
「
い

，
Ｄ
Ｏ

戸
ｏ
Ｌ
隣Ｌ

ベートーヴェン生誕250周年
1770-1827
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ミケランジェリ生誕100周年
1920…1995
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浅野 繁 ピアノリサイタル

～恩師・ ヽ
ヽ
ヽ ケランジェリに捧ぐ～

2020。10e18日
14:00開演/13:30開場

仙台市シルバーセンター 交流ホール

■企画・主催 浅 野 繁  食官ム ジ カ  ■後援 欄ヤマハミュージックリテイリング仙台店 lal河合楽器製作所 カワイ仙台 河北新報社



一時期はコンサートも中止、又は延期という状況でしたが、

今日この様に演奏会が持てる事は喜び以外の何ものでもありません。
| ‐ |   ご来場の皆様には心ょり感謝申し上げま丸

ベニト‐カ ンは申し上げるまでもなくクラシックでは最も愛される作曲家でしょうし

恩師ミケランジェリ先生もベートーカ ンの作品を主なL//ヾ ―トリーとして生涯弾き続けました。

ちなみに先生は1970年、ボンでのベートーカ ン生誕 200年祭で

ベートーカ ンプログラムによるリツ タルを行っています。

二人共、私が音楽を続ける上での大きな糧で丸

ベートーカ ンの世界には尽きる事がありませんが、精一杯演奏しま丸

今日のこのひと時、暫しベートーえ ンの偉大ながら人間味温れる世界に浸り、

味わっていただければ幸いで丸

浅野 繁

ピアノ・ ソナタ第 3番 ハ長調 作品 2-3
Piano Sonata No.3C― dur Op.2…3

ピアノ・ ソナター第 18番 変ホ長調 作品 3113
Piano Sonata No。 18 ES― dur op.31-3

Allegro con brio
(速く、活気を持って)

Adagio
(ゆつくりと)

Scherzo:Allegro
スカレツォ:(速く)

Allegro assai

(非常に速く)

Allegro
.(速く)           ..

SCherZO:Allegretto v� aCel l
スケルツォ :(やや速く、活発に)

venu9,9:M909r年9 9 gra710S9
メヌ■ット:(節度を持って優雅に)

Prestё ёon fuocё
(極めて速く、炎のように)

第 1楽章

第 2楽章

第 3楽章

第 4楽章

第 1楽章

第 2楽章

第3楽章

第 4楽章

【休憩】

ピアノ・ ソナタ第 21番 ハ長調 作品 53「ワル トシュタイン」
Piano Sonata No.21C― dur Op.53"Waldstein"

舞ヨ1課Sitt  Allegro con brio
(速く、活気を持って)

第 2楽章  IntrOduzione:Adagio molto
序奏 :(大層ゆっくり)

第 3楽章  Rondo:Allegretto rnoderato― Prestissiino
ロンド:(やや速く、和らかく―極めて速く)



