
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

モーツァルト・サロン会報 NO.38 
第３8回 モーツァルト・サロンコンサートシリーズ 

～「永井公美子＆佐藤卓史デュオリサイタル」特集～ 

2015年 11月 29 日号 

ご挨拶 
  

クリスマスのイルミネーションに心躍る今日この頃、皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと存

じます。 

 さて、当サロンでは、去る 11月 29日(日)の 15:00より「永井公美子＆佐藤卓史デュオリサイタル」が開

催されました。今回は、永井さんがこれまでに何度も弾いてきた作品を中心にプログラムを組んだそうで、

リハーサルの時から熱く魂のこもった演奏が響き渡っていました。 

コンサートは、明るく華やかなモーツァルトの《ヴァイオリン・ソナタ 第 42番》K.526で幕を開けまし

た。続くブラームスの《ヴァイオリン・ソナタ 第 3番》Op.108は、お二人がハノーファーに留学していた

際にも共演したそうで、「この曲を弾くと、ドイツの寒い冬を思い出します」とトークでお話されました。

孤独や諦観した感情が深く刻み込まれた見事な演奏には、万雷の拍手が贈られました。 

 後半は、クライスラーの《コレルリの主題による変奏曲》で始まり、永井さんの鮮やかなテクニックが披

露されました。そして、ピアノ・ソロでブラームス《間奏曲》Op.118-2、シューマン/リスト《献呈》が演

奏されました。《献呈》は永井さんが「結婚したら、佐藤さんに弾いてほしい」と懇願していた作品とのこ

とで、超絶技巧の曲を難なく弾きこなし、まるで幸福を祈るかのように優しさに満ちた演奏でした。チャイ

コフスキーの《懐かしい土地の思い出》Op.42、ヴィエニァフスキの《スケルツォ タランテラ》Op.16で

は、華々しいテクニックと希望や優しさに包まれた抒情的な歌によって会場を魅了しました。鳴りやまぬ拍

手に応え、シューベルト(ヴィルヘルミ編)の《アヴェ・マリア》が美しく奏されました。 

 どこまでも熱い演奏をする永井さんと時に優しく時に力強く支える佐藤さん、お二人の卓越した技巧と繊

細かつ情熱的な音楽性によって紡ぎ出された音楽は、お客様の心をぐっと掴んだのではないでしょうか。 

皆様、今後とも若手アーティストの応援をよろしくお願いいたします。 
 
～今後のお二人の演奏会～ 

2016年 6月 12日(日)15:00 佐藤卓史ピアノリサイタル 於：モーツァルト・サロン 

2016年 10月 30日(日)15:00 永井公美子＆根津理恵子デュオリサイタル 於：モーツァルト・サロン 

 

