いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪知性がキラリとひかる！できる大人の慣用句
好評につき第３弾！ どんな行動かわかりますか？ ハイレベル編
ふせき

う

①布石を打つ・・・ 先に起こるべき事態を考えて、用意すること。本来は
おくじょうおく

囲碁の序盤で先を見越して碁石を打つこと。

か
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②屋上屋を架す・・・ 無駄なことをするたとえ。屋根の上に屋根をかけると
いう意味。
③数寄を凝らす・・・ 風流な工夫をさまざまに施すこと。「数寄」は「風流
であること」
の意味。
くつわ
なら
④轡を並べる・・・ 大勢の人々が集まる様子。「轡」は、手綱をつけるため、
馬の口にはめる金具。
かね
たいこ
さが
⑤鉦や太鼓で探す・・・ 大騒ぎして探しまわること。昔、迷子を捜す
ときに、大きな音を打ち鳴らしたことから。
せいちゅう
くわ
⑥掣肘を加える・・・ 傍らから干渉して、自由に行動させないこと。この
「掣肘」
は「肘を引っ張る」
という意味。
はん
た
⑦範を垂れる・・・ 目下の者に対して手本を示すこと。この「範」は模範、
手本という意味。
いきょく
つく
⑧委曲を尽くす・・・ 事情などを詳しく説明すること。「委曲」は「くわしい
こと」
という意味。
す き

こ

『街のたより』第１２６回

晩秋の頃、シューマンとショパンをお聴きいただきます。
若かりし２０代の頃のロベルト・シューマンとクララ、恋人時代の
ふたりの作品のやり取りを並べました。
青年シューマンが初めて出合ったときのクララは、まだ幼い少女
でした。 ふたりが結婚に至るまでの長い年月には、おとぎ話の
ようなメルヒェンの時間がありました。
やがて、当代随一の女流ピアニストとして美しく成長したクララ。
シューマンは、自分の作曲の師でもあったクララの父親から、結
婚の許可をもらえず、何年も会うことが許されず、手紙をやり取り
しながらの恋愛時代に「子どもの情景」が書かれました。
「あなた
との想い出の中からこんなステキな曲集が生まれたよ。」と、書簡
に添えてクララに届けています。
愛するクララに語りつづったおとぎ話。 子どもの頃の夢を忘れ
ずにいる、おとなのためのメルヒェン です。 過ぎ去っていく、時
の中に刻まれた夢見る想い。
「トロイメライ」ー夢見る想いーは、小品１３曲からなる曲集の
７番目にあります。

山本百合子ピアノリサイタル
〜過ぎ去りし時の中に〜
シューマン
：
「アラベスク」Op.18
クララ・シューマン：
「ロマンス」Op.11-1
：
「つかの間の小品」Op.15-1
シューマン
：
「子どもの情景」Op.15
：
「ピアノコンチェルト No.1-2mov.Op.11「ロマンス」
ショパン
：
「４つのノクターン」Op.15-2、Op.32-1、Op.32-2、Op.48-1
：
「英雄のポロネーズ」Op.53

間違えると、
「知性」
を疑われる！？【「教養」基本漢字】
より抜粋

人気もの

ケンタ君♂ ８歳 雑種

８歳になり︑﹃天ヶ瀬自動車﹄
︵馬引沢一丁目︶
の看板犬に定着 ︒
吠えたりしないおとなしい性格 ︑
とっても賢いのでみんなから〝おりこ
うさん〟とほめられます︒
ご主人の修理の仕事に興味津々♪
﹁お車の修理は天ヶ瀬自動車を
よろしくお願いします！﹂

ぼくは

後半はショパンです。
２０歳のときの作品、ピアノコンチェルト第１番の第２楽章「ロマ
ンス」は、初恋の女性への美しい追憶と言われています。
続いて「４つのノクターン」。ショパンは、
３９歳で終える人生を
通して、２０歳から３６歳までに２１曲のノクターン（夜想曲）を
書き続けました。 その中から、年代順に４曲を選びました。
そして、３２歳、円熟期の名作「英雄ポロネーズ」は、２０歳で
亡命したまま失った祖国ポーランドに想いを馳せて、ショパンの
情熱が雄々しく響きます。 ショパンの、時の移ろいを、音の錦絵
のように描きたいと思います。
深まりゆく秋の宵、みなさまの心の原風景に明かりが灯ります
ように。
山本百合子

２０１３年１
１月２０日（水）７：００pm 開演

パルテノン多摩・小ホール
２０００円（全席自由）
山本百合子 友の会 TEL０４２-３３９-０３２１
http://www.yuriko-yamamoto.com

※山本百合子さまのご好意によりチケットのプレゼントがあります。
ご希望の方は応募用紙にてお申し込み下さい。 プレゼント★NO.1

Proﬁle

☆プレゼントコーナー☆

１４歳で全日本学生音楽コンクール入賞。 桐朋女子高校音楽科、桐朋学園大学音楽部卒業後、
１９８３年ニューヨークのジュリアード音楽院留学。
サッシャ・ゴロドニツキ氏に師事。
１９８６年マスター・オブ・ミュージックの称号を得て大学院を修了。 ニューヨークのリンカーンセンター・ポールホー
ルでデビュー リサイタル開催。 イタリア・シエナのキジアーナ音楽院にてグウィド・アゴスティ氏に師事。 ディプロマ名誉賞受賞、最優秀者コンサ
ートに出演。アメリカ・ヨーロッパ各地で演奏活動を続け、帰国後は、東京をはじめ日本各地でリサイタル、室内楽と活躍中。
１９９８年イタリア・ポジターノでは、
ジョン・オッコナー氏のケンプ財団ベートーヴェン・マスタークラスのピアニストに選ばれ「オール・ベートーヴェン・コ
ンサート」
に出演。 浜離宮朝日ホール、パルテノン多摩ホール、ルーテル市ヶ谷センターホールと定期的なピアノリサイタルを開催。 八王子市、
前橋市、北九州市をはじめ、札幌・KITARAホールでの朝日新聞＆AFC主催のリサイタルなど定期的な活動が好評を得ている。
２００７年、CD「ラフマニノフ・コスモロジー」
をリリース。２０１０年１０月、CD第２弾YURIKO FANTASIA「アンコールの宝石箱」がリリースされる。

