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% 出演 /大 貫 史朗 (バ リトン) 谷藤 ひろ美 (ップラノ)佐 手 麻珠 (ピ″ )

≪思いを込めて…・≫ 1 クリレティス

2 山田 耕篠

3 岡野 貞―

4 瀧 廉太郎

5 山田 耕律

6 ヴエリレディ

≪多彩に…・≫

『帰れソレントヘ』      ■

『赤とんtF』

『故郷』

『荒城の月』

『からたちの花』

オペラ『仮面舞踏会』よリ レナートのアリア“お前こそ心を汚す者"

『ミューズの子』

『枯葉』

『グラナダ』

『カタリつれないこころ』

休 憩 : 20分

オペラ『シモン・ボッカネグラ』よリ アメリアとシモンの2重唱
“孤児の私を…。もし希望が夢ならば・…娘よ、その名で胸は高鳴る…・

『英雄ポロネーズ』

オペラ『椿姫』よリ ジェルモンのアリア “プロヴァンスの海と陸"

オペラ『ルサルカ』よリルサルカのアリア “月に寄せる歌"

オペラ『アンドレア・シェニエ』よリジェラールのアリア“祖国の敵カマ!"

≪愛と感動を…・≫

7 シューベルト

8 コスマ

9 ララ

10 カルディルロ

11 ヴェリレディ

12 ショバン

13 ヴェルディ

14 ドヴォルザーク

15 ジョルダーノ

%メ 修

クルティス  『帰れソレントヘ』

故郷ソレントの美しさを讃え、去つて行つた恋人に呼びかける歌

“見てごいん、海は何と美しいことか オレンジの香り漂う庭 ・行ってはいけない…帰れソレントヘ、私を悲しませないでおくれ'

山田耕律  『赤とんぼ』 (三木露風作詞)

大正16年 (1927年 )に出版された「童謡百曲集」の中の代表作

“夕焼け小焼けの赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か… "

岡野 貞―  『故郷』 輛野辰之作言可)

大正3年に尋常小学唱歌第六学年用として発表された名曲

“兎追いし かのI!1 小鮒釣りし かの川¨ "

瀧 廉太郎  『荒城の月』 は井晩翠作言可)

23歳で逝つた天才が遺した世界に知られる名作。

“春高楼の花の宴 巡る杯 かげさして Ⅲ

山田耕篠  『からたちの花』 oヒ原自秋作言可)

童謡集「子供の村」に収められた自秋の詩に大正14年に作曲した名曲

“からたちの花が咲いたよ、白い白い花が咲いたよ "

ヴェルディ オペラ『仮面舞踏会』よリ レナートのアリア  “お前こそ心を汚す者"

アンカルストローム伯爵(レナート)は、スウエーデン国王グスターブ3世 (リ ッカルド)の友であり忠実な家臣であつた。

彼は国王暗殺を阻止するべく行動していたが、自分の妻アメリアと国王に裏切られていた…。と思い込んでしまう。

“立てlお前の息子に会ってくるがいい…・私の心を汚していたのは彼女ではなくお前だ 裏切者 1友の信頼に、

この様に報いるとは…全て終わった 失われた愛よ"

思いを込めて…



シューベルト 『ミューズの子』 (詩 :ダーテ)

シューベルトは600曲以上の歌曲をのこし《ドイツ歌曲の王》と呼ばれている

・
私は歌を目篤で吹き野ばIを歩き・・lる …全

‐
_~の ものが乗って動きll lす― ミューズyl神 は々私のかかとに翼を与え.・

愛しの優しいミューズのカト々 よ、私はいつ彼女の駒ti憩 うことが出来るのか"

コスマ  『枯葉J(シ ャンソンのスタンダード・ナンバー
)

=思い出して欲しい、あ、たりが愛し合っていた日々 を、あの頃人生は美しく・―枯業が掻き寄せられる今、私は忘れない

愛は恵却の間の中へと…あなたが歌ってくれたあの歌…寄せる波は恋人達の二跡を消し去る・

ララ  『グラナダ』

メキシコの作曲家ララは、スペインヘの憧れをこの曲に込めて作曲した
。
夢に描くれ地グラナダよ、君に寄せて歌う時わが歌もジブシーの風情をおびる・・・グラナダよ、

千tと 云う土l■|は美L.い女達と血と、そして大陽に満ちている一 "

