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Program

2020 年 9月17日（木）19：00 開演 東京オペラシティコンサートホール
7:00 p.m. Thursday 17 September, 2020 Tokyo Opera City Concert Hall

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第13番「幻想曲風ソナタ」変ホ長調 Op.27-1
Beethoven : Piano Sonata No.13 Sonata quasi una fantasia in E-flat Major Op.27-1

チャイコフスキー：ロマンス ヘ短調 Op.5
Tchaikovsky : Romance in F Minor Op.5

チャイコフスキー：ドゥムカ ハ短調 −ロシアの農村風景− Op.59
Tchaikovsky : Dumka in C Minor Op.59

アルカン：「短調による12の練習曲」
から 第12番 イソップの饗宴 ホ短調 Op.39-12
Alkan : Aesop's Feast in E Minor from 12 Etudes in All the Minor Keys, Op.39-12

* * * * * * * * * *

ショパン： 幻想曲 へ短調 Op.49
Chopin : Fantaisie in F Minor Op.49

ショパン：ポロネーズ 第7番 変イ長調「幻想」Op.61
Chopin : Polonaise No.7 Fantaisie in A-flat Major Op.61

シューベルト：「さすらい人幻想曲」ハ長調 Op.15 D.760
Schubert : Wandererfantasie in C Major Op.15 D.760

2020 年 9月19日（土）14：00 開演 東京オペラシティコンサートホール
2:00 p.m. Saturday 19 September, 2020 Tokyo Opera City Concert Hall

モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第7番 ハ長調 K.309
Mozart : Piano Sonata No. 7 in C Major, K. 309

チャイコフスキー：ロマンス ヘ短調 Op.5
Tchaikovsky : Romance in F Minor Op.5

チャイコフスキー：ドゥムカ ハ短調 −ロシアの農村風景− Op.59
Tchaikovsky : Dumka in C Minor Op.59

アルカン：「短調による12の練習曲」
から 第12番 イソップの饗宴 ホ短調 Op.39-12
Alkan : Aesop's Feast in E Minor from 12 Etudes in All the Minor Keys, Op.39-12

* * * * * * * * * *

ショパン： 幻想曲 へ短調 Op.49
Chopin : Fantaisie in F Minor Op.49

ショパン：ポロネーズ 第7番 変イ長調「幻想」Op.61
Chopin : Polonaise No.7 Fantaisie in A-flat Major Op.61

