
場所：和歌山県立図書館２階 メディア・アート・ホール
日時：令和４年11月20日（日） 15:30～16:50（開場：15時）
入場無料 要申込（詳細は裏面）内容の詳細は３ページをご覧ください

「徳川頼貞 初々しい体験を胸に」-南葵音楽文庫ミニコンサート-(共催事業)

和歌山が伝える＜南葵の記憶＞講演と報告

令和４年度

秋

南葵音楽文庫重要資料報告会 令和４年度

報告者：南葵音楽文庫研究員
（林淑姫、佐々木勉、篠田大基
美山良夫）

ミニレクチャー [申込不要]

講師：林淑姫（旧日本近代音楽館主任司書）
日時：令和4年11月19日（土）11時～11時30分
場所：和歌山県立図書館2階 講義・研修室

和歌山の音楽家たち【戦前編】

講師：美山良夫(慶應義塾大学名誉教授）
日時：令和4年11月20日（日）11時～11時30分
場所：和歌山県立図書館2階 講義・研修室

場所：和歌山県立図書館２階 講義・研修室
日時：令和4年11月19日（土）13:30～15:30

場所：和歌山県立図書館２階 講義・研修室
日時：令和4年11月20日(日）13:30～15:00

事業案内 南葵音楽文庫アカデミー

徳川家と長保寺：頼倫、頼貞を中心に

講師：瑞樹弘芳（慶徳山長保寺 法嗣）

徳川邸にかかわる資料をもとめて

講師：美山良夫(慶應義塾大学名誉教授)

11月19日（土）、20日（日）

・田中正平『純正律の研究』1890年

・クレメント・ウォーカー『1640年に始まった議会についての歴史的、
政治的考察』1648年

・徳川頼貞『指揮者ヘンリー・ウッドに関して』（自筆原稿）

・W.A.モーツァルト作品全集
（17巻、1798-1806年） ミニレクチャー [申込不要]

「赤貧、洗うがごとし」‐池永孟と徳川頼貞内容の詳細は２ページをご覧ください

内容の詳細は２ページをご覧ください



                             

南葵音楽文庫アカデミー「秋」 

和歌山にある宝と記憶の鉱脈 
和歌山県立図書館 2階 講義・研修室 

 

2022 年 11 月 19 日（土） 

ミニレクチャー  11：00〜11：30 

  

音楽の各分野に輝かしい足跡を残した和歌山出身の 

音楽家たちを紹介します。今回は戦前期を中心に活躍 

した人びとのうち、 声楽家 澤崎定之（1889-1949.  

有田）、 ピアニスト 蔭山英子（1914-2013. 新宮）、 

原智恵子（1914-2001）、 音楽理論の眞篠俊雄 

（1893-1979. 新宮）、 台湾民謡の採譜で知られ 

る音楽教育、作曲の 

竹中重雄（1904-  

1993. 紀三井寺）を 

とりあげます。 

 

講演と報告  13：30〜15：30 

  

徳川家と長保寺：頼倫、頼貞を中心に     

瑞樹弘芳  慶徳山長保寺 法嗣 

長保寺が有する資料は、紀伊徳川家の菩提寺として、その 

務めに関連して生じた資料・記録が中心です。 また歴代 

住職が承継した文書類も保管しています。 その中から、 

頼倫以降を中心に紹介します。 

徳川邸にかかわる資料をもとめて 

美山良夫  慶應義塾大学名誉教授  ▼建築中の高麗園洗心亭 

東京とその近傍にあった 

徳川邸の基本資料は散逸 

したようですが、和歌山県 

立博物館、同図書館、和歌 

山市立博物館には、関連し    

た資料が点在しています。 それらと国会図書館等が 

所蔵する文献等を結び、 文化貢献活動の場としても 

活用された邸のあらましを素描します。 
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2022 年 11 月 20 日（日） 

ミニレクチャー  11：00〜11：30 

  

池永孟と徳川賴貞はまったく同時代を生き、ともに私財

を投じて、比類ないコレクションを築きました。南蛮美術

に対し音楽資料と、蒐集対象は異なりながらも類似した

生きざま、性を通じ、二人が理想としたものを探ります。 

 

報告会  13：30〜15：00 

    

田中正平『純正律の研究』、1890 年 

南葵音楽事業部の評議員も務めた田中正平（1862- 

1945）の 『純正律の研究 Studien im Gebiete der 

reinen Stimmung』（90ｐ.）を紹介します。1890（明治

23）年にライプツィヒで刊行されました。有名な「純正調

オルガン」の理論的基礎を形成するものです。（林淑姫） 

クレメント・ウォーカー『1640 年に始まった議会につい

ての歴史的、政治的考察』 1648 年 

カミングス文庫から、17世前半に活躍した政治家クレメ

ント・ウォーカーがイギリス議会の状況について記した政

治論を紹介します。清教徒革命を主導した、後の護国卿オ

リヴァー・クロムウェルの自署が見られます。（佐々木勉） 

徳川頼貞『指揮者ヘンリー・ウッドに関して』（自筆原稿） 

南葵音楽文庫に収められた頼貞の自筆稿の一つ、英国の

大指揮者ヘンリー・ウッド（1869-1944）に関する洋書

の抄訳と評論です。書かれたのは 1920 年。翌年の外遊

で、頼貞はウッドを訪ね、親睦を深めました。（篠田大基） 

W. A. モーツァルト作品全集（17 巻、1798-1806 年） 

 有名な音楽出版社ブライトコプフ・ウント・ヘルテルがモ

ーツァルトの妻コンスタンツェの協力のもと、作曲家の死

後6年を経て刊行した史上初の「モーツァルト全集」の第

一部門全巻揃い。国内唯一の所蔵です。（美山良夫）    

 

