1 室内楽活動調査２００５年（平成１７年）
No

会場

日時

演奏会名

団体名

ジャンル

編成

演奏曲目

1 LICはびきの

11月20日 15:00 スローカー・トロンボーン四重奏団

ブラニミール・スローカー ジョルジュ・ジヴィチャーン ヴァシル・クリストフ アルミン・バッハマン

四・外

tb4

Ｊ・Ｓ・バッハ：フーガＢＷＶ578《小フーガ》、ヘンデル：《王宮の花火の音楽》より、モーツァルト：歌劇《魔笛》序曲 他

2 LICはびきの

12月20日 19:00 レオニド・コルキン トランペット・コンサート

ウラジミル・パラモノフｐ

二・外

tp,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、シューベルト：アヴェ・マリア、見上げてごらん夜の星を/クリスマス・メドレー 他

3 NHK大阪ホール

8月17日 18:00 宮川彬良（p＆トーク）＆アンサンブル・ベガ

4 NHK大阪ホール

10月3日 18:30 チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院日露交歓コンサート2005

5 アートコートギャラリー

11月27日 15:00 大江戸バロック《桐山建志（バロックvn）＆大塚直哉（ヴァージナル）》

6 青山音楽記念館バロックザール

1月10日 14:00 京都市立芸術大学・桐朋学園大学在学生による新春ジョイントコンサート《室内楽の愉しみ》

桐アマデウス四重奏団、YUZURA弦楽四重奏団 岩城かおりcem

アラカルト

7 青山音楽記念館バロックザール

1月22日 15:00 室内楽コンサート《ピアノと弦楽器の音の世界》

鈴木慎崇p 鈴木花恵vn 尾崎望va 寺井創vc

三、四

8 青山音楽記念館バロックザール

3月13日 14:30 アンサンブル・テルボ第4回演奏会《旅する音楽》

垣見清孝bfl、山本なをgmb 城坂さおりgmb 垣見典子cem

二～四

bfl,gmb2,cem

チーマ：ソナタ イ短調、マレ：対話、テレマン：トリオ･ソナタ ト短調 他

9 青山音楽記念館バロックザール

3月30日 19:00 田辺良子ヴァイオリン・リサイタル

岡原慎也p

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》/同8番/同１１番《クロイツェル》

中尾さくらcl 中村有貴vn 北村愛子p

三

vn,cl,pf

ミヨー：ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲、プーランク：クラリネット・ソナタ、ハチャトゥリアン：三重奏曲 他

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》/同8番/同１2番《クロイツェル》

二

vn,vc

コダーイ：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ、Ｊ・Ｓ・バッハ：2声のインヴェンションより、ラヴェル：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ 他

10 青山音楽記念館バロックザール

4月3日 14:00 Ｔｒｉｏ Ｌｕｍｉｅｒｅｒ～20世紀の作品を集めて

11 青山音楽記念館バロックザール

4月9日 18:00 ゲルノート・ヴィニッシュホーファーvn＆高木知寿子pデュオリサイタル

アラカルト

アンダーソン：プリンク・プレンク・プランク、ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》より、サン＝サーンス：組曲《動物の謝肉祭》（特製アン・ベガ版） 他

フランシス・デュロイvn ウラディミール・スヴェルドロフp ドミトリー・テレリンp リダ・チェン・アルゲリッチva 他 二・外

二

グリーグ：ホルベルク組曲、モーツァルト：フルート四重奏曲第１番、エルガー：弦楽のためのセレナード

vn,va,vc,pf

モーツァルト:クラリネット三重奏曲《ケーゲル・シュタット・トリオ》、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番、シューマン：ピアノ四重奏曲

12 青山音楽記念館バロックザール

4月23日 16:00 Duo Friendｓ

13 青山音楽記念館バロックザール

5月15日 15:00 劉薇vn＆ダニエル・フォルローpデュオ・コンサート

二

vn,pf

ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第2番、モンティ：チャールダーシュ、ヤナーチェク：ヴァイオリン・ソナタ 他

14 青山音楽記念館バロックザール

5月21日

二

va,pf

J・S・バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ、クラーク：ヴィオラ・ソナタ、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第2番 他

15 青山音楽記念館バロックザール

5月22日 14:30 ensemble Mona

高山真実cl 石川詢子fg 松田みゆきp

三

cl,fg,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番《街の歌》、ドビュッシー：クラリネットのための狂詩曲第１番、グリンカ：悲愴三重奏曲 他

16 青山音楽記念館バロックザール

5月29日 15:00 室内楽の愉しみ《デュオとトリオの午後》

谷口朋子vn 元井あづさvc 市川和子p

二、三

vn,vc,pf

ヘンデル（ハルヴォルセン編）：ヴァイオリンとチェロのためのパッサカリア、ハイドン：ピアノ三重奏曲第25番、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番《大公》

萩原合歓vn 萩原吉樹p

二

vn,pf

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第１番、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

上田英治g 上田ちよg 藤井由美p

三

g2,pf

ハイドン：交響曲第104番《ロンドン》より第１楽章、藤井敬吾：委嘱作品（新作初演）、カステルヌーヴォ＝テデスコ：2つのギターのための協奏曲 他

二

fl,pf

イベール：物語、タクタキシヴィリ：フルート・ソナタ、フランク：ヴァイオリン・ソナタ（フルート版） 他

17 青山音楽記念館バロックザール

田村安祐美vn 金子鈴太郎vc

曲目不詳
バロックvn,ヴァージナル 《ディヴィジョン・ヴァイオリン》より「グリーンスリーヴズ変奏曲」、ブル：ラムリー卿のパヴァーヌとガリアルド、ロック：組曲 他

18:00 山本由美子va＆ブルース・フォークpデュオ・コンサート

6月3日 19:00 DUO RECITAL Vol.2

18 青山音楽記念館バロックザール

6月26日 14:00 デュオ・ウエダ ギター・リサイタル

19 青山音楽記念館バロックザール

9月11日 15:00 太田彩fl＆中島五輪江pデュオ・リサイタル

20 青山音楽記念館バロックザール

9月19日 15:00 竹間久枝マンドリン・リサイタル

平田昭浩p

二

mnd,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第35番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番（以上マンドリン版）、フンメル：マンドリン・ソナタ 他

21 青山音楽記念館バロックザール

9月23日 19:00 伊藤朱美子マリンバ・リサイタル

伊藤多美子mrb 村田真維恵mrb 山本毅(mrb、per)

二

mrb4

シュワントナー：ヴェロシティーズ（常動曲）、斉木由美：委嘱作品、J・S・バッハ：組曲BWV995 他

22 青山音楽記念館バロックザール

9月24日 18:00 小川慧巳ファゴット・リサイタル

松田みゆきp

二

fg,pf

デュティユー：サラバンドとコルテージュ、サン＝サーンス：ファゴット・ソナタ、ウェーバー：アンダンテとハンガリー風のロンド 他

23 青山音楽記念館バロックザール

10月8日 16:00 渡邉信一郎ヴィオラ・リサイタル

山口研生ｐ

二

va,pf

レーガー：無伴奏ヴィオラ組曲第2番、リゲティ：ヴィオラ・ソナタ、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第１番、武満徹：鳥が道に降りてきた 他

24 青山音楽記念館バロックザール

11月3日 18:00 五味敬子チェロ・リサイタル

牧村英理子p

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第１番、ショパン：チェロ・ソナタ、黛敏郎：文楽、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ

25 青山音楽記念館バロックザール

11月13日 14:00 今井亨フルート・リサイタル

岩城かおりｐ

二

fl,pf

Ｃ・Ｐ・E・バッハ：ハンブルガー・ソナタ、デュティユー：ソナチネ、宮川慎一郎：死に逝く者への最初のうた、フランク：ソナタ 他

26 青山音楽記念館バロックザール

11月20日 15:00 小久見佳代フルート・リサイタル

石路千夏ｐ

二

fl,pf

ルクレール：フルート・ソナタ第１番、ムーケ：組曲《パンの笛》、ヴィドール：組曲、ドップラー：ハンガリー田園幻想曲 他

27 青山音楽記念館バロックザール

11月24日 19:00 浅野未麗p＆ウィリアム・プルンクルｖｃジョイント・リサイタル

二

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第2番、モーツァルト：ピアノ・ソナタ第9番、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番

28 青山音楽記念館バロックザール

11月26日 18:00 水野雅子ピアノ室内楽の夕べ

コチアン弦楽四重奏団（パヴェル・ヒューラー ミロシュ・チェルニー ズビニク・パドレーク ヴァーツラフ・ベルナシェク）

四、五

vn2,va,vc,pf

ベートーヴェン：ピアノ四重奏曲第3番、スメタナ：弦楽四重奏曲第2番、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲op81

29 青山音楽記念館バロックザール

11月27日 14:00 前田志乃ヴァイオリン・リサイタル

安芸疆子ｐ

二

vn,pf

テレマン：無伴奏ヴァイオリンのための１2の幻想曲より第１番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

30 青山音楽記念館バロックザール

12月22日 19:00 永ノ尾文江ヴァイオリン・リサイタル

松川文子p

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番、クライスラー：愛の喜び／愛の悲しみ 他

31 青山音楽記念館バロックザール

12月23日 14:00 萩原尚子ヴァイオリン・リサイタル

マリア・ゲノヴァp

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番、サラサーテ：バスク奇想曲 他

32 青山ハープ大阪ショールーム

4月16日 17:30 ハープ・プロジェクト21第5回《ハープ音楽の宝庫オランダに光をあてて》

細川順三 井上久美子 梅津三知代 早川りさこ

四

hp4

フロートハユス：オルフェウスの墓、ファン・デルテン：即興曲、バディングス：バラード、アンドリーセン：間奏曲 他

33 秋篠音楽堂

2月 5日 15:00 秋篠ユング・ムジカ ジョイント・リサイタル

松井道子vn 山本敦子mrb 他

二

34 秋篠音楽堂

4月15日 19:00 ニコライ・イェーガーfl＆高栄香代子p《航路》

35 秋篠音楽堂

7月 8日 19:00 オリヴィエ・シャルリエ ヴァイオリン・コンサート

36 秋篠音楽堂

イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番《バラード》、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第3番、クレストン：コンチェルティーノ、安倍圭子：桜の幻影 他

二

fl,pf

増永憲行p

二・外

vn,pf

モーツァルト：ピアノ・ソナタ第１5番、ドヴォルザーク：ソナチネ、マルティノン：ソナチネ第5番、フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番

9月30日 19:00 ヤナーチェク弦楽四重奏団

ミローシュ・ヴァチェック ヴァテスラフ・ザヴァディリク ラディスラフ・キセラーク ブレティスラフ・ヴィビラル 藤井久美子p

四、五・外

vn2,va,vc,pf

ブラームス：ピアノ五重奏曲、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１2番《アメリカ》、スメタナ：弦楽四重奏曲第１番《わが生涯より》

37 秋篠音楽堂

11月3日 13:30 アテフ・ハリム ヴァイオリン・リサイタル

古川知子p 森明美（司会）

二・外

vn,pf

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、エルガー：愛の挨拶、ラフマニノフ：ヴォカリーズ、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番 他

38 秋篠音楽堂

11月11日 19:00 風の音楽～3本のリコーダーとヴィオラ・ダ・ガンバ、オルガンによるバロック音楽の調べ

中村洋彦 弥永寿子 白木絵美（以上bfl） 坂本利文gmb 高田富美org

五

bfl3,gmb,org

パーセル：シャコンヌ、フレスコバルディ：アリア《ラ・フレスコバルダ》、サンマルティーニ：ソナタ第6番ニ短調 他

39 秋篠音楽堂

12月10日 15:00 ゲヴァントハウス弦楽四重奏団

フランク＝ミヒャエル・エルベン コンラート・ズスケ フォルカー・メッツ ユルンヤーコブ・ティム 日西麻紀p

四、五・外

vn2,va,vc,pf

モーツァルト：弦楽四重奏曲第１9番《不協和音》、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１１番《セリオーソ》、シューマン：ピアノ五重奏曲

40 赤穂市文化会館ハーモニーホール

2月18日 18:30 樫本大進ヴァイオリン・リサイタル

樫本大進 イタマール・ゴラン

二

vn,pf

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第2番、ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番《春》、バルトーク：狂詩曲第１番、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

アルバート・ロト

二

vc,pf

クジェーク：無伴奏チェロ組曲、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番、ブラームス（サルター編）：歌曲より「野にひとりいて」、ショスタコーヴィチ：チェロ･ソナタ 他

河野文昭vc 林裕vc 浅井順子Ｓ 山本紘子vn 出垣奈生子vn 山口博明p 他

アラカルト

41 いかるがホール（小）
42 いかるがホール（小）
43 池田市民文化会館アゼリアホール

3月4日 19:00 水谷川優子チェロ・リサイタル
6月11日 16:00 斑鳩の里音楽会《ヴァイオリンの俊才とチェロ・アンサンブル》
5月8日 14:00 足立さつきＳ＆赤坂達三cl＆斎藤雅広pのスーパートリオ チャリティ・コンサート

44 池田市立青年の家多目的ホール

7月16日 14:00 バロック音楽～指揮してなるほどクラシック

45 イシハラホール

3月 5日 16:00 鷹見恵理子＆鷹見浩美ピアノ・デュオ・リサイタル

46 イシハラホール

4月20日 19:00 イシハラリリックアンサンブル演奏会

延原武春ob＆話 高田泰治cem＆p

プロコフィエフ：フルート・ソナタ、プーランク：フルート・ソナタ、ユー：ファンタジー、ヴィドール：組曲 他

ヴィラ＝ロボス：ブラジル風のバッハ第5番、クレンゲル：讃歌、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

三

cl,pf,vo

サン＝サーンス：オーボエ・ソナタ、ファリャ：火祭りの踊り、ガーシュウィン：歌劇《ポーギーとベスより》メドレー、ディズニー映画名曲メドレー 他

二

ob,cem

テレマン：オ－ボエ・ソナタ、Ｊ・Ｓ・バッハ：オーボエ・ソナタ、プーランク：オーボエ・ソナタ

ピアノデュオ

pf2

漆原啓子vn 漆原朝子vn 藤森亮一vc 他

アラカルト

モーツァルト：ロンドＫ511、ショパン：バラード第１番/ノクターン第20番、プーランク：《仮面舞踏会》の終曲によるカプリッチョ 他
Ｊ・Ｓ・バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲ＢＷＶ1043、ハイドン：チェロ協奏曲第１番、シューベルト：弦楽五重奏曲、メンデルスゾーン：弦楽のための交響曲第１０番

47 イシハラホール

5月14日 15:00 堤剛ｖｃ＆高橋悠治cemデュオ・リサイタル

二

vc,cem

Ｊ・Ｓ・バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第１～3番/無伴奏チェロ組曲第2番/フランス組曲第１番

48 イシハラホール

5月23日 19:00 ヴィオラ・スペース2005大阪《コンサート》

今井信子 川本嘉子 店村眞積（va) 小栗まち絵vn

二

vn,va3

J・S・バッハ：無伴奏チェロ組曲第3番、マルティヌー：3つのマドリガル、ヒンデミット：無伴奏ヴィオラソナタop25-1 他

49 イシハラホール

5月31日 19:00 アルバン・ベルク四重奏団

ギュンター・ピヒラー ゲルハルト・シュルツ トマス・カクシュカ ヴァレンティン・エルベン

四・外

vn2,va,vc

シューベルト：弦楽四重奏曲第１2番《四重奏断章》/同第１4番《死と乙女》、ベルク：抒情組曲

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第5番、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番