ラヴェル： 亡き王女のためのパヴァーヌト長調
Ravel : Pavane pour une infante défunte

ラヴェル：ラ・ヴァルス ニ長調
Ravel : La Valse

Profile

౻ాਅԝʢϐΞϊʣMao Fujita (piano)
ɹ݄νϟΠίϑεΩʔࠃࡍίϯΫʔϧͰୈҐΛडɻ৹ࠪһௌऺ͔Βڰతʹ
ࢧ࣋͞Εɺ
ϫϨϦʔɾήϧΪΤϑͷݴ༿ʮ."0ͷଘࡏɺࠓճͷίϯΫʔϧͷlαϓϥΠζzͩʯ
ͱͱʹɺੈքதʹ͞Εͨɻ
ɹʹऑͰࡀףɺୈճΫϥϥɾϋεΩϧࠃࡍϐΞϊɾίϯΫʔϧ༏উɻซͤͯ
ʮ੨
൷ධՈʯ
ʮ ௌऺʯ
ʮ ݱۂʯͷಛผΛडɻʹদࠃࡍϐΞϊΞΧσϛʔ
ίϯΫʔϧͰୈ̍Ґʹً͘ͳͲɺࠃ֎ͰͷडΛॏͶ͍ͯΔɻ
ɹ
ɹγʔζϯɺήϧΪΤϑࢦشϚϦΠϯεΩʔՎܶڞͱஂָݭԋ͠ϩϯυϯɾ
σϏϡʔɻ5)&5*.&4ࢴͰʮ౻ాૉΒ͍͠දͱྗݱझຯͷྑ͍ײੑΛ͓࣋ͬͯΓɺ
༂ಈతͰ༤หͳࢻͱɺਂΈͷ͋ΔղऍΛ࣋ͪͭͭɺڪΕΛΒͳ͍େͳද͖Ͱ͕ݱΔɻʯ
ͱେઈࢍ͞Εͨଞɺ
ϛϡϯϔϯɺχϡʔϤʔΫɺϞεΫϫɺαϯΫτϖςϧϒϧάɺ
ιϧͳͲͰ
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σϏϡʔɻ
ɹ݄ήϧΪΤϑࢦشϚϦΠϯεΩʔՎܶஂָݭຊެԋͰɺͳٸͱͯ͠νϟΠίϑεΩʔɿϐΞϊڠۂୈ൪
ΛڞԋɻॳΊͯͷԋʹؔΘΒͣɺਸ਼ʑ͍͠Ի৭ɺ๛͔ͳፚੑɺྨ·ΕͳԻָηϯεͰɺଟ͘ͷௌऺΛັྃɻࢦऀشΦʔέ
ετϥ͔ΒࢌࣙΛड͚ͨɻ
ɹ͜Ε·ͰʹϧʔϧԻָࡇɺφϯτͷϥɾϑΥϧɾδϡϧωʹࢀՃɻ݄ʹɺΦϯϥΠϯͰ։࠵͞ΕͨϰΣϧϏΤԻָࡇͷ
ϓϩάϥϜʮϰΣϧϏΤɾδΣωϨʔγϣϯʙԻָࡇ͕͚ͨͭݟए͖࠽ʙʯʹൈṅ͞Εɺ
ϦαΠλϧ͕ੈքதʹ৴͞Εͨɻ
ɹγʔζϯɺ
ϛϡϯϔϯɾϑΟϧͱͷڞԋɺ
ϩϯυϯɺύϦɺ
ϛϡϯϔϯͰͷϦαΠλϧɺ
ϰΣϧϏΤԻָࡇͰͷʬϞʔπΝϧτɿ
ϐΞϊɾιφλશ  ۂԋ  ձʢ  ճ ʣʭͳͲ͕ ܭը͞Ε͍ͯΔɻࠃ Ͱɺ/ ) , ަ  ஂ ָ ڹɺಡ ചຊ ަ  ஂ ָ ڹɺ౦  ஂ ָ ڹ ަ  ژɺ
౦ஂָڹަژɺຊϑΟϧϋʔϞχʔަஂָڹɺ౦ژγςΟɾϑΟϧϋʔϞχοΫஂָݭɺ܈അަஂָڹɺࡳຈަͱͲͳஂָڹͷ
 ڞԋ ɺ֤ ͰͷϦαΠλϧͱͱʹɺय़͔Β   ճʹΘͨΔʬ ϞʔπΝϧτɿϐΞϊɾιφλશ  ۂԋ  ձ ʭΛελʔτ༧ ఆ ɻ
ɹ
ɹ͜Ε·Ͱʹɺ
ϫϨϦʔɾήϧΪΤϑɺ
ΧʔνϡϯɾΥϯɺΞϨΫαϯυϧɾεϥυίϑεΩʔɺ
ϫγϦʔɾϖτϨϯίɺΦϨάɾΧΤλʔχɺ
ϦοΧϧυɾϛφʔγɺ൧कହ࣍ɺখྛݚҰɺळࢁܚɺେ༑ਓɺߴ݈ؔɺ൧ൣɺ౻ԬɺࢁాथɺϚϦΠϯεΩʔ
ՎܶஂָݭɺϢλަஂָڹɺϩʔβϯψࣨஂָݭͱڞԋɻ
ɹ࠷৽$%Ϩίʔυܳज़ࢽͰಛબ൫ʹͳͬͨʰγϣύϯɿεέϧπΥʗଈۂڵʱ
ʢ φΫιεʣɻ
ɹʰ໊ͷͳ͍Իָձʱ
ʰ ใಓεςʔγϣϯʱͳͲϝσΟΞग़ԋଟ͍ɻ
ɹ
ɹ౦ژੜ·Εɻ
ϩʔϜϛϡʔδοΫϑΝϯσʔγϣϯֶੜɻߐ෭ه೦ϦΫϧʔτࡒஂୈճֶੜɻ
ɹɺ༗ͳएखʹଃΒΕΔ
ʮୈճϗςϧΦʔΫϥԻָʯ
ʮ ୈճग़ޫԻָʯ
Λडͨ͠ɻ