��������
� ID rId5 ����
� �������
��������
���

和歌山の音楽家たち[戦前篇]  

林淑姫  旧日本近代音楽館主任司書 

 

 

和歌山が伝える〈南葵の記憶〉 

 

 

和歌山の音楽家たち[戦前篇]  

林淑姫  旧日本近代音楽館主任司書 

 

「赤貧、洗うがごとし」        

美山良夫  慶應義塾大学名誉教授 

重要資料報告会 令和 4 年度 

南葵音楽文庫研究員 

 



                             

南葵音楽文庫ミニコンサート 

 

徳川頼貞 初々しい体験を胸に 
 

 

 

1916 年（23 歳）：部分 

留学中の初々しい音楽体験を胸に、大量の 

資料を手に、大西洋と太平洋を渡り帰国。 

翌年に結婚。香港旅行、和歌山訪問や参詣 

と並行して音楽堂、音楽図書館の新設に、 

南葵文庫を拠点とした資料蒐集にのりだ 

しました。その足跡を音楽と共に辿ります。 

 

2022 年 11 月 20 日(日) 午後 3 時 30 分開演 

開場午後３時、終演予定午後４時 50 分  

和歌山県立図書館 2階 メディア・アート・ホール 

入場無料 予約受付 10月 19 日〜 先着順 

 

   

徳川頼貞が留学中に聴いた往年の名歌手、大西洋航路 

の船中で聴いたカザルスのベートーヴェン、南葵文庫所 

蔵日本初の《月光》ソナタ楽譜、入手した貴重なパーセル、 

プロコフィエフ自身から贈られた彼のピアノ曲など。 

南葵音楽文庫研究員の近藤秀樹の司会・解説。演奏は 

和歌山の若い才能（和歌山市、海南市、橋本市在住の 

中学生〜高校生） + 南葵音楽文庫サポーター有志。 

 

 

  

主 催   南葵音楽文庫サポーター有志 

共 催   和歌山県立図書館 

協 賛   和歌山南ロータリー・クラブ 

後 援   和歌山市、和歌山市教育委員会 

    

会則、会費、会長、義務などがない、開かれたゆるや

かなネットワークです。月例読書会のほか、見学会な

どを、サポーターの発意により、催しごとに有志が

集い、互いに分担協力しながら開催し、南葵音楽文

庫や紀州徳川家にかかわる文化や歴史の理解、相

互啓発をおこなっています。     

コンサートをつくる人たち 

南葵音楽文庫サポーター 

プログラムと出演者 



費 用 ： 無料
申込方法 ： 下記いずれかの方法でお申し込みください。受付後に受付番号券を配付（送付）

します。申込者が複数の場合、必ず代表者を含む全員の氏名及び希望する日程を
明記してください。先着順（定員になり次第締め切ります）

①和歌山県立図書館に直接来館

②ＦＡＸで申込書を送付する

※返信先のＦＡＸ番号を必ず記入してください。

和歌山県立図書館 FAX ０７３―４３６―９５１１

③メールで申し込む ※申込者の氏名及び希望する日程を記入してください。

※返信メールが受信できるように設定をしてください。

E-mail event@lib.wakayama-c.ed.jp（申込専用アドレス）

④往復ハガキで申し込む

※申込者の氏名・住所・電話番号・希望する日程を記入してください。

（あて先）〒641-0051 和歌山市西高松一丁目７-３８

和歌山県立図書館 サービス課

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手指消毒、検温の実施をいたします。また、マスクの
着用をお願いします。なお、保健所等の行政機関による聞き取り調査等の際、氏名・連絡先を情報提
供させていただく場合がありますので、ご了承ください。

※駐車場の台数が限られていますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
（近隣には駐車場がありません）

『令和４年度南葵音楽文庫アカデミー 秋』申込書

フリガナ
氏 名：

電話番号：

ＦＡＸ番号：

参加者氏名等及び希望する項目に○を記入してください。
複数で申し込みの場合は、下記の１～３に氏名及び希望する項目に○を記入してください。

問い合わせ先

和歌山県立図書館 サービス課
TEL073-436-9520            FAX073-436-9511

主催 和歌山県教育委員会 主管 和歌山県立図書館

10月19日（水）から受付開始
※1１月８日～11月１８日までは、資料点検期間のため休館となりま
す。そのため①の申込方法はご利用できませんので、ご注意ください。

南葵音楽文庫
アカデミー（定員60名）

11/19(土)

南葵音楽文庫
アカデミー（定員60名）

11/20(日)

ミニコンサート
（定員200名）

11/20(日)

13時30分～
15時30分

13時30分～
15時０0分

1５時30分～
16時50分

1

2

3
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