50 イシハラホール

6月5日 15:00 池川章子vn＆谷口敦子pデュオ・リサイタル

51 イシハラホール

7月24日 18:00 篠崎史紀vnと仲間たち

白井篤vn 佐々木亮va 桑田歩vc 西山真二cb 他

アラカルト

52 イシハラホール

11月8日 19:00 第１6回室内楽の夕べ

玉井菜摘vn 河野文昭vc 湊谷亜由美 森下雅子 遠藤玲子（以上ｐ）

三

vn,vc,pf3

ラヴェル：ピアノ三重奏曲、ラロ：ピアノ三重奏曲第3番、フォーレ：ピアノ三重奏曲

53 イシハラホール

11月30日 19:00 高本一郎（ルネサンスｇ・バロックｇ・19世紀ｇ）リサイタル

小林道夫（フォルテｐ）

二

g,pf

ル・ロワ：ギター曲集第１巻より、サンス：フォリア、ベートーヴェン（カルッリ編）：《魔笛》の主題による10の変奏曲

54 イシハラホール

12月2日 19:00 稲垣琢磨vn・va＆稲垣美奈子vnデュオ・リサイタル9

芝令子p

二、三

vn2,va,pf

サラサーテ：ナバーラ、ヴィラ＝ロボス：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲、フックス：ヴァイオリン、ヴィオラとピアノのための三重奏曲 他

55 泉佐野市立文化会館泉の森ホール（小）

2月27日 14:00 木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル

小森谷裕子ｐ

二

vn,pf

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、エルンスト：ロッシーニの《オテロ》のアリアによる幻想曲 他

56 泉佐野市立文化会館泉の森ホール（小） 6月24日 18:30 第2回いずみのくに音楽祭（かとうかなこアコーディオン・コンサート）

笹子重治g 大森ヒデノリvn

三

アコーディオン,vn,g

曲目不詳

57 いずみホール

工藤絢子fl 増永淑子 大村幸子 久下真理（以上p)

四、五

vn2,va,vc,fl,pf

モーツァルト：フルート四重奏曲/ピアノ協奏曲第12番（ピアノ五重奏版）、シューマン：ピアノ五重奏曲、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲op.81

吉田恭子vn 三舩優子p

1月22日 18:45 室内楽の夕べ＝ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団を迎えて

モーツァルト：歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より「恋人よ、さあこの薬で」、Ｊ・シュトラウスⅡ世：ワルツ《春の声》/《酒・女・歌》（ベルク編） 他

二

vn,pf

ショパン：幻想即興曲、リスト：ラ・カンパネッラ、クライスラー：愛の喜び/愛の悲しみ 他

59 いずみホール

2月15日 19:00 第34回エクソンモービル音楽賞受賞記念《小栗まち絵ヴァイオリン・リサイタル》 小栗まち絵 上田晴子

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第36番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第5番、ラヴェル：ツィガーヌ 他

60 いずみホール

2月20日 14:00 河合隼雄（講演＆fl）＆佐々木真fl《響き合う音と心》

二～五

ｖｃ、ｆｌ2、ｐｆ2

ウェーバー：フルート、チェロとピアノのための三重奏曲、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番（フルート版）、七瀬あゆこ：2つのフルート、チェロとピアノのための組曲《巡礼》（委嘱作品）

58 いずみホール

2月4日 19:00 住友生命全国縦断チャリティ・コンサート

水谷川優子vc 河野美砂子p 七瀬あゆこp

61 いずみホール

2月28日 19:00 ハーゲン弦楽四重奏団with宮本文昭ob

62 いずみホール

3月20日 15:00 桐朋学園大学音楽部第39回新人演奏会～関西出身卒業生による

橋本響子p 岡田真季p ビルマン良久光vn 藤井優香p 他

二

63 いずみホール

3月21日 17:00 ジョイント・コンサート・シリーズ2００5《春風》１

榎本多美子＆久永三重栄子（pデュオ） 鹿野なりさp 小谷朋子p 喜多牧子Ｓ

二

64 いずみホール

3月26日 18:30 ジョイント・コンサート・シリーズ2００5《春風》2

尾崎江利子＆美谷洋子（pデュオ） 相賀友紀子p 櫻井孝子Ｓ 他

二

児嶋一江p 玉井菜採vn 竹内晴夫va 向山佳絵子vc

二～五

朝野裕子Ｓ 石井美帆子fl 入澤恵理p 片川真美ｐ 他

二

藤田知子p

五

65 いずみホール

4月4日 19:00 奥田一夫デビュー30周年記念コントラバス・リサイタル

66 いずみホール

4月16日 14:00 アカデミー・コンサート～学習会ヨーロッパ音楽研修参加者による

67 いずみホール

4月29日 13:45 室内楽の愉しみ～ドヴォルザーク弦楽四重奏団を迎えて

68 いずみホール

5月7日 19:00 ザ・リアル・ブラス第１回定期演奏会

69 いずみホール

5月23日 10:00

70 いずみホール
71 いずみホール

四・外

秋月孝之 高木宏之 横田健徳（ｔｐ） 五味渕友敬hrn 中西順hrn 岡本哲tb 野口伸広tb 潮見裕章tub 八

vn2,va,vc,ob

ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第１2番《アメリカ》、モーツァルト：オーボエ四重奏曲、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１6番
リスト：バラード第2番、シューマン：幻想曲、ヴィエニャフスキ：グノーの《ファウスト》の主題による幻想曲 バルトーク：ピアノ・ソナタ 他

pf4,vo

ラフマニノフ：2台のピアノのための組曲第2番、ショパン：ポロネーズ第6番《英雄》、フランク：前奏曲、コラールとフーガ 他
ラフマニノフ：2台のピアノのための組曲第2番/楽興の時、プッチーニ：歌劇《ボエーム》より「私の名はミミ」 他

vn,va,vc,cb,pf

ホフマイスター：コントラバス四重奏曲第2番、ボッテジーニ：グランド・デュオ・コンチェルタント、ロッシーニ：チェロとコントラバスのための二重奏曲他
プッチーニ：歌劇《トスカ》より「歌に生き、恋に生き」、アンデルセン：コンツェルトシュテュック、デュティユー：ピアノ・ソナタより、シューベルト：ピアノ・ソナタ第2番他

vn2,va,vc,pf

ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲第2番 他

tp3,hrn2,tb2,tub

ユーバー：コンサート・ファンファーレ、シベリウス：小組曲、グリーグ：《ペール・ギュント》組曲 他

予選を通過した各部門上位4グループ

四、五

5月24日 11:00 第5回大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ《本選＆表彰式》

本選通過8グループ

アラカルト

自由曲

5月25日 14:00 第5回大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ記念演奏会

各部門１位＆フェスタ メニューイン金賞受賞グループ、2～3位グループ

アラカルト

自由曲

シギスヴァウト・クイケンvn バルハルト・クイケンfl ヴィーラント・クイケンgmb 寺神戸亮vn マルレーン・ティールスva ロベール・コーネンvc

第5回大阪国際室内楽コンクール第１部門（弦楽四重奏）＆第二部門（木管アンサンブル）本線

vn2,va,vc,fl,gmb

J・S・バッハ：管弦楽組曲第2番、シュメルツァー：弦楽のための哀歌、コレルリ：合奏協奏曲第4・１０番、ヴィヴァルディ：フルート協奏曲第2番《夜》他

二

fl,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：フルートと通奏低音のためのソナタＢＷＶ1035、タファネル：魔弾の射手による幻想曲、ダマーズ：ラプソディ、ヴェグマン：ダイアログ他

三・外

72 いずみホール

5月27日 19:00 クイケン・アンサンブル

73 いずみホール

6月23日 11:00 ランチタイム・コンサート52《チンドン屋からモーツァルトまで。クラリネットの百面相》 小川哲生cl 田淵幸三p 北浦洋子vn 島戸祐子vn 他

アラカルト

74 いずみホール

6月24日 19:00 宇田有美子フルート・リサイタル

75 いずみホール

6月28日 19:00 ウェルナー・ヒンクvn＆フリッツ・ドレシャルvc＆後藤泉pピアノ・トリオ

鈴木華重子p

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１5番、三善晃：弦楽四重奏曲第3番《黒の星座》、イベール：3つの小品（木管五重奏）以上課題曲 他

六・外

Ａ・シュライナー：インマー・クライナー、Ｌ・ヴァイナー：ハンガリー舞曲、グノー：アヴェ・マリア、モーツァルト：クラリネット五重奏曲 他

vn,vc,pf

ハイドン：ピアノ三重奏曲第１8（32）番、モーツァルト：ピアノ三重奏曲第5番、シューベルト：ノットゥルノ、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第１番

76 いずみホール

7月3日 13:45 ピアノ・トリオの愉しみ～ワルシャワ・フィルコンサートマスターとの共演による 有富和歌子 津田由希子 池澤知子（以上ｐ） ピオトル・ツェギエルスキーvn カジミール・コシュラーチュvc 三

vn,vc,pf3

ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第4番《ドゥムキー》、フォーレ：ピアノ三重奏曲、アレンスキー：ピアノ三重奏曲第１番 他

77 いずみホール

7月7日 19:00 ピアノ・トリオの愉しみ～ワルシャワ・フィルコンサートマスターとの共演による 南依里 安藤真理 久下真理（以上p） ピオトル・ツェギエルスキーvn カジミール・コシュラーチュvc

三

vn,vc,pf3

アレンスキー：ピアノ三重奏曲第１番、ドビュッシー：ピアノ三重奏曲、ショーソン：ピアノ三重奏曲

ピアノデュオ

pf2

ラヴェル：ラ・ヴァルス、尾高尚忠：カプリッチョ《みだれ》、ピアソラ（松本昌敏編）：アディオス・ノニーノ、インファンテ：《アンダルシア舞曲》より「感傷的に」他

78 いずみホール

7月22日 19:00 松本昌敏＆小笠原順子ピアノ・デュオ・リサイタル

79 いずみホール

8月21日 17:00 サマーミュージックフェスティバル大阪2００5《第１夜》

80 いずみホール

8月23日 18:00 村越伸子ヴァイオリン・リサイタル

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、シマノフスキ：神話、ヴィエニャフスキ：モスクワの思い出他

81 いずみホール

8月24日 19:00 稲本耕一cl＆響p・渡clファミリー・アンサンブル

三

cl2,pf

プッチーニ：歌劇《ジャンニ・スキッキ》より「私のお父さん」、杉山長谷夫：出船 他

82 いずみホール

8月26日 18:30 サマーミュージックフェスティバル大阪2００5《第2夜》

畑儀文T 阿部裕之p 久合田緑vn 種谷睦子mrb 増井一友g 他

アラカルト

シューベルト：ピアノ・ソナタ第１3番、クライスラー：中国の太鼓、ショパン：舟歌 他

83 いずみホール

8月27日 14:00 サマーミュージックフェスティバル大阪2００5《第3夜》

門屋菊子S 田原祥一郎T 高橋成典fl 宿谷苑生vn 奥村智美p 他

アラカルト

武満徹：《うた》より、クルティス：忘れな草、J・S・バッハ：フルート・ソナタ、ドビュッシー：前奏曲第１巻より 他

84 いずみホール

8月28日 17:00 サマーミュージックフェスティバル大阪2００5《第4夜》

笹村直子ｐ 笠原咸子＆笠原純子（ｐデュオ） 日比浩一vn 中島悦子va 他

アラカルト

85 いずみホール

9月22日 19:00 小林苳子ヴァイオリン・リサイタル

森正p

二

vn,pf

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《見捨てられたディド》、レスピーギ：ヴァイオリン・ソナタ、フランク：ヴァイオリン・ソナタ 他

86 いずみホール

9月27日 19:00 中務晴之フルート・リサイタル

阿部裕之p

二

fl,pf

タファネル：幻想曲《ジャン・デ・ニベレ》、カゼッラ：シシリエンヌとブルレスク、フランセ：ディヴェルティメント、アンデルセン：コンツェルトシュテュック 他

87 いずみホール

10月8日 18:30 グルッポ・マンドリナータ・ミドリ大阪演奏会

アラカルト

88 いずみホール

10月22日 16:00 パスカル・ロジェp＆小林美恵vn＆長谷川陽子vcピアノ・トリオ

三

89 いずみホール

10月29日 18:00 室内楽特集～古典から現代まで）

90 いずみホール

10月31日 19:00 大阪音楽大学第2回ザ・ローレル・コンサート～2004年度音楽学部優秀賞受賞記念演奏会 藤原未佳子Ｓ 井上綾乃p 野島玲菜sax

二

91 いずみホール

11月5日 14:00 水谷川優子チェロ・リサイタル

アルバート・ロトｐ

二

大江浩志fl 内田奈織hp 平井満美子S 佐野健二lut 青山秀直cl 他

水原琢秀cl 松永みどり弦楽四重奏団 池田洋子p 稲庭達vn 林裕vc 他

アラカルト

ダマーズ：アーリーモーニング変奏曲、イギリスのフォークソング（グリーン・スリーヴズ/スカボロ・フェア他）、サティ：ジュ・トゥ・ヴ他

ミヨー：世界の創造、ピエルネ：自由な変奏とフィナーレ、サン＝サーンス：組曲《動物の謝肉祭》

ドビュッシー：小組曲、二橋潤一：マンドリンオーケストラのための《妖精組曲》/残像、ボッシ：四重奏曲 他

vn,vc,pf

三～五

ショパン：チェロ・ソナタ/ノクターン第１3番/ワルツ第6番/練習曲第１2番/ピアノ三重奏曲
モーツァルト：クラリネット五重奏曲、マルティヌー：四重奏曲、ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲第2番、ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第4番《ドゥムキー》
ロッシーニ：《ヴェネツィアの競艇》より、ショパン：ピアノ・ソナタ第3番、イベール：アルト・サクソフォーンと11の楽器のための室内小協奏曲 他

vc,pf

ブラームス：チェロ・ソナタ第１番/4つの厳粛な歌より第2・3番、ラフマニノフ：チェロソナタ/ヴォカリーズ（編曲）他

92 いずみホール

11月7日 19:00 神戸女学院大学音楽部同窓会～クラブファンタジーの夕べ

小林かずみp 久保明子cl 高濱由衣mrb 浅井順子Ｓ 他

二

93 いずみホール

11月8日 19:00 パリの煌き、再び

ジャン＝ミッシェル・ダマーズｐ 清水信貴fl ポール・フリードfl

ニ、三・外

fl2,pf

フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番（フルート版）、ダマーズ：ソナタ・アン・コンセール/2本のフルートのダイアローグ/2本のフルートとピアノのためのトリオ他

リスト：スペイン狂詩曲、コープランド：クラリネット協奏曲、黛敏郎：木琴小協奏曲 他

94 いずみホール

11月24日 19:00 ベネヴィッツ・クヮルテット

イジー・ネメチェック シュチェパン・イェジェック イジー・ピンカス シュチェパン・ドレジャール

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト：弦楽四重奏曲第7番、ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第2番《ないしょの手紙》、シューベルト：弦楽四重奏曲第１4番《死と乙女》

95 いずみホール

11月28日 19:00 福井亜貴子ピアノ・アンサンブル・シリーズVol.3

コチアン弦楽四重奏団（パヴェル・ヒューラー ミロシュ・チェルニー ズビニク・パドレーク ヴァーツラフ・ベルナシェク）

四、五

vn2,va,vc,pf

モーツァルト：ピアノ四重奏曲第１番、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１2番《アメリカ》/ピアノ五重奏曲op81

96 いずみホール

11月29日 19:00 ウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏団

マイケル・スナイマン スティーヴン・モーラー フランツ・バイヤー ティル・シェスラー 佐々木しのぶ 音川紘一（p)

四、五・外

vn2,va,vc,pf2

ハイドン：弦楽四重奏曲第78番《日の出》、シューマン：ピアノ五重奏曲、ブラームス：ピアノ五重奏曲

97 いずみホール

12月5日 11:30 ランチタイム・コンサート54《トロンボーンの魅力》

ハイブリッド・トロンボーン四重奏団 日下部吉彦（話）

四

tb4

ハイドン：オラトリオ《天地創造》より、ボザ：3つの小品、プッチーニ：歌劇《ジャンニ・スキッキ》より「私のお父さん」 他

98 伊丹アイフォニックホール

5月13日 19:00 西本淳＆鈴木恵美サクソフォーン・ジョイント・コンサート

林典子p

三

sax2,pf

ヒンデミット：演奏会用小品、イベール：2つの間奏曲、フォーレ：ピアノ三重奏曲（編曲） 他

99 伊丹アイフォニックホール

10月31日 19:00 偉大な芸術家の生涯part12

小林道夫p 松田淳一vn 納庄麻里子vn 植田延江va 後藤敏子vc

五

vn2,va,vc,pf

アレンスキー：ピアノ三重奏曲第１番、ラヴェル：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ、ブルッフ：ピアノ五重奏曲

