し、特にイタリアオペラを勉強し本格的なオペラ歌手をめざし頑張るつもりです。
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そして、多くの人々に勇気を与えることができる歌手を目指していきたいと思っております。
お世話になった先生方、支えてくれた家族、いつも応援してくれる友人たち、音楽を通して出会った多く
の方に感謝いたします。
この演奏会を企画して下さった横浜音楽協会の皆様、本当にありがとうございました。これからもどうぞ
よろしくお願い致します。
武藤 歩（ハープ）
４月３０日に開かれた横浜新人演奏会に出演
でき、とても嬉しく思っています。当日は天候が
心配されましたが、第１部の間では雨が降らず良
かったです。また、協会の方々が温かく接して下
さり、安心して演奏にのぞむことができました。
卒業してすぐ、このような機会を頂けて、とて
も幸せに感じました。今回、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
ハープですが、それ以外の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。
これから、演奏家として活躍の場をひろげ、ハ
ープという楽器が出す音色を通して、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。
最後に横浜音楽協会の方、演奏を聴きにいらし
て下さった方々、本当にありがとうございました。
これからもこの横浜で演奏していきたいと思い
ます。
田中 麻衣（ピアノ）
この度は横浜新人演奏会という、素晴らしい演
奏会に出演させて頂き、ありがとうございました。
出演するにあたって、支えて下さったすべての
方々に感謝いたします。
私は横浜で生まれ、育ち、市内の学校に通い、
横浜への思い入れはとても深いです。そんな大好
きな横浜の中心地、みなとみらいの素敵なホール
でこのような形で演奏できたことを大変嬉しく
思います。今回弾かせて頂いたリストの「オーベ
ルマンの谷」という曲は、巡礼の年報という作品
の中でも大曲で、内容の濃い作品です。長い曲の
中に色々な場面が敷き詰められていて、特に初め
の暗くてゆったりとした部分がすごく難しいの
です。
卒業試験に向かってこの曲を弾いていた頃、ち
ょうど自分のピアノ人生の葛藤期でもあり、全然
前に進めなくて、苦労していた時期でした。当時
の自分の心がこの曲とマッチしていたと思いま
す。苦労しましたが、結果的に曲には良い影響を
与えたのかなと思っています。
当日は、たくさんの知人が聴きに来て下さり、
本当に素晴らしい演奏会に出られたんだなと、と
ても嬉しく感謝の気持ちでいっぱいでした。また、
演奏会関係者の方々にはとても良くして頂いて、
演奏以外の場面に関しても大変感謝です。プログ
ラムもクオリティーが高くて感激でした。
これからも様々なことに挑戦し、視野を広げ、
お客様にも音楽の楽しさを伝えられる演奏家に
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なりたいと思います。この貴重な経験をステップ
にすべての面で大きく羽ばたけるよう努力して
参ります。慰労会まで開いていただいてありがと
うございました。今後ともよろしくお願いします。
和久井 恵津子（ソプラノ）
この度、横浜新人演奏会に出演させていただき、
大勢の方の前で演奏する機会を得て、とても充実
した時間を過ごす事ができたことに感謝申し上
げます。大学の研究科卒業という自分の中の大き
な区切りを迎え、新たな出発を是非地元の横浜で
と思い、今回の新人演奏会に参加いたしました。
演奏曲のプッチーニの「太陽と愛」は、同作曲
家のオペラ「ラ・ボエーム」に良く似た旋律を使
っているのが印象的だと思いました。歌詞に関し
ては、プッチーニ作とされながらも実際には彼が
作詞したのか定かではありません。しかし、最後
に“パガニーニ（音楽会社）へ、プッチーニより”
という言葉があるため、私にはプッチーニのメッ
セージを強く感じ、興味をひかれました。
また、グノーのロミオとジュリエットより「あ
あ、なんという旋律が」というジュリエットのア
リアは、いつか人前で歌えたらと自分の中で温め
ていた曲です。普段勉強している曲よりもドラマ
ティックさを求められる曲なので、私にとって大
きな挑戦でした。演奏会などではあまり聞かれず、
オペラの中で主に歌われるような曲ですが、聞き
なじみの良いきれいな旋律が多く、仮死の薬を渡
されてからその薬を飲む決心をするまでの、ジュ
リエットの心情、心の強さを良く表していると思
います。このような大曲に挑戦でき、無事に終え
られた事が今回大きな励みになりました。
最後になりましたが、私のような若手の演奏家
に出演の場を作って下さった貴協会に感謝申し
上げます。これがスタート地点だと思い、また新
たな気持ちで音楽に向き合って参りたいと思い
ます。この度は本当にありがとうございました。
柏崎 朝子（ソプラノ）
この度、横浜新人演奏会に出演させていただき、
ありがとうございました。
この横浜新人演奏会は今回で８４回目をむか
える歴史と伝統のある演奏会で、私もこれまでに
何度か足を運び、客席で楽しませていただきまし
た。そして、先輩方の演奏を客席で聴きながら「私
もこの舞台で歌いたい」という想いを持ちました。
今回その夢を実現させていただき、たくさんの
お客様に演奏を聴いていただけたことに感謝の