ピアノ・ ソナタ第 3番 ハ長調 Op.2…3

彼は21歳の時、故郷ボンを離れウィァンに移り住み、本格的に青楽家として

の活動を始めました。

'iano s9nata op。

2の3曲 |その第
=歩

でゎり、それ

までのソガ とは一線を画し、古典派の1つの完成形が見られま九 | ‐

中でも第3番ハ長調は、ベートーカ ンの作曲家、演秦家としてのカー量がうか

がわれ、自信に満ちた「青春」が感じられま丸

ピアノ|ソナタ第18番 変ホ長調 0,31-3    ■ ‐
‐

|     ‐ ‐  | |               .   .|‐ |

「テンペスト」と尚も時期た書ら、れたソチ身でべ・ |二,姜九ま轟む14葉彗結茂|

に挑み、スケルツォとメヌエット楽章を含むなど様 な々工夫を凝らしていま丸

自申な発燿ヒ展開、月「興性0富 で々おり1熟林■れた技,や昨所ヤF早う,事ち

ビアイ■イナタ第′11番 ィ)長詞|19p.111Fアタトン■タイン」
||■ |■             ‐■ ‐           .      ‐

ベートーカ ンのソナタではどの曲にも挑戦と自信がうかがえま丸

中期の傑作「ワルトシュタイス では新たな可能性を大きく広げました。

崇高な精神性と共にべ■トーヴェンの曲に込めた思いが、様々な奏法、ペダ

リングなどからもうかがわれますЭ

12月 16日 神聖□一マ帝国 (現・ ドイツ)のボンに

生まれる。

14歳よリオルガニストとして家計を支える。

ウィァン旅行中にモーツァルトを訪ね演奏披露する。

ワルトシュタイン伯爵がボン宮廷騎士に来任。
べTトーヴェンの才能を認め、以後、経済・精神

両面で支援する。

ボンの宴席で初めてハイドンに会う。

モーツァル ト、ウィーンにて死去。

ウィーンに移住する。

ピアノの即興演奏の名手として名声を博す。

3月 29日、ウィーンでピアノ協奏曲を演奏し、

作曲家としてデビューする。

シューベルト、ウィーン郊外で生まれる。

ピアノソナタ第 8番 Op.13「悲愴」出版

ピアノソナタ第 14番 Op.27-2「月光」出版

鶏了辮 襲T露諸錦山
1聾1惚葬摯管■‐Ⅲ●斡唯

パリの■|ラ■ル社より新型ビアノを寄贈される。

ビアン協奏曲第ttt Op13フ 出版

ず塩菌響 扉鍵 景霧:Fコ
'午「熱情」(℃7)「齢 」(09)「皇帝」(Ч O)など。

最後のビアフソナタt第 32番 Op.111完成

ケノしントナ

初演。

5月 7日tべ■卜‐ヴエン立ち合いの下t

トーア劇場で交響曲第9番「合0昌付き」

大成功を収める。

1926年に病状が急激に悪化し、病臥に伏す。

翌年の3月 18日、シューベルトが見舞う。

4回の排水手術が行なわれる中で10番 目の交響曲

に着手するも、未完成のまま3月 26日、肝硬変の

ため生涯を開じた。享年58(満 56歳没)。

葬儀には2万人が参列した。
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浅野 繁

宮城県加美町出身。佐々木美佐子氏の指導でピアノを始め、後に庄司芳武、石橋 ときわ、大西愛子の各氏に師事。1964

年第 8回全東北 ピアノコンクール第 1位、文部大臣賞受賞。1965年 桐朋学園高校音楽科に入学。井口愛子氏に師事。

1970年第 39回 日本音楽コンクールピアノ部門第 2位入賞。1972年桐朋学園大学音楽学部を音楽賞を得て卒業。

1976年文化庁在外研修員としてスイスに留学し、アル トゥーロ・ベネデッティ=ミ ケランジェリ氏に師事。1980年帰国。

東京、仙台を中心に各地で演奏活動を再開。ソロリサイタルの他、宮 藤写鱚鶴

城フィルハーモニー管弦楽団 (現仙台フィル )等のオーケス トラと協

演。仙台ニューフィル、鹿児島交響楽団など、アマチュアオーケス ト

ラとの共演も行う。1994年 宮城教育大学管弦楽団とべヽ

曲ピアノ協奏曲全曲演奏会を行った。1974年 ヴァイオ

史氏との国際交流基金の要請による東南アジア演奏旅イ

と日中国交回復 10周年記念音楽使節。また、アメリカ、

ど、国外での演奏活動も行っている。

昭和 62年度宮城県芸術選奨新人賞受賞。

平成 7年度宮城県芸術選奨受賞。

宮城学院女子大学名誉教授。                         恩師・ミケランジェリ先生と

グルッポ・フィガロ～小さな音楽会～

35周年アニバーサリーコンサート

2020。 10/25回  14:00開演/1330開場 仙台市戦災復興記念館

●Cの餓Cert

lgT
浅
資

記念ホール

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対策を講 じて開催いたします。

※整理券をお求め頂きましたお客様のお名前とご連絡先を事前にお伺いしております。

×やむを得ない事情により、延期または中止となる場合があります6

お問い合わせ 館ムジカ
090-7282-5211

http://yakatamusica ciao.jp/