100 伊丹市立文化会館いたみホール（中）

4月3日 14:00 弦楽二重奏と三重奏の愉しみ

松田淳一vn 三輪長雄va 後藤敏子vc 網干穀（話）

二、三

vn,va,vc,

モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第１番、ベートーヴェン：弦楽三重奏のためのセレナード他

101 大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

2月8日 19:00 第38回大阪音楽大学同窓会幸楽会コンサート第１夜《モーツァルトの夕べ》

八軒康浩vn 吉海めぐみva 米田依未vc 松村則子p 納谷知佐 福住恭子 谷浩一郎（以上声楽） 阪本朋子p 他 アラカルト

モーツァルト：セレナード第１3番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》/ピアノ四重奏曲第１番/歌劇《コシ・ファン・トゥッテ》より抜粋

102 大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

6月15日 19:00 第１2回推薦コンサート《晩年ブラームスの奇跡》

上田浩子cl 金子鈴太郎vc 木村直美p

三

cl,vc,pf

ブラームス：4つの厳粛な歌より クラリネット・ソナタ第１・2番 クラリネット三重奏曲

103 大阪倶楽部4階ホール

6月25日 15:00 レトロ・モダンで音楽を！～大正名建築大阪倶楽部で室内楽を楽しもう

岩渕晴子vn 多田素子va 太田道宏vc

三

vn,va,vc

モーツァルト：ディヴェルティメントＫ563、コダーイ：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ、シューベルト：弦楽三重奏曲第１番

104 大阪倶楽部4階ホール

7月14日 19:00 森下誓子vn＆谷川奈巳pデュオ・リサイタル

二

vn,pf

シュニーダー：ソナチネ・エキゾチック（日本初演）、フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

105 大阪倶楽部4階ホール

7月29日 18:30 モーツァルト室内管弦楽団サロン・コンサート《クライネ・モーツァルト第7１回例会》 指揮-門良一 阿部裕之p モーツァルト弦楽五重奏団

アラカルト

モーツァルト：ディヴェルティメントＫ138/ヴァイオリン・ソナタ第28番/ピアノ四重奏曲第１番/ピアノ協奏曲第26番《戴冠式》（室内楽版）

106 大阪狭山市文化会館ＳＡＹＡＫＡホール 12月14日 19:00 レオニド・コルキン トランペット・コンサート

ウラジミル・パラモノフｐ

二・外

tp,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、シューベルト：アヴェ・マリア、見上げてごらん夜の星を/クリスマス・メドレー 他

107 大阪市中央公会堂

ディエゴ・アマドールb ベルナルト・パリージャvn ルキ・ロサーダper

五・外

g2,b,vn,per

ファリャ：讃歌《ドビュッシーの墓のために》、ロドリーゴ：ヘレスの地で、トマティート：アグアドゥルセ 他

ホセ・デ・ルシアb ロベルト・ボスメディアーノper

四・外

g2,b,per

ファリャ：バレエ《三角帽子》組曲より「近所の人たちの踊り」「粉屋の踊り」 はかなき人生/シルベリオの序曲 他

108 大阪市中央公会堂

9月5日 19:00 ペペ・ロメロg＆トマティートgジョイント・コンサート
9月23日 19:00 ホセ・マリア・ガジャルドg＆フアン・マヌエル・カニサーレスｇ

109 大阪市立阿倍野区民センター（小）

5月8日 14:00 深新会関西第１6回作曲作品展

上田希cl 笹川英哉tp 曽我部清典hrn 辺見康孝vn 多井智紀vc他

アラカルト

110 大阪市立阿倍野区民センター（小）

6月5日 14:30 歌う？なにわトリオ

吉山輝p 木野雅之vn 長明康郎vc 池上英樹mrb

三

vn,vc,pf,mrb

池上敏、大給鮎美、大慈弥恵麻、熊谷美紀、小西円子、菅篤子、吉澤ゆかりの作品
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番《街の歌》、シューベルト（青山昌弘編）：ます/魔王、あんたがたどこさ、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番

111 大阪府立文化情報センターさいかくホール

1月7日 19:00 クヮルテットのたのしみNO.124

松永みどり弦楽四重奏団（松永みどりVｎ 本多智子Vｎ 山村茂Va 白石将Vc）

四

vn2,va,vc

曲目不詳

112 大阪府立文化情報センターさいかくホール 11月18日 19:00 クヮルテットのたのしみNO.129

松永みどり弦楽四重奏団

四

vn2,va,vc

曲目不詳

113 貝塚市民文化会館コスモスシアター（中） 4月26日 19:00 フェルメール・クヮルテット

シュミュエル・アシュケナージ マティアス・タッケ リチャード・ヤング マーク・ジョンソン

四・外

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第78番《日の出》、ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第2番《ないしょの手紙》、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第7番《ラズモフスキー第１番》

114 貝塚市民文化会館コスモスシアター（中） 7月23日 17:00 いずみのくに音楽祭《千住真理子ヴァイオリン・リサイタル》

藤井一興p

二

vn,pf

メンデルスゾーン：歌の翼に、エルガー：愛の挨拶、シューベルト：アヴェ・マリア 他

115 学園前ホール

五十嵐由紀子vn 海田仁美vn 植田延江va 斎藤建寛vc 山田剛史p

五

vn2,va,vc,p

モーツァルト：セレナード第１3番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》、ドビュッシー：ベルガマスク組曲より「月の光」、サン＝サーンス：ピアノ三重奏曲第１番他

vc,pf

ショパン：幻想曲op49/チェロ・ソナタ、J・S・バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番、黛敏郎：BUNRAKU、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第１番

6月18日 14:00 ならチェンバーアンサンブル第69回定期演奏会

116 学園前ホール

8月19日 19:00 西谷牧人vc＆鳥羽亜矢子pデュオ・コンサート

二

117 学園前ホール

10月26日 19:00 長岡京室内アンサンブル第16回コンサート

アラカルト

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲op3-6/チェロ協奏曲ＲＶ406、グリーグ：ホルベルク組曲、三枝成彰：チェロのためのレクイエム 他

小森谷裕子ｐ

二

vn,pf

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、ストラヴィンスキー：ディヴェルティメント、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

119 加古川ウェルネスパークアラベスクホール 11月19日 14:30 スローカー・トロンボーン四重奏団

ブラニミール・スローカー ジョルジュ・ジヴィチャーン ヴァシル・クリストフ アルミン・バッハマン

四・外

tb4

Ｊ・Ｓ・バッハ：フーガＢＷＶ578《小フーガ》、ヘンデル：《王宮の花火の音楽》より、モーツァルト：歌劇《魔笛》序曲 他

120 加古川ウェルネスパークアラベスクホール 12月18日 14:30 庄司紗矢香ヴァイオリン・リサイタル

イタマール・ゴランｐ

二

vn,pf

シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第１番、ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン・ソナタ、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

118 加古川ウェルネスパークアラベスクホール

3月6日 15:00 木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル

121 上賀茂神社

田淵あきら（司会）

アラカルト・外

122 かやぶき音楽堂

6月4日 11:00 ザイラーピアノデュオ連続演奏会

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

pf2

サン＝サーンス：ブルターニュの古謡による3つの狂詩曲、シューマン：交響曲第１番《春》より、ウェーバー：舞踏への勧誘、モシュコフスキ：ポロネーズ 他

123 かやぶき音楽堂

6月4日 15:00 ザイラーピアノデュオ連続演奏会

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

pf2

サン＝サーンス：ブルターニュの古謡による3つの狂詩曲、シューマン：交響曲第１番《春》より、ウェーバー：舞踏への勧誘、モシュコフスキ：ポロネーズ 他

124 かやぶき音楽堂

6月5日 11:00 ザイラーピアノデュオ連続演奏会

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

pf2

サン＝サーンス：ブルターニュの古謡による3つの狂詩曲、シューマン：交響曲第１番《春》より、ウェーバー：舞踏への勧誘、モシュコフスキ：ポロネーズ 他

125 かやぶき音楽堂

6月5日 15:00 ザイラーピアノデュオ連続演奏会

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

pf2

サン＝サーンス：ブルターニュの古謡による3つの狂詩曲、シューマン：交響曲第１番《春》より、ウェーバー：舞踏への勧誘、モシュコフスキ：ポロネーズ 他

126 かやぶき音楽堂

10月1日 11:00 ザイラーピアノデュオ連続演奏会

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

pf2

シューマン：交響曲第１番《春》、ドヴォルザーク：《伝説》より 他

127 かやぶき音楽堂

10月2日 11:00 ザイラーピアノデュオ連続演奏会

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

pf2

シューマン：交響曲第１番《春》、ドヴォルザーク：《伝説》より 他

128 川西市文化会館みつなかホール

12月11日 14:00 吉野直子＆マリー＝ピエール・ラングラメ ハープ・デュオ

二

hp2

ラヴェル（チャループカ編）：クープランの墓、ファリャ（チャループカ編）：4つのスペイン風小品より「クバーナ」、アルベニス（カンバーン編）：スペインの歌より「コルドバ」他

129 岸和田市立浪切ホール（小）

6月25日 19:00 第2回いずみのくに音楽祭《室内楽の愉しみ～チェンバー・マスタープレイヤーズ》 中島慎子vn 田中晶子vn 梅津美葉va 高橋純子vc 鈴木謙一郎p

130 京都芸術劇場春秋座

10月8日 17:30 京都観月の夕べコンサート《ザルツブルク・モーツァルト・アンサンブル》

6月4日 15:00 春秋座アンサンブル・シリーズ第１回《アンサンブルへようこそ》

上村昇vc 北島佳奈vn 梁洋子vn 中島悦子va 三谷彩佳va 福野桂子vc

モーツァルト：ディヴェルティメントＫ137/ホルン協奏曲第2番、ハイドン：弦楽四重奏曲第77番《皇帝》 他

五

vn2,va,vc,pf

ヴォルフ：イタリアのセレナード、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第１番、シューマン：ピアノ五重奏曲

六

vn2,va2,vc2

シューベルト：弦楽五重奏曲、ブラームス：弦楽六重奏曲第１番

131 京都芸術劇場春秋座

7月23日 18:00 春秋座アンサンブル・シリーズ第2回《ブラス・アンサンブルの愉しみ》

早坂宏明tp 菊本和昭tp 澤島秀昌hrn 岡本哲tb 武貞茂夫tub

五

tp2,hrn,tb,tub

シャイト：戦いの組曲、エワルド：金管五重奏曲第3番、Ｊ・Ｓ・バッハ：フーガ《小フーガ》、バーンスタイン：《ウェストサイド・ストーリー》より

132 京都芸術劇場春秋座

10月1日 15:00 春秋座アンサンブル・シリーズ《デュオの妙～新たな音が生まれる瞬間》

鈴木大介g 亀井良信cl

二

cl,g

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、カステルヌーヴォ＝デデスコ：ソナチネop205、ジナタリ：ブラジリアーナ第１3番、カーター：グラ 他

133 京都芸術劇場春秋座

11月26日 15:00 春秋座アンサンブル・シリーズ第4回《東と西、時代を超えてみると?》

鈴木俊哉bfl 中村仁美（篳篥） 通崎睦美mrb

アラカルト

bfl,篳篥,mrb

ソラージュ：煙をくゆらせる者たち、作者不詳（15世紀イタリア）：高尚な鷲、石井真木：飛天生動Ⅰ、佐々木冬彦：天国の扉へ 他

134 京都国際ホテルチャペル

11月25日 19:00 斎藤綾子vn＆ハン・ドリードンクスpデュオ・コンサート

二

vn,pf

135 京都国立博物館特別展示館中央ホール

2月27日 14:00 2台のチェンバロが奏でるバロックの饗宴

136 京都コンサートホール

5月17日 19:00 長岡京室内アンサンブル《生誕250年記念モーツァルト・ツィクルス6》

137 京都コンサートホール

8月29日 19:00 川井郁子ヴァイオリン・コンサート

遠山哲朗p フェビアン・レザ・パネp
アリアーネ・ヘーリングp

中野振一郎cem 高田泰治cem コレギウム・ムジクム・テレマン

アラカルト

アルビノーニ：ヴァイオリン・ソナタ第7番、ヘンデル：ヴァイオリン・ソナタ第3番、ヴェラチーニ：ヴァイオリン・ソナタ第2番、ドビュッシー：映像 他
Ｊ・Ｓ・バッハ：チェンバロ協奏曲第4番/2台のチェンバロのための協奏曲第１番、Ｃ・Ｐ・Ｅ・バッハ：チェンバロ協奏曲Ｗｑ29、クレプス：2台のチェンバロのための協奏曲他

アラカルト

モーツァルト：ディヴェルティメントK137/同Ｋ334/セレナード第１3番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》

二

vn,pf2

ヴィットリオ・モンティ：チャールダーシュ/アンヘル・ビジョルド：エル・チョクロ/フリッツ・クライスラー：前奏曲とアレグロ/アストル・ピアソラ：エスクアロ、リベルタンゴ 他

138 京都コンサートホール

9月21日 19:00 ベンヤミン・シュミット ヴァイオリン・リサイタル

二・外

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第4０番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、J・S・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 他

139 京都コンサートホール

10月2日 16:00 京都コンサートホール１０周年記念《ミュージック・フリー5～ヴァイオリンのひととき》 岩谷祐之vn 山口博明p

二

vn,pf

クライスラー：前奏曲とアレグロ/ウィーン奇想曲/中国の太鼓、ヴィエニャフスキ：スケルツォ・タランテラ、サン＝サーンス（イザイ編）：カプリース 他

140 京都コンサートホール

10月10日 16:00 京都観月の夕べコンサート《ザルツブルク・モーツァルト・アンサンブル》

ザビーネ・ジモンｐ

アラカルト・外

石動正和p 岡田英治vn

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン･ソナタ第34番、ラヴェル：組曲《マ・メール・ロワ》（ピアノ・ソロ版）、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

141 京都コンサートホール（小）

2月5日 15:00 スプリング・コンサート～ヴァイオリンとピアノの夕べ

モーツァルト：ディヴェルティメントＫ138/弦楽四重奏曲第2１番《プロシャ王》、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》

142 京都コンサートホール（小）

2月6日 14:00 レーヴ弦楽四重奏団

四

vn2,va,vc

モーツァルト：弦楽四重奏曲第１7番《狩り》、メンデルスゾーン：弦楽四重奏のための4つの小品より第１～3曲、ヴェーベルン：弦楽四重奏のための緩徐楽章、ブラームス：弦楽四重奏曲第１番

143 京都コンサートホール（小）

3月13日 14:00 姜建華二胡リサイタル

有森直樹p

二

二胡,pf

加古隆：絃歌幻想、喜多郎：シルクロード 他

144 京都コンサートホール（小）

5月28日 14:00 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

ダニエル・ベン・ピエナールp

二

vn,pf

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番、クライスラー：ウィーン奇想曲 他

145 京都コンサートホール（小）

5月28日 18:30 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

ダニエル・ベン・ピエナールp

二

vn,pf

クライスラー：前奏曲とアレグロ、パガニーニ：ラ・カンパネッラ、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 他

146 京都コンサートホール（小）

5月29日 14:00 石井啓一郎ヴァイオリン・リサイタル

石井啓一郎vn 石井啓子pf

二

vn,pf

プーランク：ヴァイオリン・ソナタ、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、外山雄三：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番 他

森夕希子p

三

vn2,pf

147 京都コンサートホール（小）

6月4日 15:00 田村安祐美＆田村安紗美ヴァイオリン・デュオ・リサイタル

148 京都コンサートホール（小）

6月14日 19:00 京都市交響楽団メンバーによるブラスアンサンブルの夕べ

149 京都コンサートホール（小）

6月18日 14:00 デュオ・アストル（gデュオ）

ガエル・チシェ フランシスコ・ベルリーニ

二・外

g2

150 京都コンサートホール（小）

6月24日 19:00 Basso Cantabile

石村隆行（リュート・モデルノ） 平田昭浩cb

二

リュート・モデルノ,cb ボッケリーニ：チェロ・ソナタ変ロ長調、ロッシーニ：チェロとコントラバスのための二重奏曲、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第6番 他