10 カルディル回 『カタリ:つ れないこころ』
・カタリ、何故そんな離い言葉を言うのか…全て終わってしまった、■は思い直してはくれない

11 ヴェルディ オペラ『シモン。ボッカネグラ』よリ アメリアとシモンの2重唱
“孤児の私を…。もし希望が夢ならば…・娘よ、その名で胸は高鳴る…・"

14世紀のジェノヴァ。平民出身のシモンが総督に選ばれてから25年の時が流れ、

彼は敵対する貴族派グリマルディ伯爵の娘アメリアを訪ねる。

(ア メリア)私は伯爵の娘ではなく、ピサの海岸で拾われた孤児でうL

私を育ててくれた老女は私に母の小さな肖像沖1を くれました…・はい、同じです。私の名前 1お 父様 !…

いつもお傍に居で涙を拭って差し上げます .・・

(シモン)あ なたがピサに,も しこの希望が夢なら私も消えてしまいたい…・

その老女の名はジョヴァンナで肖像画はこれと似ていませんか? マリア!娘よ!そ の名を呼ぶだけで胸は高鳴る。・・娘よ 1

12 ショバン  『英雄ポロネーズ』

1842年作曲、翌年に出版。軍隊ポロネーズ、幻想ポロネーズと共に有名で、ショバンの曲の中でも人気が高い名曲。

曲は複合三部形式で構成されている。

ヴェルディ オペラ『椿姫』よリ ジェルモンのアリア  “プロヴァンスの海と陸"

ヴイオレッタに裏切られたと逆上するアルフレード・…父ジエルモンは愛情と威厳を持つて語りかける。

“プロヴァンスの海と陸をお前の心から消したのは誰だ?太陽が輝く生まれ故郷を…・

お前の年老いた父親がどれ程苦しんだか知らないだろう ・だが、こうしてお前とまた会えた、

神が私の願いを聞いてくださったのだ"

ドヴォルザーク オペラ『ルサルカ』よリ ルサルカのアリア  “月に寄せる歌"

人間の王子に恋をした、水の妖精ルサルカ、一目また会いたいと月の輝く夜にその想いを込めて歌う。

“空に浮かぶ美しいお月様 あなた様は彼方から輝く光を送りltし  広い世界を饉1り ながら人々を見つめている

月よ 暫くそこにいておくれ そして教えておくれ 私の愛しい人はどこにいるのかを・

ジョルダーノ オペラ『アンドレア・シュニエ』よリ ジェラールのアリア  “祖国の敵か?!"

フランス革命後、伯爵令嬢のマッダレーナは路頭に迷い、その伯爵家で仕えていたジェラールは革命政府の高官に、

マッダレーナが愛する詩人アンドレア・シェニエは革命政府を批判した罪で捕まってしまう。

シェニエを陥れマッダレーナを自分のものとしようとしているジエラールは、そんな自分を嘲りながら

「祖国の敵力」と偽りの告発状を書く。

“躊躇うのか・・・奴の運命は今日か明Flに一祖国の敵か?l人々を信じ込ませるいつもの手だ

奴は裏切者で詩人で破壊者である…清く汚れていないあの頃の自分はもういない 私は人を殺しながら泣いている・

あの頃の私は栄光に輝いていた…・勝利と苦しみの涙を集め世界に楽園を創り、愛する人 全々でを抱擁したかった・

多彩に…

愛と感動を・…



PROFILE

大貫 史朗 ぉぉぬきふみお(バ リトン)

栃木県宇都宮市出身。中央小、旭中、宇都宮高等学校卒業。沼尾弘一・愛子、名倉省三・佳子、伊藤亘行、

栗林義信の諸氏に師事。東京藝術大学声楽科卒業、同大学院オペラ科修了。在学中に安宅賞受賞、読売

新人演奏会、東京文化会館推薦音楽会に出演。第19回イタリア声楽コンコルソ優勝、ミラノ大賞受賞。

■アルド・プロッティ氏の招きでイタリアヘ留学。

■ヴェリレディの生地レ・ロンコレにてヴェルディ記念演奏会に出演。

■サン・コスタンツォ劇場にてオペラ「ラ・ボエーム」のマルチェッロ役を歌い、イタリアにてオペラデビュー。

■現代を代表するバリトン歌手ジョルジョ・ザンカナーロ氏の推薦によリバスティアニーニ記念演奏会に

出演。(ヴェ□一ナ)