Program Notes
今回のプログラムのテーマは、
ファンタジーです。
決まった型のないファンタジーという音楽は、
自由そのもの。
さまざまな作曲家の幻想曲を集めて構成していますが、
それはつまり、私が抱く作曲家たちのファンタジー、私自身のファンタジーを弾くということ。
新しい世界を求めて取り組む渾身のプログラムです！

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第13番「幻想曲風ソナタ」変ホ長調 Op.27-1
ɹϕʔτʔϰΣϯ͕ௌΛ͍ױɺϋΠϦήϯγϡλοτͷҨॻΛॻ͘Ұ΄Ͳલʹ࡞ΒΕͨ࡞Ͱ͢ɻલɺ࣌ࡧ͍ͯͨ͠ཁૉ͕Γࠐ·Εͯ
͍·͢ɻશָষΞλοΧͰೖΔͱ͜Ζɺ
ιφλࣜܗͷָষ͕Ұͭͳ͍ͱ͜ΖͳͲ͕৽ͰɺҠௐͷํ࣌ʹͯ͠લӴతͰ͢ɻྫ͑ϋௐͷୈ
ָষɺࡾ෦ࣜܗʢ"#"ʣ
ͷ#ͷ෦͕มΠௐͰॻ͔Ε͍ͯ·͕͢ɺ
͜ΕϋௐͷۙௐͰͳ͍ʹ͔͔ΘΒͣɺ
ͱͯεϜʔζʹͭͳ͛ͯ͋Γ·͢ɻ
ɹରટ͕ͨ͘͞Μग़ͯ͘Δͱ͜ΖɺظޙιφλͷυϥϚςΟοΫͰେͳϑʔΨΛࢥΘͤ·͢ɻ
͜͏͍͏ͷ͕͞Γ͛ͳ͘ग़ͯ͘Δͱ͜Ζ͕ɺ
͕͢͞
ϕʔτʔϰΣϯɻௌ͖Ͳ͜ΖɺָষͱָষͷؒมΘΓࡍͷද͢Ͱݱɻୈָ̎ষͷ࠷ޙͷԻ͕ϑΣϧϚʔλͰ৳͞Εɺୈָ̏ষͷॏްͳԻָʹೖͬ
͍ͯؒ͘ɺୈָষʹҠΔͱ͜ΖΠϯύΫτ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻ৽͍͠Կ͔Λ୳͠ٻΊͨϕʔτʔϰΣϯͷ৺ҙݱ͕ؾΕ͍ͯΔ࡞ɻͦ͏͍͏͕ۂ
͖Ͱɺͣͬͱ͖͍ͨͱࢥ͍ͬͯ·ͨ͠ɻࠓճऔΓ্͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͯ͢Ͱ͍͠خɻ

チャイコフスキー：ロマンス ヘ短調 Op.5
ɹνϟΠίϑεΩʔ͕ͷࠒͷ࡞Ͱɺ࣌൴͕͖ͩͬͨϝκιϓϥϊʹ๋͛ΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ɹࡾ෦ࣜܗʢ"#"ʣ
Ͱɺ"ͷ෦͕ඒͯ͘͠ͳ͍ટͰ࢝·Γɺ
ͦΕʹଓ͘#ͷ෦ίαοΫμϯεͷΑ͏Ͱগ͠มΘ͍ͬͯ·͢ɻ࠶ͼ͖ͬͯͨ"ͷ
෦͕ϙϦϑΥχοΫʹͳΓɺ
͞ΒʹҰͷόεͷԻ͕ϑΝ͔Β࢝·͍ͬͯͨͱ͜Ζ͕ɺ
ϥʹΘΓ·͢ɻࠣࡉͳҧ͍Ͱ͕͢ɺ
͜ΕʹΑΓతͳ
มԽ͕͚ͭ͘͢ɺԻ্ָ͕ঢʹྲྀؾΔͷͰ͢ɻઌਓ͔Βड͚͓ͱ͍ͩܧΓɺߏͱͯγϯϓϧɻए͖ͷνϟΠίϑεΩʔΒ͍͠࡞Ͱ͢ɻ