アラカルト

Ｊ・Ｓ・バッハ：《音楽の捧げ物》よりトリオ・ソナタ、ヴィエニャフスキ：エチュード・カプリース第2・4番、武満徹：揺れる鏡の夜明け 他
バード（ハワース編）：オックスフォード伯爵の行進曲、ロック：国王陛下のサックスバットとコルネットのための音楽、ヘンデル（アーチボルト編）：オラトリオ《ソロモン》より「シバの女王の入城」他

ソル：悲歌風幻想曲、Ｊ・Ｓ・バッハ（ブゾーニ、ストラケ編）：シャコンヌ、カステルヌーヴォ＝デデスコ：平均律ギター曲集より、イエペス：ロマンス《禁じられた遊び》 他

151 京都コンサートホール（小）

7月23日 18:00 堀正文vn＆迫昭嘉pデュオ・リサイタル《モーツァルト・ツィクルス7》

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第32・4０・42番/ロンドＫ373（p伴奏版）/幻想曲Ｋ475

152 京都コンサートホール（小）

11月17日 19:00 フリッツ・ドレシャルvc＆後藤泉pデュオ・リサイタル

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第5番、シューマン：アダージョとアレグロ、メンデルスゾーン：チェロ・ソナタ 他

153 京都コンサートホール（小）

11月18日 19:00 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル

二

vn,pf

山本正美：ねむの木の子守歌、中田喜直：夏の思い出、ポルムベスク：望郷のバラード 他

154 京都市アバンティホール

11月 8日

ピアノデュオ

pf2

エルガー：愛の挨拶、ショパン：ポロネーズ第6番《英雄》、リスト：ラ・カンパネッラ 他

155 京都市北文化会館

4月17日 19:00 ラ・ビッシュ・アンサンブル室内楽の夕べＶｏｌ．3

156 京都市呉竹文化センター

5月14日 14:00 みんなが知ってる名曲コンサート2《さわやかハープ》

157 京都市国際交流会館イベントホール

7月23日 19:00 近藤真理子p＆バリント・セーケイvnデュオ・リサイタル

158 京都市東部文化会館

11月20日 14:00 躍動！！やましなゆかりの音楽家たちVol.4

久能有希子Ｓ 吉田聖子cl 外池支帆子fl 山田聡美fl 北川しのぶvc 他

アラカルト

159 京都ドイツ文化センター

2月27日 13:00 マティアス・シュパリンガーを迎えて第１部

辺見康孝vn 大井浩明ｐ

吉武雅子ｐ

不 詳 中井恒仁＆武田美和子ピアノ・デュオ・リサイタル

四～八
内田奈織hp 須川展也sax

ハイドン：弦楽四重奏曲第74番《騎士》、ニールセン：かいなきセレナータ、マルティヌー：3つのマドリガル、フランセ：八重奏曲 他

二

sax,hp

ヘンデル：ハープ協奏曲より、ホルスト：組曲《惑星》より「木星」、ＢＩＧＩＮ：涙そうそう、ハープで奏でる童謡唱歌 他

二

vn,pf

ヴィターリ：シャコンヌ、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第4０番、バルトーク：ラプソディ第１番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番

二

vn,pf

マティアス・シュパリンガーによるレクチャー

vn,pf

シュパリンガー：エクステンション

プッチーニ：歌劇《トスカ》より「歌に生き、恋に生き」、アーノルド：ソナチネ、Ｊ・Ｓ・バッハ：トリオ、イ・スイン：前へ 他

160 京都ドイツ文化センター

2月27日 15:30 マティアス・シュパリンガーを迎えて第2部

辺見康孝vn 大井浩明ｐ

二

161 京都ドイツ文化センター

2月27日 18:00 マティアス･シュパリンガーを迎えて第3部

指揮-川島素晴 奥田律fl 川上佐和子ob 上田希cl 岡本真弓fg 他

アラカルト

シュパリンガー：アデュー・マモーレ/4つの小品/フオノフォビー/アウゲンブリック 他

162 京都府丹後文化会館

5月28日 18:30 アンサンブル・ウィーン

アラカルト・外

モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》序曲/「もう飛ぶまいぞこの蝶々」、シューベルト（ベック編）：１2のワルツ（高雅なワルツ）より、Ｊ・シュトラウスⅡ世：ワルツ《南国のバラ》他

vn2,va ,vc

163 京都府立府民ホールアルティ

1月13日 19:00 京都アルティ弦楽四重奏団第8回公演

豊島泰嗣vn 矢部達哉ｖｎ 川本嘉子va 上村昇vc

四

164 京都府立府民ホールアルティ

1月16日 15:00 長岡京室内アンサンブル

森悠子（音楽監督vn）

アラカルト

ヴォルフ：イタリア風セレナード、ロッシーニ：弦楽のためのソナタ第１番、チャイコフスキー：弦楽六重奏曲《フィレンツェの思い出》 他

165 京都府立府民ホールアルティ

1月19日 19:00 福原佐和子（筝・十七絃・二十絃・胡弓）リサイタル

塩見裕子vn 池村佳子vc

アラカルト

吉松隆：もゆらの五ツ、千秋次郎：風の里歌、三木稔：森よ 他

166 京都府立府民ホールアルティ

3月11日 19:00 小久見豊子フルート・リサイタル

中西和代vn 馬場和世p

二

167 京都府立府民ホールアルティ

4月1日 18:30 京都フランス音楽アカデミー《アンサンブル・スペシャル・コンサート2005》

クリスチャン・イヴァルディp フランソワ・ル・ルーBr オリヴィエ・ガルドンp レジス・パスキエvn 森悠子vn 他 アラカルト・外

168 京都府立府民ホールアルティ

4月8日 19:00 アンサンブル・ムージカ・リチェルカータ

アレッサンドロ・カルミニャーノＣ-Ｔ ミヒャエル・シュトゥーヴェ 山岡重治bfl 平尾雅子gmb セルジョ・ベルネッティtb

169 京都府立府民ホールアルティ
170 京都府立府民ホールアルティ

テレマン:幻想曲、マルティヌー：マドリガル・ソナタ、Ｊ・Ｓ・バッハ：フルートと通奏低音のためのソナタ第2番、ドビュッシー：ワラキアの調べ 他
ミヨー：スカラムーシュ、ラヴェル：マダガスカル島民の歌、アーン：ピアノ五重奏曲 他

アラカルト・外

デュファイ：陽光に身を包む麗しの乙女よ、ランディーニ：目に涙の海をたたえて、イザーク：戦い 他

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第１～3番

村田理津子p

二

mrb,pf

シューベルト：アヴェ・マリア、サラサーテ：スペイン舞曲、マスネ：タイスの瞑想曲、山高卓人：コスモス 他

4月16日 15:00 四方恭子vn・河野文昭vc・河野美砂子ｐ《ベートーヴェン/ピアノ・トリオ全曲演奏会第１回》
5月7日 19:00 山高良子マリンバ・コンサート

vn,fl,pf

モーツァルト：弦楽四重奏曲第23番《プロシャ王第3番》、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番

171 京都府立府民ホールアルティ

5月25日 18:30 京都・国際音楽学生フェスティバル2005

モスクワ音楽院 日本の音楽大学 他

アラカルト

172 京都府立府民ホールアルティ

5月29日 15:00 上森祥平vｃ《ベートーヴェン/ピアノとチェロのためのソナタ全曲演奏会》

岸本雅美p

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第１～5番

173 京都府立府民ホールアルティ

6月12日 14:00 梅原ひまりvn＆神谷郁代pデュオ・コンサート

二

vn,pf

グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第2番、シューベルト：4つの即興曲Ｄ899、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番《クロイツェル》

174 京都府立府民ホールアルティ

6月15日 19:00 海川雅富クラリネット・リサイタル

五

vn2,va,vc,cl

クルーセル：クラリネット四重奏曲第１番、モーツァルト：クラリネット五重奏曲、ブラームス：クラリネット五重奏曲

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4～6番
千秋次郎：峯からの声/葉がくれの花、中村典子：カガミ、クララ・シューマン：3つのロマンス、シューマン：幻想小曲集op73 他

渡邉穣vn 中野志麻vn 高村明代va 中西雅音vc

ムソルグスキー：禿山の一夜（金管五重奏版）、滝廉太郎：荒城の月、グリーグ：《ペール・ギュント》より 他

175 京都府立府民ホールアルティ

7月2日 15:00 四方恭子vn・河野文昭vc・河野美砂子ｐ《ベートーヴェン/ピアノ・トリオ全曲演奏会第2回》

176 京都府立府民ホールアルティ

7月7日 19:00 呉山平煥第33回オーボエ・リサイタル

福原佐和子（筝・二十絃筝） 谷千鶴p

二

ob,pf,筝

177 京都府立府民ホールアルティ

7月8日 19:00 エルデーディ弦楽四重奏団+上田仁tp

蒲生克郷 花崎淳正 桐山建志 花崎薫

四、五

vn2,va,vc,tp

モーツァルト：弦楽四重奏曲第１7番《狩り》、ハイドン：トランペット協奏曲、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１3番

178 京都府立府民ホールアルティ

9月18日 15:00 竹澤恭子vnとニューヨークの仲間たち

川崎雅夫vn＆va 江口玲p

三

vn2,va,pf

岡田加津子：ずいずいずっころばし随意二十一変化（委嘱・初演）、モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ 他

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン：創作主題による１4の変奏曲/カカドゥ変奏曲/ピアノ三重奏曲第7番《大公》

田淵彩華vn 松藤薫fl 三浦祐香p 鈴木美和子fl 東珠子vn 他

アラカルト

179 京都府立府民ホールアルティ

9月24日 15:00 四方恭子vn・河野文昭vc・河野美砂子ｐ《ベートーヴェン/ピアノ・トリオ全曲演奏会第3回》

180 京都府立府民ホールアルティ

10月2日 14:00 コンクール入賞者による世界に翔く若き音楽家たち

ヴィエニャフスキ：創作主題による変奏曲、ジョリヴェ：リノスの歌、ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ第2番より第１楽章 他

181 京都府立府民ホールアルティ

10月9日 13:30 今春大学を卒業した新進演奏家によるデビュー・コンサート

山口梨紗p 高谷公子Ｓ 上田真土tp 木村有里tb 田中涼太p 他

二

182 京都府立府民ホールアルティ

10月10日 13:30 今春大学を卒業した新進演奏家によるデビュー・コンサート

木村侑樹Ｓ 岩城かおりｐ 上田真規子cl 田代直子va 本馬親良Ｂr 他

二

メトネル：《忘れられた調べ》第2集より「悲劇的ソナタ」、竹之内奏：在りし日のうた、ラフマニノフ：あなたを待つ 他

183 京都府立府民ホールアルティ

11月2日 19:00 午後の室内楽《井上まゆみピアノ・トリオ演奏会》

日比浩一vn 雨田一孝vc

三

vn,vc,pf

アレンスキー：ピアノ三重奏曲第１・2番

184 京都府立府民ホールアルティ

11月3日 14:00 武満徹とギターの音楽

荘村清志g 藤井敬吾g

二

g2

武満徹：すべては薄明のなかで/森の中で/死んだ男の残したものは/不良少年 他

185 京都府立府民ホールアルティ

11月6日 14:00 ジョイント・リサイタル《京の音楽家シリーズ7》

名和里佳p 赤澤香住fl 南部えり＆岡村理子（ｐデュオ）

二

fl,p3

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第28番、ジョリヴェ：リノスの歌、ブラームス：ハンガリー舞曲第5・7・8・１5番 他

186 京都府立府民ホールアルティ

11月17日 19:00 山本裕樹ヴァイオリン・リサイタル

スヴェトラＶ・プロティッチｐ

二

vn,pf

ジェミニアーニ：ヴァイオリン・ソナタop1-5、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番、シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第１番、プラーンク：ヴァイオリン・ソナタ

二

vn,ｐｆ

サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、シューマン：森の情景、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番《熱情》他

メトネル：《忘れられた調べ》第2集より「悲劇的ソナタ」、竹之内奏：在りし日のうた、ラフマニノフ：あなたを待つ 他

187 京都府立府民ホールアルティ

11月20日 14:00 浅田由貴絵p＆小松正枝vnジョイント・リサイタル

188 京都府立府民ホールアルティ

12月10日 14:00 我等、皆、よき音の世界をAct17～耳のためのチャリティ・コンサート

山本紗佑里＆山本祐梨子 萬英子＆綾戸陽子（以上pデュオ） 多川智子vn 豊住征子Ｓ 他

二

189 京都府立文化芸術会館

4月15日 19:00 ミロワー弦楽四重奏団

ステファーノ・モロー 安紀・ソリエール、ニコラ・ボーン ナディン・ピエール

四・外

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第34番、ドビュッシー：弦楽四重奏曲、ブラームス：弦楽四重奏曲第2番

サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第１番、越谷達之助：初恋、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他

二・外

vn,pf

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、シマノフスキ：神話、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、エネスコ：ヴァイオリン・ソナタ第2番

191 京都府立文化芸術会館

10月20日 19:00 ウィーン・フィルハーモニア ピアノ五重奏団

ウェルナー・ヒンクvn ハンス・ペーター・オクセンホファーva フリッツ・ドレシャル ミヒャエル・ブラデラーcb ジャスミンカ・スタンチュールpf

五・外

vn,va,vc,cb,pf

シューベルト：ピアノ三重奏曲第１番/ピアノ五重奏曲《ます》

192 京都府立文化芸術会館

11月20日 14:00 室内楽の楽しみ

四方恭子vn 中村悦子va 上村昇vc 塩見亮p

四

vn,va,vc,pf

モーツァルト：ピアノ四重奏曲第１番、ブラームス：ピアノ三重奏曲、シューマン：ピアノ四重奏曲

193 京都府立文化芸術会館

12月18日 15:00 チェロ・アンサンブルの愉しみ

林裕 上森洋平 上村昇 河野文昭 藤森亮一（vn)

五

vc5

ラロ：インテルメッツォ、チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、ラヴェル：クープランの墓より 他

194 クレオ大阪中央

2月19日 18:30 岩崎慎一＆日南智之ギター・デュオ・コンサート

岩崎慎一 日南智之

二

g2

ハイドン：交響曲第104番《ロンドン》より、ブラームス：主題と変奏（弦楽六重奏第6番より）、ソル：ランクラージュマン 他

190 京都府立文化芸術会館

9月2日 19:00 パスカル・ロジェp＆小林美恵vnデュオ・リサイタル

195 クレオール

3月5日 19:00 ＭＵ楽団近藤浩平作品展2《歌曲と室内楽》

美堂舞Ｓ 植田浩徳p 田代直子va 江口陽子vc

アラカルト

va,vc,pf,vo

近藤浩平：ヴィオラとチェロのための二重奏曲集（初演）/歌曲集《木にかえる》/海へ向かう風（初演） 他

196 クレオール

4月2日 19:00 菊池秀夫cl＆大田真紀Ｓジョイント・ライヴ

堀江美穂子p 安田恭子fl

四

cl,fl,pf,vo

川島素晴：月に憑かれたエチュード、ファーニホウ：タイム・アンド・モーション・スタディⅠ、シェーンベルク：《月に憑かれたピエロ》より 他

197 甲東ホール

1月9日 19:00 ダンスリー・ルネサンス合奏団隔月例会No.97

アラカルト

ルネサンスの好色一代男フランソワ一世音楽物語〈ル・ヴェール・ギャラン〉

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番

風呂本佳苗p

二・外

vn,pf

シューマン：幻想小曲集、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ポッパー：ハンガリー狂詩曲、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ

林泉 宮下和子 財津進 林口眞也

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第3・4・１6番/ピアノ・ソナタ第9番（四重奏版）

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第１・4・5・8番

四

vn,2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第5・１5番

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第2・6・9番

二

vc,pf

グリーグ：チェロ・ソナタ、ショパン：マイアベーアの歌劇《悪魔のロベール》の主題による大二重奏曲/チェロ・ソナタ

5月16日 18:00 インターナショナル・チェロ・コングレス・イン・神戸2005《オープニング･デュオコンサート ヤーノシュ・シュタルケルvc 堤剛vc 練木繁夫p