この印で半 分にすると︑
ＦＡＸを 送るのにちょうど良いＡ４サイズになります ︒

★ 1.「山本百合子 ピアノリサイタル」 ご招待券 11/20 … ５組様
東京都美術館
11/ 8〜11/15 ………… ５組様
★ 2.「現代童画展」
11/17まで ………… ５組様
★ 3.「 種田陽平による 三谷幸喜 映画の世界観展」 上野の森美術館
入館ご招待券
11/24まで ………… ５組様
★ 4.「礫川浮世絵美術館」
ご招待券
11/30まで ………… ５組様
★ 5.「ニューオータニ美術館」
神奈川県立金沢文庫
12/ 1まで ………… ５組様
★ 6. 特別展「東大寺 鎌倉再建と華厳興隆」
江戸東京博物館
12/ 8まで ………… ５組様
★ 7.「明治のこころ」
永青文庫
12/ 8まで ………… ５組様
★ 8.「古代中国の名宝」
松岡美術館
12/13まで ………… ５組様
★ 9.「松岡コレクションでめぐる旅」
相田みつを美術館
12/15まで ………… ５組様
★10.「ひとつの事でも」
入館ご招待券
10/23〜12/21 ………… ５組様
★11.「文化学園服飾博物館」
（北鎌倉）
入館ご招待券
12/31まで ………… ５組様
★12.「葉祥明美術館」
東京都現代美術館
2014/1/19まで ………… ５組様
★13.「吉岡徳仁 Crystallize」
８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可） 入館ご招待券
12/29まで …………１
０組様
★14.「極楽湯」
平日ご招待券
11/11〜12/9 ………… ５組様
★15.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
特別入園ご招待券
12/31まで ………… ５組様
★16.「 箱根 強羅公園」
入園ご招待券
12/28まで ………… ５組様
★17.「三渓園」
ご招待券
12/28まで ………… ５組様
★18.「三菱みなとみらい技術館」
ペアご招待券
11/30まで ………… ５組様
★19.「 横浜動物園 ズーラシア」
ご招待券
12/31まで ………… ５組様
★20.「 浅草 花やしき」
★21.【横浜Ｆ・マリノス VS アルビレックス新潟】日産スタジアム 11/30㈯ 14：00キックオフ ……… ５組様

チャットボード
２つのX masイベント
開催のお知らせ♪
Ⅰ. 毎回好評！
『 フラワーアレンジメント講習会』
〜インテリアグリーンにクリスマスの装いを…〜
♪初めての方もぜひご参加ください。
★ 日 時：１１月２９日
（金）
１３：３０〜１
５：３０【若干名お席があります。】

ＡＳＡニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
※１１/３０
（土）は定員になりましたので締め切りました。
☆材料費 ￥１
５
０
０
（素敵なインテリアグリーンができあがります）
☆日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担します。
注）当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
☆申込締切 定員になり次第締め切らせていただきます。
☆参加希望の方は ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申込み下さい。
※すでにお申込み頂いた方には１１月初旬にご案内のお葉書をお送りします。

Ⅱ. おつきゆきえさんによる『おとなのための絵本の会』

プレゼント応募用紙
第1希望
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

１枚希望

１枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１枚希望

多摩市
様

TEL

☆参加希望の方は ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申込み下さい。
※参加人数と参加される方のお名前をご記入ください。

申込先

＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット１組は２枚です。１枚のみをご希望の方は１枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。

〠206-0033
多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『フラワーアレンジメント講習会』係 または
『ゆきえさんの絵本の会』係

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１
５４

http://www.sawayaka-mail.com

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

当店へのメッセージ

☆日
時 １２月１４日（土）
１７：００〜（朗読時間 約１時間）
☆場
所 セレクトショップMinicrew ２Ｆフリースペース
☆申込締切 定員（２５名）になり次第締切らせていただきます。
☆参 加 費 おひとりさま ￥１
０
０
０のところ ￥５００で…。
（当店読者以外の方のご参加は￥１
０００となります。）

http://www.sawayaka-mail.com/

ご住所

お客様 照会番号

■応募用紙に記入し、
ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・携帯電話（ 一部ご利用になれない機種があり
ますのでご了承下さい。) からはWeb会員に登録の上、
お申込み下さい。
新規登録の方は、おトクなクーポン情報満載！
にアクセス！
★「アサウェブタマ」
で検索！★
＊応募締切り
ハガキ：
１
０月３０日 ㈬ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：
１
０月３０日 ㈬ 正午まで

お名前

おはなしの出前 を届けてくれる おつきゆきえさん とは１０年
以上のお付き合いになりますが、今回は大人の方に楽しんでいた
だける
「絵本の会」
を企画しました。

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

〠 206-0033
お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211

フリーFAX0800-800-3154

大好評！
バスツアー

第６６回

『富士山 ぐるっと一周バスツアー』
■旅行期日： １１月２０日（水）／■旅行代金： ６９００円

◆本日（１０/２５）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

対応機種をお持ちの方は、右のバー
コードをお使いください。カメラで
読み取るだけで簡単アクセス！

発行所

（読取方法は、各機種により異なります）

発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