チャイコフスキー：ドゥムカ ハ短調 −ロシアの農村風景− Op.59
ɹҰํͷʮυΡϜΧʯ൩ʹॻ͔Ε·ͨ͠ɻ
νϟΠίϑεΩʔͷ࡞ʹҰ؏ͯ͠ϩγΞͷຽགགྷΓͷཁૉ͕·ؚΕ͍ͯ·͕͢ɺͳʹظޙΔͱͦ͜
͔Β٫ͨ͠ɺࣗͳΒͰͷԻָΛ࡞ΔΑ͏ʹͳ͍͖ͬͯ·͢ɻ
ʮυΡϜΧʯ
ͱlѩՎzͷҙຯɻඒ͍͠ટ͕͋Γɺͦ͜ʹ͞͠ݫΛ͡ײΔ͕
ΘΕΔ͜ͱͰɺڳͷకΊ͚ͭΒΕΔΑ͏ͳɺ
͕͖ͭͭਫ਼Ұഋ্ʹ͔͓͏ͱ͢Δงғ͕ؾੜ·Ε·͢ɻதؒ෦มΘ͍ͬͯ·͕͢ɺ࠷ʹޙѩ͍͠
Իָʹͬͯ͘Δͱ͜Ζͷඳ͕ࣸ͢Β͍͠Ͱ͢ɻ͋ͱɺ
ϥετͷ෦͕ҹతͰ͢ɻ
͏ͻͱԡ͠ཉ͔ͬͨ͠ͷ͔ͳͱ͍͏ҰԻ͕Ճ͑ΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ͪͳΈʹɺࡢͷνϟΠίϑεΩʔࠃࡍίϯΫʔϧͰɺ
ͦͷʹޙ๚ΕͨχϡʔϤʔΫͷϦαΠλϧͰɺ࠷ޙͷҰԻͷલʹഥख͕ग़·ͨ͠
ʢসʣɻࠓɺ
࠷ͬ͘͡Ͱ·ޙΓָ͓͠Έ͍ͩ͘͞ʂ

アルカン：「短調による12の練習曲」
から 第12番 イソップの饗宴 ホ短調 Op.39-12
ɹΞϧΧϯʹڵຯΛ࣋ͬͨͷߴߍੜͷ͜ΖͰ͢ɻ
γϣύϯͷපঢ়͕ѱԽ͢Δதɺ
ΞϧΧϯ͕൴ͷੜెͨͪΛશһҾ͖ͱͬͯ͑ڭΔͱ໊Γग़ͯ͘Εͯ
҆ṉͨ͠ɺ
ͱ͍͏Τϐιʔυ͕͍ͬͯ·͢ɻ
ͦΕΛΓɺ͍͍ਓͳΜͩͳͱࢥͬͨͷ͕ɺ
ΞϧΧϯʹϋϚͬͨཧ༝Ͱ͢ʢসʣɻ
ɹʮΠιοϓͷἠԅʯl࿅शۂzͱॻ͔Ε͍ͯ·͕͢ɺ࣮ࡍlมۂzͰ͢ɻ
̔খઅ୯ҐͰ࣍ͷมʹҠΔͱ͜ΖɺϕʔτʔϰΣϯͷʮ࡞ओʹΑΔ
มۂʯʹࣅ͍ͯ·͢ɻมʹͱ͝ۂɺ
ͦͷςΫενϟʔʮເݟΔΑ͏ʹʯ
ʮϗϧϯͷΑ͏ʹʯ
ͱ͍ͬͨࢦ͕ࣔࡉ͔͘ॻ͔Ε͓ͯΓɺ͍͍͖ͯͯ·ͤΜɻ
ɹ͍͠ͷɺࢁ͕Կճ͋Δͱ͜Ζɻ
ΉΈʹΓ্͛Δͱɺௌ͖खΛർΕͤͯ͞͠·͍·͢ɻશମͷྲྀΕΛߟ͑ͯԋ͠ͳͯ͘ͳΒͳ͍࡞Ͱ͢ɻ

