UdagawaSadao
Viola da gamba

New CD Comemorative Recital
宇田川貞夫

ヴィオラ・ダ・ガンバ リサイタル
新CDリリース記念特別演奏会
❖

語り合うバッハⅢ

Johann Sebastian Bach (1685-

❖

1750)は、作曲家、演奏家、教育

Johann Sebastian Bach

者、市当局との折衝係、そして
父親であることを音楽工房の

❖

マイスターとして生涯勤勉に勤

無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバのための組曲
ニ長調 BWV 1009

め上げたのでした。
そのバッハは、生涯をかけて

(無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調

宇田川貞夫編曲)

イタリアからの新しい風を求め

をお聞きしたいと長いこと思い
続けてきた私は、ヴィオラ・ダ・
ガンバを携え長い旅をしてライ
プツイッヒのご自宅の門前まで
辿り着きました。
いま玄関の鐘を鳴らすところ
です、心はALLEGRO MOLTO。

続け、フランスの文化へ憧れを
持ち続け、組曲を究めようとし、
協奏曲の限界挑戦もし続けて

そんなマイスター・バッハのお話

無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバのための組曲
ニ短調 BWV1011（BWV995）

(無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 、リュート組曲 ト短調

❖

きたのです。

宇田川貞夫編曲)

お尋ねしたいことが山ほどある
のです。
はたして巨匠は私めを迎え入
れてくださるでしょうか。
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〈使用楽器〉
ヴィオラ・ダ・ガンバ
アンドレア・カスタニエリ
（パリ）1720年頃
ピッチ a＝395Hz

2020年

11月8日（日）

東京オペラシティ

近江楽堂

14：00時｜18：00時 開演
＊２回公演＊

各回：5,000円《先着30名様限定》
東京都新宿区西新宿3-20-2
（東京オペラシティ3F）

■主催：東京古楽集団
☎045-852-5537 / sadao.marais@gmail.com■
■協賛：ワオンレコード■
■後援：日本ヴィオラ・ダ・ガンバ協会■

℡ 03-5353-6937

UdagawaSadao
Viola da gamba

New CD Comemorative Recital

横浜生れ。
ヴィオラ・ダ・ガンバを大橋敏成
氏に師事。
1974年、
ベルギー・ブリュッセル

宇田川貞夫

王立音楽院に留学。
ヴィオラ・ダ・ガンバ
をＷ．
クイケン、室内楽をＰ・ドンブレヒトの
ニヒ氏の主催する
「アンサンブル・ポリフォ
ニー」
のメンバーとして、
ヨーロッパ各地で
コンサート、
テレビ、
ラジオ等に出演。1978
年同音楽院をディプロマを得て卒業。
演奏会」等のリサイタル
（ʼ85、ʼ99）
を始め、

箇所でツアーを開催。
初期のイタリアの声楽作品を携え、声楽
家としてデビュー、
全国12箇所でリサイタル・
ツアーを開催し、高い評価を得た。
2007、
「 言葉のない対話」バッハ＆マレー
のヴィオール音楽を携え全国7箇所ツアー

語り合うバッハⅢ

帰国後は、
「 バッハのガンバ・ソナタ全曲

フランス・ヴィオール音楽を携え、全国12
2005年、
「宮廷の愛の語り部」
バロック音楽

ヴィオラ・ダ・ガンバ リサイタル
新CDリリース記念特別演奏会
❖
J.S.バッハ
無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバのための組曲

両氏に師事。
同音楽院に在学中、Ch.ケー

2003年、
「宮廷の孤独」無伴奏の17世紀

を開催。
2009、
「献呈女王陛下、音楽家たちはメラ

「バッソ・コンティヌオのリサイタル」、
「みな

ンコリーを謡います」
ダウランド＆ヒューム

と・よこはま・バロックシリ−ズ」、名古屋「ア

を携え全国15箇所ツアーを開催、好評を

−ベント・ムジ−ケン」等のシリーズ演奏会

得た。

を企画するなどし、各地で多彩な演奏活

2012、
「惜別の調べ」、
マレーのヴィオール

動を展開している。

音楽を携え全国7箇所ツアーを開催。

1986年より１２年間「都留音楽祭」
を企画

2017、CD「J.S.バッハ 無伴奏ヴィオラ・

制作。1997年より７年間「札幌古楽の夏

ダ・ガンバのための組曲 第２番・第５番」

音楽祭」
を主催し、音楽監督に就任した。

（ワオンレコード [WAONCD-310]）
を、
2020、

また近年は、
指揮者としての活動も始めて

CD「J.S.バッハ 無伴奏ヴィオラ・ダ・ガン

おり、
1991年10月、
静岡、
栃木でのバッハ：

バのための組曲

ロ短調ミサ、12月モーツァルト：ピアノ協奏

レコード [WAONCD-360]）
をリリース、
各方

第1番・第3番」
（ワオン

曲を始めとして、
ルネッサンスから古典派

面より高い評価を得た。

までの作品に意欲的に取組んでいる。

1995年よりセシル・レコードを発足させ、

最近特に声楽指導者としての評価が高く、

プロデューサーとして、優れた内容のＣＤ

優れた若手声楽家を育てている。
「 語感

を制作している。現在、東京古楽集団主

と音感」
というコンセプトによりバロック初

宰、東京モンテヴェルディ合唱団指揮者、

期のモンテヴェルディから山田耕筰まで、

セシル・レコード・プロデューサー。

幅広い視野を持って取り組んでいる。
1st CD [WAONCD-310 / 76min Stereo / CD(HQCD)・配信]
レコード芸術誌〈準特選盤〉
好評発売中 オープン価格

WAONCD-310
J.S.バッハ 無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバの
ための組曲

オーディオアクセサリー誌〈優秀盤オーディオグレード推薦〉福田雅光氏選
Stereo 誌〈優秀録音盤〉福田雅光氏選

NEW 第１番 ト長調 BWV1007

第２番 ホ短調 BWV1008
（無伴奏チェロ組曲第2番から編曲）
プレリュード
アルマンド
クーラント
サラバンド
メヌエットI,II
ジーグ
第５番 ニ短調 BWV995
（リュート組曲第3番から編曲）
プレリュード
アルマンド
クーラント
サラバンド
ガヴォットI,II
ジーグ

（無伴奏チェロ組曲第1番から編曲）
プレリュード
アルマンド
クーラント
サラバンド
メヌエットI,II
ジーグ
第３番 ニ長調 BWV1009
（無伴奏チェロ組曲第3番から編曲）
プレリュード
アルマンド
クーラント
サラバンド
ブーレI,II
ジーグ

録音：2015年11月1日〜4日
アートコートギャラリー（大阪）
CDのお求めは全国レコード販売店で。
配信は、Apple Music、Amazon Music、
Naxos Music Library、Spotifyほかで、
お聞きいただけます。

WAONCD-360
J.S.バッハ 無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバの
ための組曲（Ⅱ）

録音：2019年5月26日〜28日
Why nuts? ワイナッツ（千葉）
2nd CD [WAONCD-360 / 71min Stereo / CD(HQCD)・配信]
2020年8月4日発売 オープン価格

■発売元：ワオンレコード ☎06-4253-1230 ✉info@waonrecords.jp■
■販売・配信：株式会社キングインターナショナル / ナクソス・ジャパン株式会社■

http://waonrecords.jp