気持ちでいっぱいです。
私は、シェーンベルクの《四つの歌曲》作品２
を演奏しました。シェーンベルクは十二音技法と
いう新しい作曲技法を創案し、２０世紀の音楽に
もっとも大きな影響をお呼びした作曲家ですが、
彼の歌曲が演奏される機会はまだ多くはありま
せん。この曲は彼の初期の作品で、神秘的な美し
さを持つ曲です。その神秘的で甘美な響きが、み
なとみらいのホール一杯に広がるように、と歌わ
せていただきました。お客様にもシェーンベルク
の美しさが届いたら幸いです。
私はすてきな出会いに恵まれ、多くの方々に支
えられて今日まで音楽を続けることが出来まし
た。特に、先生方との出会いによって私の音楽の
世界は深く、広く、豊かになりました。先生方か
ら教えていただいた音楽の素晴らしさ、喜び、感
動を伝えることのできる、そして人の心に触れる
歌を歌える歌い手になれるように、これからも
日々勉強を続けていきたいです。
田中 結（ソプラノ）
４月３０日、横浜の大きな舞台で浴びた皆様か
らの拍手、眼差しが、今も身体中に焼き付いて離
れません。
素晴らしい機会を与えてくださった横浜音楽
協会の皆様、そして、わざわざ足を運んでくださ
ったお客様、演奏会当日まで私を支えてくださっ
た先生、両親に改めて感謝の言葉を贈りたいです。
今回の演奏会の舞台となりました、みなとみら
いホールは、横浜に音楽の花を添えるのにぴった
りな場所だったように思います。一歩外に出れば
海の香りが広がり、今にも船の汽笛が聞こえてき
そうな街並みが辺り一面に。波の音、船の汽笛、
街全体が音楽を奏でているように思えますよ
ね！
演奏会の幕が閉じ会場をあとにしてからも、横
浜という街は絶えず私たちに音楽の世界を与え
てくれます。そんな魅力のある街で舞台に立たせ

ていただくことは、大きな喜びとともに、大きな
プレッシャーも伴いました。本番の日を迎えるま
でに積み重ねてきた努力は緊張で一挙に押し潰
されてしまうのではないかと。
しかし、そんな沢山の不安とは裏腹に、今まで
の不安を一気に吹き飛ばしてしまうようなお客
様の笑顔、一緒に出演する仲間たちの強さに、今
回の演奏会を心から喜びに変えることができま
した。
音楽の魅力だけにとどまらず、
“人の力”の魅
力までも感じ取ることができたこの日を、私の次
の舞台に繋がる大切な一日として心に刻み付け、
活かしていこうと思います。
素晴らしい機会をありがとうございました。
袴田 実紀（ピアノ）
このような素晴らしい演奏会に出演させていた
だいて大変感謝しています。
上がり症の私は本番前とても緊張していまし
たが、横浜音楽協会の方々が温かいお声をかけて
下さったおかげでリラックス出来、楽しく演奏す
ることが出来ました。また、出演者の方々との交
流もとても有意義でした。
今回演奏させていただいたショパンのピアノ
ソナタ第 3 番は、私が以前から大好きでいつか弾
いてみたい！と強く思っていた曲です。大学の卒
業試験やコンクールなどで何度か演奏させてい
ただきましたが、今回の演奏会が弾き納めとなり
ました。大好きなこの曲を、響き豊かなみなとみ
らいホールで演奏できてとても嬉しく思います。
またいつか挑戦したいと思える曲でした。
私はピアノの勉強を続けたくて大学院に入学
しました。学部生の頃よりもやる事が多くて大変
ですが、毎日が充実しています。まだまだ未熟な
私ですが、ピアノを通して何かを伝えられるよう
な演奏家を目指しこれからも精進していきたい
と思います。

平成２５年横浜音楽協会総会報告
日時 平成２５年５月１５日(水)１７：００ ハタ楽器店４Ｆ
内容 １．開会の言葉：宮原副会長
２．会長挨拶：肥後会長
３．資格確認：総会参加者 ４５名(委任状含む)
４．議 長：肥後会長
理事録署名人：西原理事・島田理事
５．議事 (1)平成２４年度事業報告
(2)平成２４年度収支計算報告
(3)会計監査報告・・ 適正・正確に処理されていることを認める
(4)平成２５年度事業計画案
(5)平成２５年度予算案
上程議案は、すべて承認されました
６．閉会の言葉：宮原副会長

横浜音楽協会主催イベント開催予定
《第２１回よこはまベイサイドコンサート》 平成２６年１月下旬～２月上旬予定 会場：かなっくホール
《第８５回横浜新人演奏会オーディション》 平成２６年２月２３日(日) 会場：ハタ楽器菊名コンサートホール
《第８５回横浜新人演奏会》 平成２６年４月３０日(水) 会場：横浜みなとみらい 小ホール

ＮＰＯ法人 横浜音楽協会 事務局：〒222-0011 横浜市港北区菊名 4-3-21 ハタ楽器内
TEL ０４５-４３４-１１００
FAX ０４５-４３４-１１０１
メール info@y-o-k.com
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