三

vc2,ｐｆ

ボッケリーニ：2つのチェロのためのソナタＧ74、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第2番

206 神戸国際会議場

5月17日 14:00 インターナショナル・チェロ・コングレス・イン・神戸2005《ベートーヴェンの午後》

アラカルト

vc2,pf2

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第4・5番

207 神戸国際会議場

5月17日 19:00 インターナショナル・チェロ・コングレス・イン・神戸2005《グランドコンサート１》 松下修也 アルト・ノラス 山崎伸子 チョン・ミョンファ（ｖｃ） 上田晴子p 他

アラカルト

208 神戸国際会議場

5月18日 14:00 インターナショナル・チェロ・コングレス・イン・神戸2005《ベートーヴェンの午後》

ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルクvc ミローシュ・ムレイニクvc 上田晴子p ダニエル・アドニp

アラカルト

209 神戸国際会議場

5月19日 13:30 インターナショナル・チェロ・コングレス・イン・神戸2005《チェロ・アンサンブル・コンサート》

'ＣＥＬＬＯ×2'' ソウル・チェリステン 向山佳絵子vc＆ダーヴィド・ゲリンガスvc ミュンヘン･フィルハーモニック・クヮルテット

アラカルト・外

198 甲東ホール

12月16日 14:00 岡田光樹vn＆エドソン・エリアスｐデュオ・リサイタル

199 神戸学院大学メモリアルホール

5月15日 15:00 マリア・クリーゲル チェロ・ソナタ

200 神戸学院大学メモリアルホール

5月21日 15:00 林泉弦楽四重奏団コンサート《ベートーヴェン・チクルス3》

201 神戸学院大学メモリアルホール

6月18日 15:00 小林美恵vn＆清水和音p《ベートーヴェン・チクルス１》

202 神戸学院大学メモリアルホール

10月15日 15:00 林泉弦楽四重奏団コンサート《ベートーヴェン・チクルス4》

203 神戸学院大学メモリアルホール

10月29日 15:00 小林美恵vn＆清水和音p《ベートーヴェン・チクルス2》

204 神戸学院大学メモリアルホール

11月19日 15:00 長谷川陽子チェロ・リサイタル

205 神戸国際会議場

林泉 宮下和子 財津進 林口眞也

横山幸雄ｐ

林俊昭vc ルイス・クラレットvc 林由香子p 上田晴子ｐ

黛敏郎：ＢＵＮＲＡＫＵ ドビュッシー：チェロ・ソナタ 李永朝：チェロとチャンゴのためのドードゥリ 他

vc2,pf2

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第１・3番
エリントン（''ＣＥＬＬＯ×2''）：ドンと･ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア、ハイドン：2つのチェロのための二重奏曲ニ長調、''ジェームス''・ヴァン・''ボント''－ヴェン：交響曲第5番他

210 神戸国際会議場

5月20日 13:00 インターナショナル・チェロ・コングレス・イン・神戸2005《チェロ・アンサンブル・コンサート2》

桐朋学園チェロ・アンサンブル 「Ｔｈｅ Ｃｅｌｌｏ」（東京藝術大学生有志）

アラカルト

211 神戸市産業振興センター3階ホール

9月23日 14:00 トリオ・オーキス《バロック音楽の楽しみ１4》

吉岡美恵子fl 通彫子cem 上塚憲一vc

三

fl,vc,cem

212 神戸松蔭女子学院大学チャペル

11月26日 15:00 第183回神戸松蔭チャペル・コンサート《アンサンブル・ヴィンサント》

三谷正満ob 前田りり子（フラウト・トラヴェルソ） 荒木優子vn 懸田貴嗣vc 鈴木優人cem 鈴木雅明（話）

アラカルト

213 神戸市立葦合文化センター

12月23日 14:00 佐藤梨栄Ｘｍａｓマリンバ・コンサート

ob,vn,vc,cem,フラウ 曲目不詳
ト・トラヴェルソ
モンティ：チャールダーシュ、クリスマス・ソング
mrb,pf

214 神戸新聞松方ホール

2月5日 15:30 第8回松方ホール音楽賞授賞式・記念コンサート

215 神戸新聞松方ホール

2月26日 15:00 リンクス～華麗なるフルート・アンサンブルの世界

216 神戸新聞松方ホール

3月10日 19:00 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル2005

217 神戸新聞松方ホール

3月24日 19:00 安藤史子フルート・リサイタル

218 神戸新聞松方ホール

3月25日 19:15 漆原朝子vn＆迫昭嘉pデュオ・リサイタル

219 神戸新聞松方ホール

5月19日 19:00 フィルハーモニア・シュランメルン ウィーン

220 神戸新聞松方ホール

5月21日 16:00 ミハル・カニュカvc＆伊藤ルミpデュオ

221 神戸新聞松方ホール

5月28日 17:00 ジュリアード弦楽四重奏団

222 神戸新聞松方ホール

5月29日 15:00 大岡仁ヴァイオリン・リサイタル

223 神戸新聞松方ホール
224 神戸新聞松方ホール
225 神戸新聞松方ホール
226 神戸新聞松方ホール

6月2日 19:00 ペーター・ヴェヒター ヴァイオリン・リサイタル
6月11日 19:00 西本淳サクソフォーン・リサイタル
7月7日 19:00 ホワイエコンサートNo.42《弦楽が奏でる七夕コンサート》

細見理恵ｐ

二

関本昌平p 金子鈴太郎vc 山腰まりfl 他

二

ロッシーニ：歌劇《セビリャの理髪師》序曲、鷹羽弘晃：蛍なす ほのかに聴きて～日本の旋律による音風景、グリーグ：組曲《ホルベアの時代から》 他
曲目不詳

ショパン：ワルツ第5番/ノクターン第１3番/マズルカ第36～38番、プロコフィエフ：チェロ・ソナタ、ドップラー：ワラキアの調べ 他

アラカルト

fl

吉武雅子ｐ

二

vn,pf

グリーグ：ヴァイオリン･ソナタ第3番、ショーソン：詩曲、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第3番、ラヴェル：ツィガーヌ、ポルムベスク：望郷のバラード

浦山迅p

二

fl,pf

マレ：スペインのフォリア、タクタキシヴィリ：フルート・ソナタ、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行（バンブルブギ）、ボルン：カルメン幻想曲 他

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》/同8番/同9番《クロイツェル》

中嶋彰子Ｓ ペーター･エーデルマンＢｒ

アラカルト・外
二

vc,pf

サン＝サーンス：チェロ・ソナタ第１番、カザルス：鳥の歌、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他

ジョエル・スミルノフ ロナルド・コープス サミュエル・ローズ ジョエル・クロスニック

四・外

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第79番、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第8番《ラズモフスキー第2番》、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》

富岡順子p

二

vn,pf

ルクレール：ヴァイオリン・ソナタ第3番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番より「シャコンヌ」他

加納佐於梨p

二・外

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第3番/同第7番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》/Ｆ．Ａ．Ｅ．ソナタより「スケルツォ」

原田恭子p

二

sax,pf

シュトックハウゼン：友情、エスケッシュ：暗闇の歌、シュミット：伝説、フサ：エレジーとロンド、マルタン：バラード

木村みおvn 尾崎文子vn 谷口久子va 岡尾有紀vc 中村公美cb

五

vn2,va,vc,cb

ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１2番《アメリカ》、アンダーソン：踊るねこ

三

vn,vc,pf

ドビュッシー：チェロ・ソナタ、マルティヌー：ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲第１番、チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》

7月20日 19:00 安永徹vn・市野あゆみp・石坂団十郎vc演奏会

スメタナ：連作交響詩《わが祖国》より「モルダウ」、ヴィヴァルディ：《四季》より、チャイコフスキー：バレエ《白鳥の湖》より、ボザ：夏山の一日 他

シュランメル：ウィーン・ホイリゲ舞曲、Ｊ・シュトラウスⅡ世：ワルツ《ウィーンの森の物語》、レハール：《メリー・ウィドウ》メドレー

江口玲p

二

vn,p

シューベルト：ロンドop70、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第１番、チャイコフスキー：ワルツ・スケルツォ

228 神戸新聞松方ホール

10月26日 19:15 ミッシャ・マイスキー チェロ・リサイタル

リリィ・マイスキーp

二・外

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番、ベートーヴェン：《魔笛》の主題による7つの変奏曲、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、シューマン：幻想小曲集 他

229 神戸新聞松方ホール

10月29日 19:00 名倉誠人マリンバ・リサイタル

マリア・マーティンfl ウィル・ヘルミーナvc

三

mrb,fl,vc

青柳ものがたり（音楽＝内藤明美、新演出初演）、ペトロス・オヴセビアン：新作（初演）、カルロス・サンチェス：グティエレス：Winik/Te'（初演） 他

230 神戸新聞松方ホール

11月18日 19:00 フリッツ・ドレシャルvc＆後藤泉pデュオ・リサイタル

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第5番、シューマン：アダージョとアレグロ、メンデルスゾーン：チェロ・ソナタ 他

231 神戸新聞松方ホール

11月25日 18:30 ナビル・シェハタcb＆林典子pデュオ・リサイタル

二

cb,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第2番、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、グルエール：4つの小品、フランク：ソナタ

232 神戸文化ホール（中）

5月29日 14:00 山中淳史フルート・リサイタル

福井真裕子p

二

fl,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：フルートと通奏低音のためのソナタ第3番、シューベルト：《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲、武満徹：エハ、フランク：ヴァイオリン・ソナタ（フルート版）他

二

227 神戸新聞松方ホール

9月4日 15:00 木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル

233 神戸文化ホール（中）

7月16日 14:00 幸田さと子ヴァイオリン・コンサート

藤満健p

vn,pf

アヴェ・マリア/アメイジング・グレイス/ウィゴイネルワイゼン、美空ひばり名曲集（川の流れのように/愛燦燦/悲しい酒）

234 小西酒造白雪ホール

6月11日 15:00 宮川彬良（p＆トーク）＆アンサンブル・ベガ

辻井淳vn 田辺良子vn 馬渕昌子va 近藤浩志vc 新真二cb 鈴木豊一cl 星野則雄fg 池田重一hrn アラカルト

vn2,va,vc,cl,fg,hrn

デーレ（宮川彬良編）：すみれの花咲く部屋、アン・ベガ名物《音符の国のツアー》～初夏のソナタ～アナタとソナタの物語、サン＝サーンス：《動物の謝肉祭》（アン・ベガ版）他

河合隼雄 佐々木真 白石孝子 井伊亮子 樋上裕子 斉藤智枝

235 金剛能楽堂

4月2日 14:30 京都新聞トマト倶楽部コンサート《魔笛》の世界

アラカルト

fl6

モーツァルト（佐々木真編）：歌劇《魔笛》

236 ザ・シンフォニーホール

1月2日 14:00 五嶋みどりvn＆ロバート・マクドナルドpデュオ・リサイタル

ピアノデュオ

vn,ｐ

ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、ヤナーチェク：ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス：ヴァイオリンソナタ第3番 他

237 ザ・シンフォニーホール

1月3日 14:00 五嶋みどりvn＆ロバート・マクドナルドpデュオ・リサイタル

ピアノデュオ

vn,ｐ

ジュディス・ウィア：247本の弦のための音楽、イサン・ユン：ヴァイオリン・ソナタ第１番、アレキサンダー・ギール：ヴァイオリンとピアノのための組曲 他

238 ザ・シンフォニーホール

2月13日 14:00 千住真理子vn ＳweetValentine～千住明を迎えて

千住真理子 藤井一興

二

vn,pf

エルガー：愛の挨拶、リスト：愛の夢、ベートーヴェン：ロマンス第2番、千住明：グローリア/君を信じて 他

239 ザ・シンフォニーホール

2月20日 14:00 樫本大進ヴァイオリン・リサイタル

樫本大進 イタマール・ゴラン

二

vn,pf

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第2番、ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番《春》、フォーレ：夢のあとに、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

240 ザ・シンフォニーホール

2月26日 18:00 青砥華ヴァイオリン・リサイタル

岡原慎也p

二

vn,pf

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、プロコフィエフ：ヴァイオリンとピアノのための5つのメロディ、ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン・ソナタ、ボッケリーニ：ヴァイオリン・ソナタ第１番

241 ザ・シンフォニーホール

5月29日 14:00 千住真理子vn《春風のソナタ》

藤井一興p

二

vn,pf

ベートーヴェン：ロマンス第１番/ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、フォーレ：夢のあとに 他

242 ザ・シンフォニーホール

6月12日 14:00 ジェームズ・ゴルウェイ フルート・リサイタル

フィリップ・モルp ジニー・ゴールウェイfl

二・外

fl2,pf

プーランク：フルートとピアノのためのソナタ、ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女/小舟にて、フォーレ：フルートとピアノのための幻想曲 他

243 ザ・シンフォニーホール

7月23日 18:00 村越伸子ヴァイオリン・リサイタル

村越知子Ｐ

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、シマノフスキ：神話、ドルドラ：思い出 他

244 ザ・シンフォニーホール

9月19日 14:00 前橋汀子ヴァイオリン名曲選

加藤洋之p

二

vn,pf

ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女、クライスラー：愛の喜び/愛の悲しみ、ベートーヴェン：ロマンス第2番、ブラームス：ハンガリー舞曲第１番、フォーレ：夢のあとに他

245 ザ・シンフォニーホール

9月24日 14:00 プラハ・モーツァツティッシモ・アンサンブル

246 ザ・シンフォニーホール

10月12日 19:00 ストラディヴァリウス・サミット・コンサート

ベルリン・フィルハーモニー・ストラディヴァリ・ソロイスツ

アラカルト・外

247 ザ・シンフォニーホール

10月22日 15:00 レ・ヴァン・フランセ

エマニュエル・パユfl フランソワ・ルルーob ポール・メイエcl ラドヴァン・ヴラトコヴィチhrn ジルベール・オダンfg エリック・ル・サージュ

六・外

248 ザ・フェニックスホール

1月11日 19:00 ウィーンものがたり

ダグマル・ヴァニュカートヴァーs ウヴェ・タイマーp ウィーン・ビーダーマイヤー・ゾレスデン

アラカルト・外

J・シュトラウスⅡ：ワルツ《南国のバラ》/ポルカ《浮気心》、ヨハン・シュランメル：チャールダーシュ、ツィーラー：心地よい夜に、ジーツィンスキー：ウィーン我が夢の街他

249 ザ・フェニックスホール

1月16日 14:00 新・室内楽への誘い～松永みどり弦楽四重奏団とともに

松永みどり弦楽四重奏団 南出信一cb 加藤比呂美 茨木節子 山田裕子（以上p）

三～五

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲7番《大公》、シューマン：ピアノ五重奏曲、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》

250 ザ・フェニックスホール

1月29日 14:00 初春に寄せて

馬場恵Ｓ 田川佐真里vn 溝渕幸恵fl 前田悦代vn 木村薫p 他

アラカルト

251 ザ・フェニックスホール

2月16日 19:00 ムジカ・キアリーナ《運命の1853年》

土居知子p 木下真希vn エフゲニー・オーソーキンvc 寺村由紀（朗読）

三

vn,vc,pf

シューマン：3つのロマンスop 94、クララ・シューマン：3つのロマンスop 22、ブラームス：ピアノ三重奏曲第１番 他

252 ザ・フェニックスホール

3月22日 19:00 若き巨匠たち～横坂源vcと田村響p

鷲宮美幸p

二

vc,pf2

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第4番より、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番、リスト：即興曲Ｓ191/メフィスト・ワルツ第１番《村の居酒屋での踊り》 他

田村友里恵vn 栗原麻樹p 小島燎vn 谷田部響p 前田奈緒vn 石川馨栄子ｐ 伊藤詩穂fl 他

二

ゲルノット・ヴィニッシュホーファーvn アントン・ニクレスクvc 橋田波子 植野恭子 山本安祈子（以上ｐ）

三

vn,vc,pf3

シューベルト：ピアノ三重奏曲第１番、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番、サン＝サーンス：ピアノ三重奏曲第１番

二

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番、フォーレ：ロマンス、ラヴェル：水の戯れ、ショパン：チェロ・ソナタ 他

