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	 サロン	 マンスリーコンサート	 Vol.92 

佐野健二（リュート）＆ 平井満美子（ソプラノ） 
～古き良きイギリスの愛の歌～	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (はやり歌、ダウランド、パーセルを集めて)	 

日	 時：	 2013年10 月17 日	 (木)	 開	 演：	 19:00	 (開場 18:30)	  
会	 場：	 YOSHUホール	 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-4-11	 モリビル 2階	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ◆会	 費◆全自由席	 (軽食＆ドリンク付)	 	 3000 円	 
                                ～	 ご予約承ります。下記にてお申込みくださいませ	 ～	 

◇ program ◇ 

グリーンスリーブス  流れよ我が涙  つかの間の音楽  他 

◇ profile ◇ 
■平井 満美子／ソプラノ 
神戸女学院大学音楽学部声楽科卒業。 

数少ない古楽の歌い手としてその活動は新聞、音楽誌等にて常に高く評価されている。 

現在までに発売された佐野健二とのデュオCD全ては「レコード芸術」「音楽現代」等の推薦盤に選ばれ、 

デュオリサイタルに対しては「大阪文化祭本賞」を受賞している。 

EMC主宰、NHK文化センター講師。 
 

■佐野 健二／リュート 
英国・ギルドホール演劇音楽院首席卒業。 

演奏活動に対し、「ロンドン芸術協会選出新人音楽家」「大阪文化祭賞」等、多数の賞を受ける。 

2007年、リュート音楽に特化したEMCluteRecordsレーベルを設立、自ら演奏、録音、編集、ジャケットデザインを 

総合的に行い、発売されたCDは専門音楽誌において優秀録音盤、推薦盤等として評価されている。 

     EMC主宰、相愛大学非常勤講師。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	 

	 

	 

◆◆	 今後の予定	 ◆◆	 

	 	 	 	 Vol.93	 	 2013年	 11月 21日(木)	 19:00～	 坂本	 環(Sp)	 

Vol.94	 	 2013年	 12月 19日(木)	 19:00～	 合唱集団トスカ(声楽アンサンブル)	 
	 

◆チケットのお問合せ･お申込みは下記までお願いいたします。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 YOSHU(よしゅう)ホール 
	 	 	 	 	 	 	 〒542-0081	 大阪市中央区南船場 1-4-11	 モリビル 2 階	 

TEL	 	 06-6261-7827	 	 	 
携帯	 	 090-8200-6294	 
FAX	 	 06-6261-7828	 	 	 
MAIL	 	 yoshu-hall@kta.biglobe.ne.jp	 

	 	 	 	 	 	 HP	 	 	 	 http://www.yoshuhall.info	 

	 	 

	 	 

	 



	 Y	 O	 S	 H	 U	 ホール	 	 

	 

２０１３年	 １０月のマンスリーコンサート	 

	 
ルネサンスの音楽・・・と 言えば「佐野健二さんと平井満美子さん」と即座に応えが返ってくる第一人者。 
全国からの公演依頼が絶えないご多忙の中、YOSHUホールで演奏が聴ける有り難いご縁に感謝です。 
映画や絵画でしか見たことのないリュートが！そして、あの ビブラート奏法でない清々しい歌が！ 
目の前で聴けるのです。しかも、お話付き！ 
是非、夫妻から紡ぎだされるルネサンス～バロックの音楽に身をゆだねてください。 
	 

	 

	 

ご予約はお早めに！ 
 

 

 

～出演者より～ 

 

16 世紀後半から 17 世紀初頭、イギリスは経済、文化、芸術と、総てに花開いた黄金時代であり、 

音楽も宮廷人から庶民まで、総ての階級の人々に愛されておりました。 

宮廷ではすぐれたリュート弾きを召し抱える事を誇りとし、 

貴族たちは音楽を自らたしなむ事を自慢とし、 

人々は嬉しいにつけ、悲しいにつけ、自らの気持ちを楽の音に託しました。 

グリーンスリーブスに代表されるイギリスのはやり歌はそのメロディーの美しさ故、時と国境を越え 

今なお世界中の人を魅了しています。 

今年生誕 450 年を迎えるジョン・ダウランドは最高のリュート奏者として活躍し、 

そのメランコリーな作風は当時の風潮と同調しました。 

イギリスのオルフェウスと称されるヘンリー・パーセルは、イギリス・バロック時代に於ける最大の作曲家です。 

彼の紡ぎだす魅力的な旋律は英語の響きと融合します。 

リュートが寄り添うルネサンスからバロック時代の英国歌曲の数々。 

お楽しみ頂ければ幸いです。 

                                              佐野健二＆平井満美子 

	 

	 

	 

～事務局より～	 

	 	 	 	 	 	 

 

映画「ロミオとジュリエット」で流れていた ゆったりとした音楽！ 
フェルメールの「窓辺でリュートを弾く女」！ 

 まさに、あの世界です。 
リュートは撥弦楽器の仲間で、ルネサンスや初期バロック時代の古楽器です。 
辿れば 祖先は琵琶と同じだそうです。 

   吟遊詩人がリュートをつまびきながら歌っていた様子を想像してください。 

  そして、なかなか出逢えないリュートの生演奏を 是非 お楽しみに・・・・・・！ 

   YOSHU ホールでお待ちしています。評判の良い休憩時の軽食も継続です！ 
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