ショパン： 幻想曲 へ短調 Op.49
ɹγϣύϯͷݬۂɺ
ιφλࣜܗΛҙࣝ͠ͳ͕Βࣗ༝ͳ͔ॻͰܗΕ͍ͯ·͢ɻ
͜ΕόϥʔυͰߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱͰ͕͢ɺόϥʔυ̏ഥࢠܥ
ͳͷʹରͯ͠ɺݬۂഥࢠܥɻεϜʔζͳྲྀΕ͕ಥવࢭ·ͬͨΓɺ
͏͝Ί͍ͨΓͱɺॠؒ͝ͱʹඳ͕ࣸେ͖͘Ҡߦ͠·͢ɻ͔ॻ͕ۂΕͨͷɺ࿀ਓ
ͷδϣϧδϡɾαϯυͱΒ͠ɺॆ࣮ͨ͠࡞׆ಈΛ͍ͯͨ͠ࠒɻ݈߁ঢ়ଶམͪண͖ɺਓੜΛຬ٤͍༷ͯͨ͠ࢠ͕දΕ͍ͯ·͢ɻ಄ͷૹߦਐۂͷΑ͏ͳ
෦ɺ൵͠Έͷද͏͍ͱݱΑΓɺখઆՈͩͬͨαϯυ͔ΒޠΛฉ͘͜ͱͰग़དྷ্͕ͬͨඳࣸͩΖ͏ͱࢲࢥ͍·͢ɻ

ショパン：ポロネーズ 第7番 変イ長調「幻想」Op.61
ɹಉ͡ݬͭͳ͕Γͱ͍͑ɺ
ʮ ݬۂʯ
ͱͷྨࣅ͋·Γͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ།Ұ͋Δͱ͢Εɺ಄ͷϝϩσΟ͕̐Լ߱͢Δͱ͜ΖͰ͠ΐ͏͔ɻ
γϣύϯɺಉҰςʔϚͷۂΛॻ͘ͱ͖ʹɺ
Α͘ಉ͡ύλʔϯΛ༻͍͍ͯ·ͨ͠ɻϙϩωʔζͷΘΓʹɺͦͷགྷΓͷϦζϜ࠷ॳͱ࠷͘ޙΒ͍͔͠ग़ͯ
͖·ͤΜ͕ɺ
ͦͷϦζϜͷதʹlۭؒz͕ඇৗʹଟ͘ͱΒΕ͍ͯΔͷͰɺ
λΠϛϯά͖ڹΛΑ͘ߟ͑ͯ͘ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
ɹ·ͨɺ൩ͷ࡞Β͘͠ϙϦϑΥχοΫͰɺͷҠΓมΘΓࡉ͔͘ɺҰഥ୯ҐͰมԽ͢Δ෦͋Δ΄Ͳɻີ͕ೱ͍ͷͰɺ
͖ͪΜͱΞφϦʔθ
Ͱ͖͍ͯͳ͍ͱɺਅͷັྗΛද͢ݱΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍࡞Ͱ͢ɻ