253 ザ・フェニックスホール

4月1日 13:30 大阪国際音楽コンクール入賞者(国内在住ソロ部門）ガラコンサート

アラカルト・外

モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》《ドン・ジョヴァンニ》《後宮からの逃走》《魔笛》より
タリス：エレミアの哀歌、マスネ：歌劇《タイス》より「瞑想曲」、チャイコフスキー：弦楽セレナード 他

fl,ob,cl,hrn,fg,pf

トゥイレ：ピアノと管弦のための六重奏曲、モーツァルト：ピアノと管弦のための五重奏曲、プーランク：ピアノと管弦のための六重奏曲 他

ドニゼッティ：歌劇《ランメルモールのルチア》より、シマノフスキ：ヴァイオリン・ソナタ、マルタン：バラード 他

ラヴェル：ツィガーヌ、イベール：フルート協奏曲、プッチーニ：歌劇《ボエーム》より「私の名はミミ」、周維：葡萄熟了 他

254 ザ・フェニックスホール

4月11日 19:00 リスト協会国際交流コンサート《ピアノ・トリオの夕べ》

255 ザ・フェニックスホール

4月23日 19:00 宇宿真紀子p＆宇宿直彰vcジョイント・リサイタル

256 ザ・フェニックスホール

5月13日 18:30 近藤ギターグループ合同演奏会～創立70周年記念

近藤敏明 西條道孝 稲垣稔（ｇ） ダンスリールネサンス合奏団 他

アラカルト

257 ザ・フェニックスホール

5月15日 14:00 秋本久美＆秋本八重ピアノ・デュオ・リサイタル

ザイラーピアノデュオ連続演奏会

ピアノデュオ

pf2

モーツァルト：4手のためのソナタＫ521、シューベルト：幻想曲Ｄ940、ビゼー：子供の遊び、ドヴォルザーク：ボヘミアの森から

258 ザ・フェニックスホール

5月26日 19:00 マルティヌー弦楽四重奏団＆芹澤文美ｐ

五・外

vn2,va,vc,pf

シューベルト：弦楽四重奏曲第１2番《四重奏断章》、スメタナ：弦楽四重奏曲第１番《わが生涯より》、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 op 81

259 ザ・フェニックスホール

5月27日 14:00 ティータイムコンサートシリーズ48《山崎伸子vcと若林顕pデュオ・リサイタル》

二

vc,pf

J・S・バッハ：無伴奏チェロ組曲第3番、ショパン：ポロネーズ第7番《幻想》/舟歌、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他

260 ザ・フェニックスホール

5月29日 14:00 デュオ・ハヤシ～隠れた名曲シリーズ第１０回

四

vn,va,vc,pf

シューマン：ピアノ四重奏曲、ドヴォルザーク：ピアノ四重奏曲

261 ザ・フェニックスホール

6月4日 18:00 澤和樹vn＆蓼沼恵美子pデュオ・リサイタル

二

vn,pf

シューベルト：二重奏曲（ソナタ）Ｄ574、ベートーヴェン：ピアノソナタ第7番、メシアン：《世の終わりのための四重奏曲》より「イエズスの不滅性への讃歌）」、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

林俊昭vc 林由香子p 久合田緑vn 深井碩章va

モレノ・トローバ：版画、ドメニコーニ：コユンバ、近藤恒夫：幻想曲江戸、ピアソラ：チキリン・デ・バチン/リベルタンゴ 他

262 ザ・フェニックスホール

6月6日 19:00 ザ・ベースギャング・オクトパス4（コントラバス・クヮルテット）

四・外

cb4

ピアソラ、ガーシュウィン、Ｊ・Ｓ・バッハ、プレスリー、映画音楽、ジャズ 他

263 ザ・フェニックスホール

6月8日 19:00 稲垣琢磨ヴァイオリン・リサイタル

芝令子p

二

vn,pf

レスピーギ：ヴァイオリン・ソナタ、ヴェストホフ：無伴奏ヴァイオリン組曲第１番、タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》 他

264 ザ・フェニックスホール

6月9日 19:00 新・室内楽への誘い～松永みどり弦楽四重奏団とともに

松永みどり弦楽四重奏団（松永みどりVｎ 本多智子Vｎ 山村茂Va 白石将Vc） 西田若葉 小池泉 倉田佳代子（ｐ） 南出信一cb

四、五

vn2,va,vc,cb,pf3

フンメル：ピアノ五重奏曲、フォーレ：ピアノ四重奏曲第１番、シューマン：ピアノ五重奏曲

265 ザ・フェニックスホール

6月11日 19:00 イマ・コンサート・イン・ジャパン《松田洋子vnと仲間たち》

ロバート・ダンva 菅野博文vc ドミニク・プランカードp

四

vn,va,vc,pf

モーツァルト：ピアノ四重奏曲第１番、ドホナーニ：弦楽三重奏曲《セレナード》、フォーレ：ピアノ四重奏曲第１番

266 ザ・フェニックスホール

6月12日 16:00 俣野修子p《モーツァルトとシューベルトの夕べPart2》～室内楽の楽しみ

岸邉百百雄vn 何信宜va 上村昇vc

二～四

vn,va,vc,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第35番/ロンドＫ485/ピアノ四重奏曲第１番、シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番

267 ザ・フェニックスホール

6月13日 19:00 ボロディン弦楽四重奏団

ルーベン・アハロニアン アンドレイ・アブラメンコフ イゴール・ナイディン ヴァレンティン・ベルリンスキー 四・外

vn2.va.vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第4番、シューベルト：弦楽四重奏曲第１2番《四重奏断章》、ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第１5番

268 ザ・フェニックスホール

6月15日 19:00 王宮のバロック・ダンス～ドイツ・フランスの華麗なる宮廷舞曲

樋口裕子 ジョルジュ・ケラゲル（バロック・ダンス） 藤田隆（フラウト・トラヴェルソ） 西村喜子cem 三橋桜子cem他

アラカルト

マルコ・セリーノ 市原洋子 ジャン・ルーカ・サジーニ バレリアーノ・タデオ

四・外

269 ザ・フェニックスホール

7月2日 14:00 クヮルテット・ベルニーニ

Ｊ・Ｓ・バッハ：フランス組曲第１・5番より、リュリ：コメディ・バレエ《パエトーン》より「シャコンヌ」 他

vn2,va,vc

Ｊ・Ｓ・バッハ：フーガの技法、モーツァルト：弦楽四重奏曲第１5番、Ｇ・ソッリマ：《ジャニー・イン・イタリア》より

270 ザ・フェニックスホール

7月20日 19:00 藤田隆リコーダー・リサイタル×3

森宏key 木村知之cb 東敏之ds 増井一友g 塩見由里p 他

アラカルト

271 ザ・フェニックスホール

8月24日 19:00 三戸久史古典クラリネット・ファンタジー

山名敏之（フォルテ・ピアノ）

二

cl,pf

ウッチェリーニ：ソナタ・ベルガマスカ、ピアソラ：オブリヴィオン、ガーランド：イン・ザ・ムード 他
ウェーバー：歌劇《シルヴァーナ》の主題による7つの変奏曲、ダンツィ：バセット・ホルン・ソナタop62、ミューラー：クラリネットとピアノのためのセレナード 他

272 ザ・フェニックスホール

8月28日 13:30 美坂寿子vnと田中宏一vcの室内楽三昧

田中亮子p 小田三重子vn 原田久美子va

三、四

vn2,va,vc2,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番《大公》、シューマン：ピアノ四重奏曲、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１2番《アメリカ》

273 ザ・フェニックスホール

9月20日 19:00 ベンヤミン・シュミット ヴァイオリン・リサイタル

アリアーネ・ヘーリングp

二・外

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第4０番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、J・S・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 他

274 ザ・フェニックスホール

9月21日 19:00 エスペリオン2１

ジョルディ・サヴァールgmb モンセラート・フィゲーラスS アリアンナ・サヴァール（歌＆hp） 他

アラカルト

275 ザ・フェニックスホール

9月28日 19:00 メシアンへのオマージュ

谷本華子vn 上田希cl 林裕vc 藤井快哉p

四

vn,vc,pf,cl

高橋悠治：この歌をきみたちに、武満徹：カトレーンⅡ、メシアン：世の終わりのための四重奏曲

276 ザ・フェニックスホール

10月10日 17:00 トリオ・ミンストレル2005

木野雅之vn 小川剛一郎vc 北住淳p

三

vn,vc,pf

ドビュッシー：ミンストレル、ラロ：ピアノ三重奏曲第１番、ピアソラ：ブエノスアイレスの夏、ブラームス：ピアノ三重奏曲第3番

277 ザ・フェニックスホール

10月13日 19:00 山本英二＆楠本隆一ピアノ・デュオ・リサイタル

ピアノデュオ

pf2

モーツァルト：2台のピアノのためのソナタＫ448、ラフマニノフ：2台のピアノのための組曲第2番、ドビュッシー：小組曲、ラヴェル：ラ・ヴァルス

278 ザ・フェニックスホール

10月15日 18:00 大山紗代フルート・リサイタル

松村英臣p

二

fl,pf

ドニゼッティ：フルート・ソナタ、ドップラー：ハンガリー田園幻想曲、尹伊桑：ガラク、シューベルト：《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲 他

ピサドール：サンファンの朝、ファン・デル・エシーナ：立てよバスクアル、グラナダは陥落した、ルイモンテ：母よ、私の母よ 他

279 ザ・フェニックスホール

11月9日 19:00 瀬尾和紀フルート・リサイタル

ローラン・ワグシャルｐ

二

ｆｌ，ｐｆ

シューマン：幻想小曲集/おとぎの絵本、カルク＝エーレルト：ソナタ・アパッショナータ、デムス：森のソナタ

280 ザ・フェニックスホール

11月11日 14:00 亀井良信クラリネット・リサイタル

上田晴子ｐ 菅沼ゆづきvn

二、三

cl,vn,pf

ドビュッシー：クラリネットのための狂詩曲第１番、サン＝サーンス：クラリネット・ソナタ、ブーレーズ：ドメーヌ、ストラヴィンスキー：兵士の物語 他

281 ザ・フェニックスホール

11月16日 19:00 小森邦彦マリンバ・リサイタル

花田和加子ｐ

二

mrb,pf

レイノルズ：オータム・アイランド、細川俊夫：想起、伊藤弘之：幻影の森Ⅱ、Ｃ・Stowens：ATAMASCO 他

282 ザ・フェニックスホール

11月21日 19:00 アルテミス・クヮルテット

ナターリア・プリシェペンコ ハイメ・ミュラー フォルカー・ヤコブセン エッカート・ルンゲ

四・外

vn2,va,vc

バルトーク：弦楽四重奏曲第2・4番、シューベルト：弦楽四重奏曲第１3番《ロザムンデ》

283 ザ・フェニックスホール

11月22日 19:00 安原千晶～マリンバで綴る4人の邦人作品展

河江優ｐ

二

mrb,pf

三善晃：組曲《会話》/トルスⅢ、一柳慧：パガニーニ・パーソナル/バラード、権代敦彦：木はやはりなにも言わない、林光：トッカータ

284 ザ・フェニックスホール

11月24日 19:00 篠原康浩サクソフォーン・リサイタル

小柳美奈子p

二

sax,pf

イベール：室内小協奏曲、デニーソフ：サクソフォーン・ソナタ 他

285 ザ・フェニックスホール

11月27日 14:00 植田恵子フルート・リサイタル

中川美穂p

二

fl,pf

メシアン：黒つぐみ、ピエルネ：フルート・ソナタ、ジョラス：エピソード・セコンド、ヴィドール：組曲ｏｐ34-1 他

286 ザ・フェニックスホール

12月1日 19:00 京都市立芸術大学出身者によるフレッシュ推薦コンサート2005

五十嵐正嗣C-T 松村桃子vn 竿下和美p 樋上眞生p 他

二

287 ザ・フェニックスホール

12月3日 18:00 レクチャー・コンサート《シャガールのヴァイオリン》

伊東信宏（講師） トリオ・ミンストレル（木野雅之vn 小川剛一郎vc 北住淳p）

三

vn,vc,pf

エネスコ：《幼き頃の印象》より、ディニーク：ホラ・スタッカート、ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲第2番 他

288 ザ・フェニックスホール

12月5日 19:00 ルドヴィート・カンタvcの室内楽

山口博明p

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第5番、ブラームス：チェロ・ソナタ第2番、マルティヌー：スロヴァキアの主題による変奏曲 他

289 ザ・フェニックスホール

12月8日 19:00 浦川宜也vn＆コンラート・リヒターp《ブラームス/ヴァイオリン・ソナタ全曲》

二

vn,pf

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１～3番

290 ザ・フェニックスホール

12月13日 18:30 ハウゴー＆ホイロップ フィドル＆ギターデュオ

二・外

フィドル,g

ホイロップ：メアリー・リーのワルツ、真っ青な空に浮かんだ星のように 他

291 ザ・フェニックスホール

12月18日 14:00 角家道子fl＆北村文hpデュオ・リサイタル

二

fl,hp

ドップラー：3つの小品、シアルディ：旅する笛吹き、チャイコフスキー：組曲《くるみ割り人形》より 他

292 ザ・フェニックスホール

12月21日 19:00 趙静vc＆清水和音pデュオ・コンサート

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ・ソナタ第4番 他

二

vn,pf

ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、バルトーク：ラプソディ第１番、イザイ：アンダンティーノ 他

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト：弦楽四重奏曲第１9番《不協和音》、ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第2番《ないしょの手紙》、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１2番《アメリカ》 他

293 シアター・ポジェット

8月7日 14:00 木村悦子ヴァイオリン・リサイタル

坂倉佳代乃p

294 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール 5月22日 15:00 ヘロルド弦楽四重奏団
295 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

7月2日 15:00 ベルリン＆ウィーン・フィル8人のホルン奏者たち

シュテファン・ドール ノルベルト・ハウプトマン ラルス・ミヒャエル・ストランスキー フォルカー・アルトマン 他

ヘンデル：歌劇《ジュリアス・シーザー》より、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、金子みすゞの詩による女声合唱組曲、ショパン：バラード第１・3番 他

八・外

ガブリエリ：第7旋法による8声のカンツォーナ、Ｊ・シュトラウスⅡ世（ヤネシッツ編）：喜歌劇《こうもり》より、ビゼー：歌劇《カルメン》組曲 他

296 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール 11月5日 14:30 四條佳名子p＆浦部麻衣子vnジョイント・リサイタル

二

vn,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、ショパン：ピアノ・ソナタ第2番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番、ラフマニノフ：前奏曲op23-5,op32-5

297 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール 12月9日 19:00 吉野直子＆マリー＝ピエール・ラングラメ ハープ・デュオ

二

hp2

ラヴェル（チャループカ編）：クープランの墓、ファリャ（チャループカ編）：4つのスペイン風小品より「クバーナ」、アルベニス（カンバーン編）：スペインの歌より「コルドバ」他