一般社団法人 国際育英文化協会 

コンサート・マネージャー 青木沙耶花 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超絶技巧の嵐！ 
 

これほどまでに美しいブラームスを 

聴いたことがありません。 

お客様アンケート集計（15名様） 
   
1.本日のリサイタルをどちらでお知りになりましたか。 

□永井公美子さん 5 □佐藤卓史さん 1   □月刊ぶらあぼ 1 

□モーツァルト・サロン会報 3 □当ビル掲示のポスター、チラシ 0 □Facebook 1 

□国際育英文化協会のスタッフ 0 □国際育英文化協会のホームページ 3  □その他 3 
 
2.本日のリサイタルについてのご感想をお聞かせください。 

a.チケット料金について             □高い 0 □やや高い 0 □適正 6 □やや安い 4 □安い 5 

b.モーツァルト・サロンの印象はいかがでしたか   □非常に良い 7 □良い 6 □普通 1 □やや悪い 0 □悪い 0 

c.スタッフの対応はいかがでしたか        □非常に良い 8 □良い 4 □普通 3 □やや悪い 0 □悪い 0 

d.プログラムの中で良かった曲をお教えください（何曲でも可）   

□ モーツァルト : ヴァイオリン・ソナタ 第42番 イ長調 K.526  6 

□ ブラームス : ヴァイオリン・ソナタ 第 3番 ニ短調 Op.108  10 

□ クライスラー : タルティーニの様式のコレルリの主題による変奏曲  5 

□ ブラームス : 間奏曲 Op.118-2(ピアノソロ)  8   

□ シューマン/リスト : 献呈(ピアノソロ)  9 

□ チャイコフスキー : 懐かしい土地の思い出 Op.42  11 

□ ヴィエニャフスキ : スケルツォ タランテラ Op.16  5 

□ アンコール  7  
 
3.永井公美子さんへの激励のメッセージをお願いします。 

♪ご結婚おめでとうございます。ご結婚を機に、今後様々なご経験をされると思いますが、その経験は感性を広げ

人間を大きくし、必ずや音楽活動のプラスになります。新たな環境で、更なる飛躍を楽しみにしています。 

♪本日はありがとうございました。今後もよろしくお願いします。1カ月早いですが、「メリークリスマス！」とい

う感じがしました。 

♪本日はおめでとうございます。迫力のある演奏を心から楽しみました。また聴かせて頂く機会を心待ちにしてお

ります。 

♪初めて聴かせて頂きましたが、是非また聴かせて頂きたいと思うすばらしい演奏でした。 

♪来年の公演も楽しみにしております。他ホールでも公演あるようでしたら、聴きに行かせて頂きます。 

♪イタリアの古代の演奏会場で聴いているようで、とても良かったです。また、素晴らしいテクニックの曲を聴か

せていただきありがとうございました。 

♪チャイコフスキーは、演奏者も楽しまれるからの演奏ではなかったでしょうか。各々の曲目の解説を聞いて、楽

しく聴くことができました。無理をなさらずに、活動を続けられますよう期待しております。 

♪また音が豊かになったようです。大好きなブラームスが聴けてうれしく感激しました。アンコールはご自分への

感慨を込めた珠玉の演奏でした。 

♪どの曲も佐藤さんのピアノに支えられ、或いは共演・協演・競演で、すばらしいDuoの饗宴をすてきな洒落たサロ

ンで堪能することができました。 
 
4.佐藤卓史さんへの激励のメッセージをお願いします。 

♪私の大好きな小説の主人公坂崎盤音は、剣術の達人。春風駘蕩とした風貌と舞を舞うような華麗な剣さばきは、

王者の風格が漂っています。そして、現実の世界に、その坂崎磐音とそっくりな音楽の達人がおりました。その

大きな器を、今後さらにさらに大きく広げ、至高の音楽を奏でて下さい。 

♪間奏曲素晴らしかったです。ファンになりました。 

まるでオペラのようなモーツァルト！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐藤さんのファンの方々も沢山ご来場！ ゴールデンコンビによる名演でした！ 公美子先生の次は生徒さんの出番！ 

「発表会頑張ろうね！」 

♪118番、全部聴きたかったです。素晴らしかったです。 

♪連日おつかれ様です。毎回楽しみに聴かせていただいています。 

♪友人に誘われて初めて演奏聴かせて頂きました。素晴らしいの一言。別会場の公演も予定が合えば聴かせて頂き

ます。 

♪メルヘンティックな曲をまた聴かせていただき、ほんとうに幸せになりました。 

♪いつもすばらしい演奏ありがとうございます。日頃の疲れも飛んでしまうので毎回楽しみです。 

♪ピアノの様々な音が聴けてすばらしい演奏と感じました。 

♪多くの、特に若い演奏家にとって、佐藤さんは、その人の資質を十分引き出してくれる最高の共演者だと思って

居ります。 
 
5.お二人への激励のメッセージをお願いします。 

♪アヴェ・マリア良かった。 

♪本日のプログラム構成はとても良かった。ブラームスのヴァイオリン・ソナタは、少し敬遠していたが、今日の

演奏で見直した。お二人共2015年は結婚した事、2016年はますます発展しますように！体調に気をつけて頑張っ

て下さい。また来年、モーツァルト・サロンに聴きに来ます。 
 
6.モーツァルト・サロンに対するご意見、ご感想などがございましたらご記入をお願いします。 

♪こんな素晴らしい演奏を2,000円で聴けて有り難い。青木さんの解説文、とても参考になりました。 

♪facebookやホームページを通じての、イベント紹介、タイムリーなリハーサルの様子など、とても楽しみにして

います。また会報はコンサートの感動や興奮が鮮やかによみがえり、アルバムの一つとして大切に保存していま

す。もし可能であれば、プログラムの聴きどころや見どころの紹介、終演後の演奏者の感想などインタビュー記

事を加えていただくと、より興味深くなると思います。      早速下にインタビュー記事を載せました。 

♪久し振り（1年振り位）にモーツァルト・サロンで聴かせてもらいましたが、身近に演奏者の音楽を聴けるのは

とてもいい事ですね。 

♪赤羽にこんなところがあるとは存じませんでした。 

♪よく飲みに来る赤羽に、こちらのような施設があることを知ることができて良かったです。これからも聴衆と距

離の近い演奏を聴かせて下さい。 

♪一流の演奏家の演奏を間近で聴け、素晴らしかったです。サロンのような会場の雰囲気も良かったです。 

コメントはできる限り原文のまま掲載させていただきました。 

 

～終演後の感想をインタビューしました！～ 
♪永井公美子さん♪ 

 たくさんのお客様に囲まれ、本当に幸せな時間を過ごすことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。今回