シューベルト：「さすらい人幻想曲」ハ長調
ɹγϡʔϕϧτ͕ɺࣗͷՎۂʮ͢͞Β͍ਓʯͷϝϩσΟΛҾ༻͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɺ
͜͏ݺΕ͍ͯ·͢ɻશମΛࡉԽͯ͠ΈΔͱλϯλλɺ
λϯλλɺ
λϯ
ͱ͍͏ϦζϜΛ܁Γฦ͢γϯϓϧͳۂɻ
͔͠͠ɺ
ΟοτʹΜͩ͞·͟·ͳཁૉ͕Γࠐ·Ε͍ͯͯɺ͖ͤ͞·ͤΜɻ
ɹ࡞̐ͭͷ෦͔ΒͳΓ·͢ɻ͍ΘΏΔָ̎ষʹ͋ͨΔ෦ɺ
άϥʔϰΣͷϝϩσΟ͕Ώͬ͘ΓྲྀΕɺࠨख͕࢛Իූ͔ΒീԻූɺࡾ࿈ූɺ
ेԻූɺࡾेೋԻූɺे࢛ԻූͱมΘ͍ͬͯ·͢ɻ
͜ͷϓϩηεϕʔτʔϰΣϯͷ࡞ɺྫ͑0Qͷιφλͷୈָ̎ষͰݟΒΕΔ
ͷɻ࠷ޙͷ෦͕େͳϑʔΨͷΑ͏ͳͷɺϕʔτʔϰΣϯΛҙࣝͯ͠ͷ͜ͱͰͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ
ɹࣜܗԻָͷ࡞Γํଚ͍ͨͯ͠ܟϕʔτʔϰΣϯͷӨڹΛड͚͍ͯ·͕͢ɺඒ͘͠ঀ๛͔ʹՎ͏ϝϩσΟγϡʔϕϧτͦͷͷͱ͍͏໊͢Ͱۂɻ

モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第7番 ハ長調 K.309
ɹϚϯϋΠϜɾύϦཱྀߦΛͨ͠ࡀͷࠒɺϚϯϋΠϜٶఊஂָݭίϯαʔτϚελʔͷ່ͷͨΊʹॻ͍ͨ࡞Ͱ͢ɻϞʔπΝϧτࡏதɺ൴ͷ
Ոʹ࿈ग़ೖΓͯ͠ͲΜͪΌΜ૽͗Λ͍ͯͨ͠Β͘͠ɺ
ͦͷָ͍͠ؾ͕ᷓΕΔΑ͏ͳ໌Δ͍͢Ͱۂɻ
ɹୈָ̍ষɺୈָ̎ষͱɺڧऑͷى෬͕ܹ͍͠ͱ͜Ζ͕ಛɻ০Իͨ͘͞Μೖ͍ͬͯ·͢ɻୈָ̏ষɺ
γϯϓϧͳϝϩσΟͱࠨखͷͱ͍͏ɺ࣌ͷ
యܕతͳԻָͳͷͰ͕͢ɺԿ͔ऒ͔ΕΔͷ͕͋Γ·͢ɻ࣍ʹॻ͔Εͨιφλ൪ʢ,ʣͷɺࣦͱጻչʹຬͪͨͱۂͷΪϟοϓ͕େ͖͍ɻ
ͦͷޙɺ
͕͘ͳΔ͜ͱͳͲԿ༧͍ͳ͍ͯ͠ظϞʔπΝϧτͷɺअ೦ըࡦͳ͍ۂɻָ͍͍͍ͯͯ͠Ͱ͢ɻ

ラヴェル： 亡き王女のためのパヴァーヌト長調
ɹϥϰΣϧ͕ࡀͷ࣌ʹॻ͍ͨ࡞Ͱ͢ɻԻͷ࠷খʹݶ͑ΒΕ͍ͯ·͕͢ɺ൩ʹݟΒΕΔෳࡶԽ͕ͨ͠औΓೖΕΒΕ͍ͯ·͢ɻ
εϖΠϯͷཁૉΓࠐ·Εɺ
ϝϩσΟ͖ڹඒ͍͠ɻੜલɺ
͜ͷ࡞͋·Γड͚ೖΕΒΕͳ͔ͬͨͦ͏Ͱ͕͢ɺ
ϥϰΣϧຊਓ໊࡞ͩͱࣗෛͯ͠
͍ͨ࡞ɻͨͩͨͩඒ͖͍ͨ͘͠ͱࢥ͍·͢ʂ