298 吹田市文化会館メイシアター（小）

7月4日 19:00 アラウンド・ザ・ワールド in クラシック《ロシアの響き、グルジアの調べ》

ギオルギ・バブアゼvn 右近恭子p

二

vn,pf

マチャヴァリアーニ：ヴァイオリン協奏曲よりアダージョ、チャイコフスキー：《なつかしい土地の思い出》より「瞑想曲」 他

299 吹田市文化会館メイシアター（小）

9月2日 19:00 パリからの便り

李早恵p 有村純親sax ミーハ・ロギーナsax

三

sax2,pf

シューマン：アダージョとアレグロ、J・S・バッハ：トリオ・ソナタBWV１０39、ピアソラ：タンゴの歴史 他

二

va,pf

ホルスト：組曲《惑星》より「木星」 他

300 吹田市文化会館メイシアター（小）

9月18日 15:00 イギリスからの便り《杉山雄一va＆杉山智子p》

301 吹田市文化会館メイシアター（小）

11月2日 19:00 秋のソナタ～フランスの香りに包まれて

待永望fl 深美裕子p

二

fl,pf

フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番（フルート版）、プーランク：フルート・ソナタ 他

302 すばるホール

3月21日 15:00 東京ポップスカルテット・コンサート

近藤勇一郎vn 杉浦清美vn 細川亜維子va 山本裕康vc

アラカルト

vn2,va,vc

チャールダーシュ/桜坂/ＴＳＵＮＡＭＩ/明日があるさ/ピンク・レディー・メドレー 他

近藤嘉宏p 米良美一Ｃ-Ｔ 内山ふみvn 豊島美雪（ナビゲーター）

アラカルト

曲目不詳

今井信子 川本嘉子 店村眞積 他

アラカルト

曲目不詳

303 すばるホール

4月9日 15:00 音楽の泉 in すばる

304 相愛大学南港ホール

5月21日 13:00 ヴィオラ・スペース2005大阪《若手演奏家のための公開マスタークラス》

305 高槻現代劇場（中）

3月21日 14:00 及川浩治vs近藤嘉宏ピアノ・デュオ・リサイタル

ピアノデュオ

pf2

306 高槻現代劇場（中）

6月15日 19:00 デュオ・アストル（gデュオ）

ガエル・チシェ フランシスコ・ベルリーニ

二・外

g2

Ｊ・Ｓ・バッハ（ブゾーニ、ストラケ編）：シャコンヌ、カステルヌーヴォ＝デデスコ：平均律ギター曲集より、タルレガ：アルハンブラの思い出 他

307 宝塚ベガホール

4月17日 14:00 チプリアン・マリネスクvn＆國井美佐pデュオ

チプリアン・マリネスクvn 國井美佐p

二

vn.pf

ドヴォルザーク：4つのロマンティックな小品、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番 他

高本一郎（アーチlut） 高田富美org 中村洋彦bfl

三

bfl,lut,org

Ｊ・Ｓ・バッハ：前奏曲とフーガＢＷＶ548、ヴィヴァルディ：協奏曲、テレマン：協奏曲、スウェーリンク：半音階的幻想曲 他

二

vn,pf

ヴィターリ：シャコンヌ、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第4０番、バルトーク：ラプソディ第１番、ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ 他

二

ob,pf

308 宝塚ベガホール
309 宝塚ベガホール

7月8日 19:00 バロック音楽の輝き
7月29日 19:30 近藤真理子p＆バリント・セーケイvnデュオ・リサイタル

310 宝塚ベガホール

10月20日 19:00 第9回ＪＯＭ定期リサイタル《フィガロの恋の空騒ぎ》

311 宝塚ベガホール

11月19日 19:00 宮川彬良p＆アンサンブル・ベガ～ポップス＆クラシックスVoL.11

増澤正晃ob 若林淳子p

アラカルト

チャイコフスキー（コチシュ編）：花のワルツ、ラフマニノフ：組曲第１番《幻想的絵画》より/同第2番より、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番《熱情》、ショパン：スケルツォ第2番

ロッシーニ：歌劇《セビリャの理髪師》序曲、モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》より抜粋、ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ、プーランク：オーボエ・ソナタ
デーレ（宮川彬良編）：すみれの花咲く部屋、ヴェルディ：歌劇《リゴレット》より「女心の歌」、シューベルト：楽興の時、モーツァルト：クラリネット五重奏曲、宮川彬良：マツケン・サンバⅡ他

312 宝塚ベガホール

11月25日 19:00 青山秀直クラリネット・リサイタル

宮本聖子p

二

cl,pf

313 たんば田園交響ホール

11月22日 18:30 エマ・カークビーＳ＆ロンドン・バロック

イングリット・ザイフェルトvn リチャード・クヴィルトvn チャールズ・メドラムgmb テレンス・チャールストンcem

アラカルト・外

vn2,gmb,cem,vo

Ｊ・Ｓ・バッハ：《アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳》より3つの歌曲/トリオ・ソナタ第6番、ヘンデル：グローリア/チェンバロ組曲第5番 他

314 テアトロ・マロン

3月13日 15:00 水谷川優子チェロ・リサイタル

アルバート・ロトp

二

vｃ,pf

クジェーク：無伴奏チェロ組曲、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番、ブラームス（サルター編）：歌曲より「野にひとりいて」、ショスタコーヴィチ：チェロ･ソナタ他

315 テアトロ・マロン

12月4日 15:00 チャリティ・コンサート～蘇った明治のピアノへのオマージュ《梁盛苑チェロ・リサイタル》 蓼沼恵美子p

ベートーヴェン：《魔笛》の主題による7つの変奏曲/チェロ・ソナタ第１・3番

316 東条文化会館コスミックホール
317 豊中市民会館アクア文化ホール

2月5日 18:00 バレンタインコンサート
2月16日 19:00 クリスティアン・リンドバーグ トロンボーン・リサイタル

ヒンデミット：クラリネット・ソナタ、クレプシュ：《魔弾の射手》の主題による幻想曲、ドナトーニ：クレア、ブラームス：クラリネット・ソナタ第2番 他

二

vc,pf

赤坂達三cl 斎藤雅弘p

二

cl,pf

曲目不詳

クリスティアン・リンドバーグ 白石光隆

二・外

tb,pf

リンドバーグ：無伴奏トロンボーンのためのジョー・ジャック・ビングルバンディット、ガーシュウィン（リンドバーグ編）：3つの前奏曲、ドビュッシー（リンドバーグ編）：組曲《子供の領分》より 他

318 豊中市民会館アクア文化ホール

7月30日 18:00 木村大＆アンドリュー・ヨーク ギター・コンサート

二

g2

ヨーク：カリフォルニアの風/アルバイシンの丘/パーフェクト・スカイ/キンダー・ライト組曲 他

319 豊中市民会館アクア文化ホール

12月4日 14:00 ＴＡＪＩＭＡクラシック・パークVol.5

磯絵里子vn 長谷部一郎vc

二

vn,vc

曲目不詳

320 豊中市民会館アクア文化ホール

12月15日 19:00 ボストン・ブラス

ホセ・シバハtp ジェフ・コナーtp Ｊ・Ｄ・ショウhrn エド・クロウtb アンドリュー・ヒッツtub

五・外

tp2,hrn,tb,tub

Ｄ・エリントン＆Ｊ・ティゾール：キャラヴァン、チャイコフスキー：《くるみ割り人形》組曲、クリスマス・ソング 他

321 豊能町立ユーベルホール

12月25日 15:30 千住真理子vn・上村昇vc・藤井一興pクリスマス・コンサート

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番《街の歌》、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１集より 他

322 長岡京記念文化会館

12月9日 18:30 クリスマス3大アヴェ・マリア

ボリショイ劇場システット イリーナ・ウダロワＳ

アラカルト・外

323 奈良県文化会館

3月12日 14:00 金子みすゞの世界～音楽と詩と愛と

長谷川陽子vc 仲道祐子p 岸田今日子（朗読）

二

vc,pf

サン＝サーンス：白鳥、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、カサド：無伴奏チェロ組曲、金子みすゞの詩と朗読（薔薇の根/おもちゃのない子が/わたしと小鳥とすずと他）他

トーマス・プレヴォfl マーク・ゴトーニvn 若林暢vn 澤和樹va 谷川優子vc 七瀬あゆこp 青柳晋p 三

fl2,vn2,va,vc,pf2

ブラームス：ピアノ五重奏曲、モーツァルト：フルート四重奏曲第１番、七瀬あゆこ：組曲《巡礼》 他

vc,pf

ベートーヴェン：《魔笛》の主題による7つの変奏曲/チェロ・ソナタ第１・3番

Ｊ・Ｓ・バッハ（グノー編）、シューベルト、カッチーニ：アヴェ・マリア Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》 他

324 奈良女子大学記念館

8月28日 16:00 河合隼雄flと音楽する仲間たち《喜寿の宴》

325 奈良女子大学記念館

12月2日 19:00 チャリティ・コンサート～蘇った明治のピアノへのオマージュ《梁盛苑チェロ・リサイタル》 蓼沼恵美子p

二

326 なら100年会館

5月13日 18:30 liveimage～essentielle

加古隆p 木村大g 小松亮太（バンドネオン）、ゴンチチ、葉加瀬太郎vn 宮本文昭ob 他

アラカルト

327 なら100年会館（中）

11月12日 15:00 おしゃべりクラシック《ラ・ミューズトリオ室内楽演奏会》

エヴァルト・ダネルvn 伊藤ルミp ルドヴィート・カンタvc

三

vn,vc,pf

シューベルト（本多令子編）：ピアノ三重奏曲《ます》、ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲第2番、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番 他

328 南風会サロン

8月28日 14:00 デュオ山口サロン・コンサート

山口真由美vc 山口博明p

二

vc,pf

マルティヌー：チェロ・ソナタ第3番、カサド：無伴奏チェロ組曲、ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番、カザルス：鳥の歌

329 日本基督教団島之内協会

2月26日 18:30 アンサンブル・ヴィンデ コンサートVol.6～クラリネットアンサンブルのひととき 加藤文子 千田恭子 中尾さくら 村西俊之

四

cl4

三浦真理：クローバー・ファンタジー、フランセ：小四重奏曲、ウール：ディヴェルティメント 他

330 日本基督教団東梅田教会

11月15日 18:30 アフター・アワーズ・セッション《晩秋のロマン》

日比浩一vn 池村佳子vc 右近恭子p

三

vn,vc,pf

ブラームス：クラリネット三重奏曲、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》

331 白沙村荘大画室存古楼

4月10日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート92《バロック室内楽の愉しみ》

田中靖子cem 虎谷朋子fl 山崎緑vn 太田道宏vc

四

vn,vc,fl,cem

テレマン：6つの四重奏曲《クァドリ》よりコンチェルト第2番、ソナタ第2番/パリ四重奏曲集第3番、Ｊ・Ｓ・バッハ：フルートと通奏低音のためのソナタ第2番 他

332 白沙村荘大画室存古楼

5月22日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート～2005初夏・古典室内楽のたのしみ

山井敦子p 森本一人vn 平野あずさvn 多田素子va 太田道宏vc

五

vn2,va,vc,pf

ハイドン：弦楽四重奏曲第38番《冗談》、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第2番《挨拶》、モーツァルト：ピアノ協奏曲第１3番（ピアノ五重奏版）

333 白沙村荘大画室存古楼

10月29日 15:00 哲学の道プロムナード・コンサート95《チェロとピアノのための名曲シリーズ20》 太田道宏vc 島敏子ｐ

二

vc,pf

ベートーヴェン：《魔笛》の主題による7つの変奏曲、ブラームス：チェロ・ソナタ第１番、間宮芳生：チェロとピアノのための《唄》 他

334 パルナソスホール

3月12日 10:30 朝のハーモニー祝100回《オルガン・ブラスクインテットで贈る》

小榑由布子org 堀川正浩tp 湊仁美tp 垣本昌芳hrn 他

二

335 パルナソスホール

3月27日 15:00 辻久子ヴァイオリン・リサイタル

竹内素子ｐ

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》/同8番/同9番《クロイツェル》

336 パルナソスホール

10月20日 18:30 レ・ヴァン・フランセ

エマニュエル・パユfl フランソワ・ルルーob ポール・メイエcl ラドヴァン・ヴラトコヴィチhrn ジルベール・オダンfg エリック・ル・サージュ

六・外

fl,ob,cl,hrn,fg,pf

トゥイレ：ピアノと管弦のための六重奏曲、モーツァルト：ピアノと管弦のための五重奏曲、プーランク：ピアノと管弦のための六重奏曲 他

337 パルナソスホール

10月29日 18:30 素晴らしき出会い～室内楽の醍醐味

上田晴子ｐ パヴェル・ヴェルニコフvn ルドヴィート・カンタvc

三

vn,vc,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番、ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲第2番

338 パルナソスホール

11月6日 17:00 バロックin姫路《ヴェルイサイユ宮殿～王の為の音楽》

平尾雅子gmb 金子浩lut

二

gmb,lut

マレ：夢見る人/嘆き/サント＝コロンブ氏への追悼、ヴィゼ：プレリュード/王のアルマンド/シャコンヌ 他

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第35番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、クライスラー：レチタティーヴォとスケルツォ、ドヴォルザーク：4つのロマンティックな小品他

339 ぱ・る・るプラザ京都

3月15日 18:00 春風に誘われて～女神たちの歌声を春風にのせて

鍋嶋芳vn 南島ナツＳ 他

二

340 東灘区民センターうはらホール

3月16日 19:00 宮崎万理ヴァイオリン・リサイタル

山口博明p

二

341 東灘区民センターうはらホール

5月22日 14:00 神戸室内合奏団～バロック名曲集

黒江郁子vn 田中次郎vc 竹森健二tp

二、三

342 ピッコロシアター（小）

3月13日 18:30 ソフィア・アンサンブル室内楽コンサートＶｏｌ．10

橋本徹雄ob 篠崎みゆきhrn 小林智恵子fl 高岡詩絵里Ｓ 後藤寿美cl 松田真理子p 川本佳代子p

アラカルト

343 ピッコロシアター（小）

4月10日 14:00 ラ・ビッシュ・アンサンブル室内楽の夕べＶｏｌ．3

344 姫路市文化センター（小）

11月10日 18:30 須川展也サクソフォーン・コンサート

345 姫路市文化センター（小）
346 兵庫県立芸術文化センター（大）
347 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月20日 14:00 エマ・カークビーＳ＆ロンドン・バロック

348 兵庫県立芸術文化センター（小）

12月11日 14:00 ウィーン室内合奏団

349 兵庫県立芸術文化センター（小）

12月13日 19:00 パヴィメント・ジャパン室内楽コンサート

350 兵庫県立美術館芸術の館ギャラリー

パリは燃えているか/サンバースト/リベルタンゴ/放課後の音楽室 他

Ｊ・Ｓ・バッハ：前奏曲とフーガＢＷＶ548/コラール《主よ、人の望みの喜びよ》、ニニ・ロッソ：夜空のトランペット 他

サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ 他

パッヘルベル：カノン、コレルリ：トランペットと弦楽のソナタ、ヘンデル：水上の音楽より、ヴィヴァルディ：チェロ協奏曲 他
ob,hrn,fl,cl,pf2,vo

フランセ：花時計、ダマーズ：四重奏曲、ドベルノワ：三重奏曲第2番 他

四～八

ハイドン：弦楽四重奏曲第74番《騎士》、ニールセン：かいなきセレナータ、マルティヌー：3つのマドリガル、フランセ：八重奏曲 他

小柳美奈子p

二

sax,pf

グラズノフ：サクソフォーン協奏曲、プッチーニ：歌劇《トゥーランドット》より、ミヨー：スカラムーシュ、ピアソラ：リベルタンゴ 他

12月19日 18:30 ハーモニカ・トリオ《Ｈ-サンプチュアス》

大内友哉 井上初美 有野剛

アラカルト

ハーモニカ3

エルチョクロ/テイク・ファイブ/黒いオルフェ/剣の舞/クラリネット・ポルカ 他

12月3日 14:00 アナスタシア・チェボタリョーワ ヴァイオリン・リサイタル

ペーター・ラウルp

二・外

vn,pf

プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番、ラフマニノフ：ヴォカリーズ、チャイコフスキー：《眠れる森の美女》より「ワルツ」第１幕 他

イングリット・ザイフェルトvn リチャード・クヴィルトvn チャールズ・メドラムgmb テレンス・チャールストンcem

アラカルト・外

vn2,gmb,cem,vo

9月4日 15:00 午後の室内楽《北浦洋子vnとその仲間たち》

アラカルト・外

Ｊ・Ｓ・バッハ：《アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳》より3つの歌曲/トリオ・ソナタ第6番、ヘンデル：グローリア/チェンバロ組曲第5番 他
モーツァルト：ディヴェルティメント第7番/セレナード第１3番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》、Ｊ・シュトラウスⅡ世：トリッチ・トラッチ・ポルカ/ワルツ《美しく青きドナウ》他

豊島泰嗣vn 四方恭子vn 川本嘉子va 植木昭雄vc 黒木岩寿cb 吉田将fg 大塚直哉cem 他

アラカルト・外

小川哲生cl 河内敬子p 杉浦雄一va 田中次郎vc 島戸祐子vn

三～五

cl,vn2,va,vc,pf

ヴィヴァルディ：ファゴット協奏曲/協奏曲集《調和の霊感》より第１０番、コレルリ：合奏協奏曲第8番《クリスマス》 他

cb,fl,pf,hp

ハイドン：ピアノ三重奏曲第25番、ミヨー：ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲、モーツァルト：クラリネット五重奏曲 他