は、大曲が多く、とても大変なプログラムで非常に苦戦いたしましたが、こうして終演してみると、充実感

に満ち溢れています。改めて、今、自分が置かれている環境に感謝すると共に、その事に甘えずこれからも

自分に厳しく音楽に接していかなければ、と思う 1日でもありました。ご来場くださった皆様、誠にありが

とうございました。 
 
♪佐藤卓史さん♪ 

２年ぶりのリサイタルでの共演でしたが、今回も公美子さんの求心力・推進力の強い音楽に導かれて、あっ

という間のステージでした。ブラームスのソナタはハノーファー留学時代にも一緒に演奏したことがあり、

冬の夜に寒いホールで弾いたコンサートのことなど、とりわけ懐かしく思い出しました。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪:*:・:*:♪・:*:・:*:♪ 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です♪的確なアドバイス、情熱溢れる指導は 
ピアノの先生のスキルアップにも最適です。 
月額制:10,000円～(30分～/年40回） 1レッスン制:6,000円(60分) 

 
        ♪青木沙耶花ピアノ教室  指定の火/木/金曜日 体験レッスン実施中!! 

木村メソッドやバスティンメソッドを中心に、最新の指導法で楽しいグッズ 
を使って、小さなお子様も無理なくピアノレッスンへと導きます！ 
幼児科:月7,000円/ピアノ科:月10,000円(30分/年40回)    
※ピアノレッスンに入る前におすすめの幼児科は、ご自宅にピアノがなくて
も大丈夫です。個人差はありますが、3-6ヶ月でピアノ科へ転科します。 
～モーツァルト・サロン発表会～ 

※2016年 2月 11日(木・祝)11:00 永井公美子(Vl)・魚谷絵奈(Pf)教室 / 13:00 脇絢乃(Pf)・青木沙耶花(Pf)教室 
入場は無料ですので、生徒さんたちの日頃の練習成果を是非お聴きください。また、講師演奏もございます♪ 

 

 

 

モーツァルト・サロン 今後のコンサート  
 

第39回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪東京混声合唱団メンバーによるクリスマスコンサート  チケット好評発売中！ 
～日本を代表するプロ合唱団の究極のハーモニー 昨年、大好評だった東混が再登場～   ピアノ：魚谷絵奈 

  2015年 12月 23日（水・祝） 15：00より  入場料：3,000円 
プログラム / Ave Maria（アルカデルト、ブスト他） / ブラームス：四つの四重唱曲  

ショパン：別れの歌 / 武満徹：死んだ男の残したものは / 團伊玖磨：花の街 
諸人こぞりて / 神の御子は / サンタが街にやってくる / あわてんぼうのサンタクロース 
恋人はサンタクロース / ジングルベル / ホワイト・クリスマス / きよしこの夜 他 

 

第40回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪脇絢乃ピアノリサイタル  チケット好評発売中！ 
～鹿児島が生んだ情熱のピアニストが初登場～ 

2016 年 3月 13日（日） 15：00より  入場料：2,000 円 
プログラム / バッハ=ケンプ：目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ(BWV645) / フォーレ：ノクターン 6番 Op.63 

リスト:即興曲(夜想曲)S.191/R.59 / 巡礼の年 第一年《スイス》S.160/R.10 A159 より「オーベルマンの谷」 
ラフマニノフ：前奏曲 Op.23-6,Op.32-10,Op.32-12 / コレルリの主題による変奏曲 Op.42 

 

第41回モーツァルト・サロン コンサートシリーズ  

♪佐藤展子&佐藤圭奈ピアノデュオリサイタル   
～絶妙なアンサンブルによる豪華なサウンドをご堪能ください～ 

2016 年 5月 15日（日） 15：00より  入場料：2,000 円 
プログラム / モーツァルト:4 手のためのピアノソナタ ニ長調 K.381 / シューベルト:ロンド イ長調 D951 Op.107  

ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲 Op.56b / ラヴェル：水の戯れ / 序奏とアレグロ 
アルベニス：組曲「イベリア」より "ロンデーニャ"  / インファンテ：アンダルシア舞曲 

2016 年       
6 月 12日(日)   佐藤卓史ピアノリサイタル         15:00 開演 2,000円(全自由席) 
7 月 24日(日)   佐藤彦大ピアノリサイタル         15:00 開演 2,000円(全自由席) 

10月 30日(日)   永井公美子＆根津理恵子デュオリサイタル  15:00開演 2,000円(全自由席) 
11月 27日(日)   原田絵里香ピアノリサイタル        15:00開演 2,000円(全自由席) 

 
 
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 

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。 

 

 
2016年 5月 29日(日)13:00 より、これまでに世界で

活躍する多くのピアニストを育てられた播本枝未子

教授の公開レッスンを開催することとなりました！ 

詳細は、HPまたは facebook をご覧ください。 
 

フランス料理 「でぐち弐番」よりお知らせ 
モーツァルト・サロンとともに歩んできたレストラン‟でぐち弐番”が『ミシュランガイド東京 2015・2016』にて、《ビブグルマン》に認定されました! 

http://www.kokusai-ikuei.jp/
https://www.facebook.com/mozartsalon