ラヴェル：ラ・ヴァルス ニ長調
ɹʮ͖ԦঁͷͨΊͷύϰΝʔψʯ
ʮϥɾϰΝϧεʯ
ͱʹɺགྷʢμϯεʣ
ΛςʔϚʹͨ͠ԻָͰ͢ɻ
͔͜͠͠ͷۂͷେ͖ͳҧ͍ɺ࡞͕ظ࣌ۂୈҰ࣍
ੈքେઓͷલͱͱ͜͏͍ͱͩޙɻઓ૪͕࢝·Δͱɺ
ϥϰΣϧѪࠃ৺͔Βࢤئฌʹ໊Γग़·͕ͨ͠ɺମ͕ऑ͔ͬͨͨΊ݁ہମΛյͯ͠আୂ͠·͢ɻ
͞Βʹ࠷ѪͷΛ͘͠ɺ͔ͭͯΈͳ͍͗ͬͯͨ࡞ҙཉ͔ͬ͢ΓࣦΘΕͯ͠·͍·ͨ͠ɻ
ɹઓޙͷॆ࣮ͨ͠࡞ͱ͍͑ʮΫʔϓϥϯͷุʯɻ͋ͱɺ
͕͖ۤ͠ΜͰੜΈग़ͨ͠ɺ͜ͷʮϥɾϰΝϧεʯͰ͠ΐ͏ɻษ͢ڧΔ͏͑Ͱɺۂݪͷ
ΦʔέετϥͷදݱΛҙࣝ͠·ͨ͠ɻલϥϰΣϧΒ͍͠Λͬͨ͢Β͍͠Իָ͕ྲྀΕ·͕͢ɺऴ൫ɻ่յʹ͔͍ɺ࠷ޙແཧ
ΓऴΘͬͨɺ
ͱ͍͏͡ײɻͦΜͳઈͳΧλετϩϑΟʔΛɺ
͔ͬ͠Γද͢·͍ࢥͱ͍ͨ͠ݱɻ

藤田真央（取材・執筆 ： 高坂はる香）

アーティストの音楽活動 ご支援のお願い
ࢲͨͪδϟύϯɾΞʔπɺͷۀҎདྷlਓͷ͍Δͱ͜Ζʹເ͕͍ΔɻzΛϞοτʔͱͯ͠ɺܳज़ɾΫϥγοΫ
ԻָͷίϯαʔτΛຊશࠃʹ͓ಧ͚ͯ͠·͍Γ·ͨ͠ɻ
ɹ
౷ͷதͰҭ·Εͨܳज़͕ɺෆ҆ʹͳΓ͕ͪͳ৺Λड͚ࢭΊɺ࣍ʹ͔͏ͪ࣋ؾΛฃཱ͍ͨͤΔ
ଘࡏʹͳΔɺ
͜Ε͔ΒͷࣾձͰେͳׂΛՌ͍ͨͯ͘͠ͱ৴͓ͯ͡Γ·͢ɻਓ͕͍Δͱ͜Ζʹlເz
ඞཁͰ͋Γɺ
ͦͷଟ͘ͷlເzΛࢧ͍͑ͯ͘ͷͷͻͱ͕ͭɺԻָͩͱࢥ͍·͢ɻ
ͦͷԻָΛकΔͨΊɺօ͞·ͷ͝ࢧԉΛࣀΓ·͢Α͏ɺ͓͍ئਃ্͛͠·͢ɻ

ご支援に感謝申し上げますとともに、
ご芳名を記載させていただきます。
穴田 敦子

J.A.

宇井 基泰

魏爬爬

S.O.

風早 信子

Y.A.

Tami.I

Y.I.

上田 あつ子

加藤 和子

澤田 直隆

C.S.

A.S.

中澤 真人

T.N.

野原 千裕

藤島 秀憲

船木 信代

村岡 加代

N.M.

鎌倉 文

M.K.

Junko.S

野本 由美子

古澤 知広
N.M.

石井 登

石橋 友佳子

上田 まさみ 植原 由起子

関 智子

M.M.

池田 俊也

北村 則子

A.D.

H.K.

細沼 康子

山下 ひろみ K.Y.

E.H.

M.U.

木村 美明

田中 貴恵子

橋本 美恵子

星野 宏美

Y.Y.

A.D.

内山 賀子

伊藤 孝

土屋 涼子

堀田 千佳
吉本 結妃名
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松田 香

岩崎 安宏

遠藤 太加根

K.S.

服部 洋一郎

N.I.
M.S.

O.S.

K.O.
K.佐藤

手塚 ゆみ M.T.

林 知江

N.H.

E.F.

三上 美智恵

S.M.

［匿名希望76名］