351 枚方市南部生涯学習市民センター

2月20日 14:00 早春の調べ2005《洋楽》

吉田直子p 奥田季子hp 北崎一恵fl 平田昭浩cb

アラカルト

352 枚方市民会館

1月14日 19:00 ひらかた新春コンサート《長岡京室内アンサンブル》

森悠子（音楽監督vn）

アラカルト

353 枚方市民会館

8月21日 14:00 ひらかたハートフル・サロンコンサート2００5

下野美和p 松川峰子p 山添悟sax 堀江彩fl 前田尚美vc 他

二

中島由紀p

二

山本祐梨子p

二

tp,pf

エネスコ：伝説、フンメル：トランペット協奏曲、アイルランド民謡（金澤恵之編）：ロンドンデリーの歌、アルバン：ヴェニスの謝肉祭 他

354 びわ湖ホール（小）

1月9日 14:00 玉井菜採ヴァイオリン・リサイタル

ショパン；舟歌、ジュナン：ヴェニスの謝肉祭、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第5番（コントラバス版）他
ヴォルフ：イタリア風セレナード、レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲、ロッシーニ：弦楽のためのソナタ第１番、チャイコフスキー：弦楽六重奏曲（フィレンツェの思い出》他

プロコフィエフ：《ロミオとジュリエット》より、モーツァルト：トルコ行進曲、グリーグ：抒情小曲集op73より 他

vn,pf

アラカルト

J・S・バッハ：無伴奏ヴァイオリン･ソナタ第１番、山田耕筰：からたちの花、ラヴェル：ツィガーヌ 他

355 びわ湖ホール（小）

1月23日 15:00 アンサンブル・ゼフィロ

356 びわ湖ホール（小）

1月29日 14:00 菊本和昭トランペット・リサイタル

357 びわ湖ホール（小）

3月13日 14:00 小林道夫（ｐ＆話）教授の大人のための音楽の時間《3限目「シューマン夫妻とブラームス」》 寺谷千枝子Ｍｓ 萩原次己Ｂｒ 漆原朝子nn 向山佳絵子vc

二

vn,vc,vo2

Ｃ・シューマン＆Ｒ・シューマン：《愛の春》からの12の詩より独唱と二重唱、Ｒ・シューマン：民謡風の5つの小品、ブラームス：Ｆ．Ａ．Ｅ．ソナタ 他

358 びわ湖ホール（小）

5月21日 19:00 臼井麻美vn＆安斎航pデュオ・リサイタル

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第25番、ショーソン：詩曲、ショパン：ポロネーズ第5番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ 他

359 びわ湖ホール（小）

6月30日 14:00 びわ湖の午後21《ブルーノ・パスキエvと仲間たち》

四

vn,va,vc,pf

モーツァルト：ピアノ四重奏曲第１番、トゥリーナ：ピアノ四重奏曲、シューマン：ピアノ四重奏曲

360 びわ湖ホール（小）

9月15日 14:00 びわ湖の午後22《古賀賢一ob×中野振一郎cem音楽の対話》

二

ob,cem

J・S・バッハ：ソナタBWV１０2０、C・P・E・バッハ：ソナタWq１35、ヘンデル：ソナタHWV363a 他

アンネステル・メドゥーズvn ルドヴィート・カンタvc 上田晴子p

モーツァルト：セレナード第１０番《グラン・パルティータ》/歌劇《ドン・ジョヴァンニ》の音楽（ベルナルディーニ版）

361 びわ湖ホール（小）
362 琵琶湖ホテルチャペル

11月6日 14:00 鈴木俊哉リコーダーの世界

二

bfl、アコーディオン、
フレスコバルディ：カンツォーナ、原田敬子：ストラクチャード・インプロヴィゼーション、ピアソラ：革命/リベルタンゴ 他
per,pf

cl,g,vo

山本隆子Ｓ Ｒ・バローネcl 佐々木滋隆(19世紀g)

三

363 フェスティバルホール

5月11日 19:00 liveimage～essentielle

加古隆p 木村大g 小松亮太（バンドネオン） ゴンチチ 葉加瀬太郎vn 宮本文昭ob 他

アラカルト

パリは燃えているか/サンバースト/リベルタンゴ/放課後の音楽室 他

364 フェスティバルホール

5月12日 19:00 liveimage～essentielle

加古隆p 木村大g 小松亮太（バンドネオン） ゴンチチ 葉加瀬太郎vn 宮本文昭ob 他

アラカルト

パリは燃えているか/サンバースト/リベルタンゴ/放課後の音楽室 他

365 フェスティバルホール

5月21日 18:30 liveimage～essentielle

加古隆p 木村大g 小松亮太（バンドネオン） ゴンチチ 葉加瀬太郎vn 宮本文昭ob 他

アラカルト

パリは燃えているか/サンバースト/リベルタンゴ/放課後の音楽室 他

366 フェスティバルホール

5月22日 16:00 liveimage～essentielle

加古隆p 木村大g 小松亮太（バンドネオン） ゴンチチ 葉加瀬太郎vn 宮本文昭ob 他

アラカルト

石川咲子p 渡部基一vn

二

vn,cb,pf

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ベートーヴェン：《魔笛》の主題による１2の変奏曲、ボッテジーニ：夢想/タランテラ 他

織田裕子bfl 中田聖子cem

二

bfl,cem

テレマン：リコーダーとオブリガートチェンバロのためのトリオ・ソナタ、ヘンデル：組曲ＨＷＶ432、コレルリ：ソナタ op 5-11

ob,cem

J・S・バッハ：フルートとチェンバロのためのソナタ第2番/イギリス組曲第4番、テレマン：無伴奏フルートのための幻想曲第１番 他

367 プレラホール
368 ベルギーフランドル交流センター

7月8日 19:00 トリオ・アルモニア リサイタル

シュテファン・フッソング（アコーディオン） 加藤訓子per 稲垣聡p

7月7日 19:00 石川滋コントラバス・リサイタル
1月28日 19:00 リコーダーとチェンバロの春月祭

369 ベルギーフランドル交流センター

6月8日 19:00 ダンスリー・ルネサンス合奏団隔月例会No.98

岡本一郎lut 松井智恵Ｓ 坂本利文（gmb＆フィーデル） 西村喜子gmb 他

アラカルト・外

370 ベルギーフランドル交流センター

8月5日 19:00 Barocco Impression Plus！

小林千晃ob 中田聖子cem

二

トスティ：夕べに、サルティ：愛する人から遠くはなれて、マルティーニ：愛の喜び、ニューマン：パイジェルロ《うつろな心》の主題による変奏曲 他

パリは燃えているか/サンバースト/リベルタンゴ/放課後の音楽室 他

ジャヌカン、セルミジ、デュファイのシャンソン。ジルヴェーズ、アテニャン、マイネリオの舞曲集など

371 ベルギーフランドル交流センター

11月27日 15:00 コチアン弦楽四重奏団

パヴェル・ヒューラー ミロシュ・チェルニー ズビニク・パドレーク ヴァーツラフ・ベルナシェク 大橋義実fl 四、五・外

fl,vn2,va,vc

モーツァルト：フルート四重奏曲全曲、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第9番

372 三木市文化会館（小）

11月28日 19:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

藤井一興p

二

vn,pf

グノー：アヴェ・マリア、サラサーテ：サパテアード、千住明：スノーダイヤモンド、モンティ：チャールダーシュ 他

373 三木山森林公園森の文化館音楽ホール

5月16日 19:00 ミハル・カニュカvc＆伊藤ルミpデュオ

二

vc,pf

サン＝サーンス：チェロ・ソナタ第１番、カザルス：鳥の歌、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他

374 南山城村文化会館やまなみホール

7月30日 18:30 第１3回木津川やまなみ国際音楽祭《オープニング・コンサート》

マーガリー・モニエfl 青山聖樹ob 呉光浩cl 小林美恵vn 玉井菜採vn 大野かおるva ルドヴィート・カンタvc他 アラカルト

375 南山城村文化会館やまなみホール

7月31日 13:30 第１3回木津川やまなみ国際音楽祭《名曲の嵐》

マーガリー・モニエfl 青山聖樹ob 玉井菜採vn 中尾園子p 他

アラカルト

376 ムラマツリサイタルホール新大阪

2月20日 14:00 ミヒャエル・ファウスト フルート・リサイタル

松村容子fl 吉田はるみp

二・外

377 ムラマツリサイタルホール新大阪

3月13日 14:00 2005 ＳＯＡＩＦｒｅｓｈＣｏｎｃｅｒｔ

土方雅子mrb 阪本歩p 片岡宏之Ｂｒ 片岡佐保子Ｓ 他

二

378 ムラマツリサイタルホール新大阪

3月20日 16:00 デュオ・ヘルムート・レゾナンツＶｏｌ．2～ロスビタ・シュターゲfl教授を迎えて

山本恭平fl 福永吉宏fl 山崎磨子cem 成川昭代vc

三

ｖｃ、ｆｌ3、cem

クヴァンツ：3つのフルートのためのトリオ、グラウン：トリオ・ソナタ、Ｃ・Ｐ・Ｅ・バッハ：トリオ・ソナタ 他

379 ムラマツリサイタルホール新大阪

6月20日 19:00 ゲルトルート・シルデvn＆クラウス・シルデpデュオ・リサイタル

二・外

vn,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：半音階的幻想曲とフーガ/シャコンヌ、シューマン：アラベスク/3つのロマンス、メンデルスゾーン：ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 他

380 ムラマツリサイタルホール新大阪

10月15日 13:30 細川俊夫の5０年～誕生日に寄せて・第１部

奥田律fl 細川俊夫p 辺見康孝vn アンドレ・ポンス・ヴァルデスvn 多井智紀vc 他

381 ムラマツリサイタルホール新大阪

10月15日 15:30 細川俊夫の5０年～誕生日に寄せて・第2部

奥田律fl 大植圭太郎ob 上田希cl 岡本真弓fg 里田泰昭hrn クリストホフ・ボーvc 木場倶子（笙） 他 アラカルト

382 ムラマツリサイタルホール新大阪

10月15日 18:00 細川俊夫の5０年～誕生日に寄せて・第3部

指揮-細川俊夫 奥田律fl 大植圭太郎ob 上田希cl 岡本真弓fg 里田泰昭hrn 他

アラカルト

383 ムラマツリサイタルホール新大阪

11月30日 19:00 水越典子フルートのたのしみNo.24

ギオルギ・バブアゼvn ザザ・ゴクアva ギア・ケオシヴィリvc

四

384 ムラマツリサイタルホール新大阪

12月4日 14:00 京都ファインアーツ・ブラス第13回演奏会

385 モーツァルトサロン

7月16日 18:00 ベートーヴェン・ピアノトリオ全曲シリーズ第2回演奏会

鈴木華重子p 日比浩一vn 池村佳子vc

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4・6番/カカドゥ変奏曲

386 守山市民ホール

2月12日 18:00 川田知子vn＆三舩優子p＆赤坂達三clトリオ

川田知子 三舩優子 赤坂達三

三

vn,ｃｌ,pf

ハチャトゥリアン：ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための三重奏曲、バルトーク：コントラスツ 他

ブラームス：クラリネット五重奏曲、カーン：オーボエ、ホルンとピアノのためのセレナード ヘ短調、Ｊ・Ｓ・バッハ：ブランデンブルク協奏曲第5番 他
モーツァルト：5つのディヴェルティメントＫ439ｂより第4番、プーランク：フルート・ソナタ、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番 他

fl2,pf

曲目不詳
ファリャ：火祭りの踊り、山田耕筰：待ちぼうけ、プーランク：ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタ、オリジナルミュージカル《阿闇世王》 他

アラカルト

細川俊夫：ピアノのための3つの小品より/メロディアⅡ/ウィンターバード/線Ⅱ/恋歌Ⅰ/ムジーク
細川俊夫：断章Ⅲ/鳥たちへの断章Ⅳ/ヴァーティカル・タイムスタディⅠ/同Ⅱ/夜の響き
細川俊夫：ウィンド・スケープ/ドローイング/メモリー/デュオ/秋の歌

fl,vn,va,vc

アラカルト

Ｗ・Ｆ・バッハ：二重奏曲、ハイドン：ディヴェルティメント、ホフマイスター：フルート四重奏曲op16-2、モーツァルト：フルート四重奏曲第１番 他
クツィール：クリスマス・キャロル組曲、スザート：《ダンスリー》より6つの舞曲、ペーテルス：4本のトロンボーンのための組曲 他

387 八尾市文化会館プリズムホール（小）

3月6日 14:00 八尾シティコンサートＰａｒｔ56《木田雅子＆清永あやヴァイオリン・デュオ》

藤江圭子p

三

vn2,pf

エルガー：愛の挨拶、Ｊ・Ｓ・バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲ＢＷＶ1043、ショスタコーヴォチ：3つの小品、サラサーテ：ナバーラ

388 野洲文化ホール（小）

2月5日 15:00 鵜川直樹サクソフォン・リサイタル

城綾乃p

二

sax,pf

ポール・マッカートニー：マイ・ラヴ、ドビュッシー：美しい夕暮れ、ハーライン：星に願いを、ハムリッシュ：追憶のテーマ 他

389 大和高田文化会館さざんかホール

3月20日 14:00 小林美恵ヴァイオリン・リサイタル～春色の響き

小森谷裕子ｐ

二

vn,pf

ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり、フランク：ヴァイオリン・ソナタ 他

390 大和高田文化会館さざんかホール

10月15日 15:30 さざんかミュージック・スポット《Ｌｙｎｘフルート・アンサンブル》

郡律子 佐藤麻美 小池智子 松崎麻衣子

四

fl4

Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、チャイコフスキー：白鳥の湖、ラヴェル：ボレロ、タイタニックのテーマ 他

391 大和高田文化会館さざんかホール（小） 2月26日 14:00 講談と室内楽で綴る「義経の七つ石」

中野振一郎cem コレギウム・ムジクム・テレマン 旭堂南左衛門（講談）

アラカルト

392 大和高田文化会館さざんかホール（小）

藤井一興p

二

vn,pf

エルガー：愛の挨拶、ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女、リスト：愛の夢、千住明：ドラマ《ほんまもん》より「君を信じて」 他

宮本慶子 田中鈴代 田邊裕香子（以上mrb） アンサンブルローザ 和太鼓松村組 他

アラカルト

熊蜂の飛行/春一番/ボレロ 他

松本茜p

八・外

シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》、ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》より、Ｊ・シュトラウスⅡ世：皇帝円舞曲他

393 ヤマハミュージック神戸・神戸店
394 八幡市文化センター

6月4日 15:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
3月19日 18:00 マリンバ・打・フェスタ2005
6月4日 19:00 チェコ・フィルハーモニー八重奏団

395 八幡市文化センター

8月19日 19:30 イブニング・ロビーコンサートVol.14《クラリネット四重奏団アンサンブル・ソノリテ》 青山秀直 砂場敦子 村西俊之 青山映道

四

396 八幡市文化センター（小）

10月6日 14:00 京阪エクセレント・コンサートＶｏｌ．5

二

397 栗東芸術文化会館さきらホール（小）

4月20日 18:30 椙山久美vn＆上田晴子pデュオ・リサイタル

398 和歌山市民会館（小）

3月25日 19:00 キュッヒル・アンサンブル・ウィーン

沓野勢津子mrb 志賀雅子p 東山梓cl 森まゆかp 松本亜紀子（声楽）

ライナー・キュッヒル他vn ロベルト・バウアーシュタッターva ベルンハルト・ヘーデンボルクvc 竹中勇記彦p

Ｊ・Ｓ・バッハ：チェンバロ協奏曲第4番、Ｃ・Ｐ・Ｅ・バッハ：チェンバロ協奏曲Ｗｑ１ 他

cl4

アンダンテ・カンタービレ/アリオーゾ/茶色の小瓶/テイク・ファイブ
ショパン：バラード第4番、ドビュッシー：クラリネットのための狂詩曲第１番、リスト：バラード第2番 他

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》/同8番/同１3番《クロイツェル》

四、五・外

vn2,va,vc,pf

マスカーニ：歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》間奏曲、ヴェルディ：弦楽四重奏曲、ブラームス：ピアノ五重奏曲