■ミラノ・ロゼートゥム劇場にオペラ「椿姫」(ジェルモン役)にて出演。リゴレットのタイトル・ロールにてイタリア・

ガツララーテ音楽協会より、会のシンボルとしての称号を受ける。

■アルド・プロッティ氏より『OP丁 IMUS(最 上)』 の賞と金メダルを受ける。

以後、イタリア各地で「リゴレット」「椿姫」「卜ロヴァトーレ」「ドン・カルロ」「仮面舞踏会」等のオベラ

主演。また多くのオペラ・コンサートに出演、『ヴェルディ。バリトン』と称され、その輝く美声と劇的な表現力で

イタリアのオペラ・フアンを魅了した。97年より日本に於いても活動を始め、「スプレンデイド・コンサート」等、

全国各地でコンサートを行い、質の高い歌と楽しいステージは好評を博している。ベートーヴェン「第九」や

ヘンデル「メサイア」等のソリストとしても活動している。CD「ブリリアント」、「日本の響き」、「オブリオ/
忘却の時」をリリースしている。2004年以降リスボン (ボルトガル)のアジュダ宮殿、フォス宮殿でのコン

サートに出演、今後もヨーロッパでのコンサートが予定されている。また、学習院生涯学習センター等で

「ベツラ・ヴオーチェでカンティアーモ!」 等の講座も受け持ち、話題となつている。

昨年『ランメルモールのルチア』エンリーコ役にてスペインを代表するテノールのセルソ・アルベロ氏

(エ ドガルド役 )と 共演、アルベロ氏との丁々発止の歌唱は多くの方々から“日本人として誇らしい"と

称された。円熟度を増したバリトンの声と歌は、その可能性を限りなく広げている。銀座・王子ホールでの

「スプレンディド・シリーズ」は毎年好評で、2015年も10月 16日 に「スプレンデイドⅨ」の開催が決定している。

e― me‖ i fumio@c03 itscom net

谷藤 ひろ美 たにふじひろみ(ソ プラノ)

盛岡白百合学園高等学校卒業。武蔵野音楽大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修了。第9回友愛ドイツ・

リートコンクール(学生の音陶奨励賞受賞。第18回大仙市大曲新人音楽祭コンクール優秀賞受賞。ポルトガル、

ザルツブルク等において声楽マスタークラスを受講。ドイツ歌曲アフターヌーン・コンサート他、戸田交響楽

団第43回定期演奏会など各種コンサートに出演。岩手県民オペラ『カルメン』にミカエラ役、『魔笛』に

バミーナ役として出演。岩手県立盛岡第四高等学校音楽部、女声合唱団コールバレッタのヴォイストレー

ナーを務める。佐々木まり子、栗山和子、鎌田滋子、子安ゆかりの諸氏に師事。岩手声楽研究会会員。

佐手 麻珠 さてぁさみ(ピアノ)

宇都宮市出身。宇都宮大学教育学部附属中学校、宇都宮女子高等学校、東京音楽大学、ボストン・ロン

ジー音楽院大学院演奏課程修了。3歳 よリビアノ、作曲を始める。これまでにビアノを齋藤洋子、近藤

伸子、深澤亮子、佐藤俊、川上昌裕、ヴィクター・ローゼンバウム、ヴィクトル・トイフルマイヤー、ミハル・

レゼック、エフゲニー・ザラフイアンツ、ガブリエル・チ∃ドス、ソルフェージュを久保田栄子、室内楽をロバート・

マーフェルド、ウェイマン・チン、伴奏法をブライアン・モールの各氏に師事。プラハ、ウイーン、ボストンをは

じめ、国内外で研鑽を積む。2003年大阪国際音楽コンクール入賞。2004年飯塚毅育英会奨学生として

渡米、2005年ボストンにてリサイタル・デビューを飾る。一方、在学中よリコンサート・マネジメントにも取り

組み、2006年 米国ホットスプリングス・ミュージック・フェステイバルにアート・マネジメント研修生として

音楽祭より全奨学金を受けて参加。現在も国内外の一流アーティストによる多くの公演を手掛ける。ソリ

ストはもとより、伴奏者、室内楽奏者としても定評を博しており、その多くが再演へと繋がつている。2015年

待望の初CDアルバム「鏡花水月」をリリース。


