3 室内楽活動調査２００７年（平成１９年）
NO

会場

日時

演奏会名

団体名

ジャンル

編成

演奏曲目

1 青山音楽記念館バロックザール

3月22日

19:00 YUZURA弦楽四重奏団《ロマン派への道》

YUZURA弦楽四重奏団

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重曲第14番／シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と少女》

2 青山音楽記念館バロックザール

4月15日

15:00 阿知波まどか＆林直美デュオ・リサイタル

阿知波まどか 林直美

二

fl,p

シューベルト…《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲／マルタン…バラード／ボルン…カルメン幻想曲 他

3 青山音楽記念館バロックザール

5月12日

15:00 このえ弦楽四重奏団演奏会

上田浩之 大西秀朋 竹内賢司 上野達弘

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第2番／チャイコフスキー…弦楽四重奏曲第1番

4 青山音楽記念館バロックザール

5月19日

18:30 滝口悠子＆龍村尚美ジョイント・コンサート

滝口悠子 龍村尚美

二

fl,p

J・S・バッハ…フルートと通奏低音のためのソナタ第3番／シューマン…献呈／シューベルト…幻想曲《さすらい人》 他

5 青山音楽記念館バロックザール

6月17日

15:00 大岡仁ヴァイオリン・リサイタル

山口博明p

二

vn,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第２番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第３番、ワックスマン：カルメン幻想曲 他

6 青山音楽記念館バロックザール

7月7日

15:00 ウィーンの風を京都の街に～ヴィーナー・グランツ・デュオ

セルゲイ・ボロトニー Kako Rosa

二・外

vn,p

シューベルト…アルペジオーネ・ソナタ、ウクライナ民謡、日本歌曲 他

7 青山音楽記念館バロックザール

7月13日

19:00 パミーナ・トリオ リサイタル

北門郁子 ベアトリス・ロペス 服部慶子

三

vn,cl,p

ストラヴィンスキー…バレエ《兵士の物語》より組曲、ミヨー…ヴァイオリン、クラリネット、ピアノのための組曲、バルトーク…コントラスツ 他

8 青山音楽記念館バロックザール

8月4日

18:00 村越伸子＆村越知子 デュオ・リサイタル

村越伸子 村越知子

二

vn,p

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第3番／シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第1番／フォーレ…ヴァイオリン・ソナタ第1番 他

9 青山音楽記念館バロックザール

10月6日

15:00 土肥敬＆室内楽シリーズNo.53

土肥敬 中西和代 山本由美子 上野山彩子 磯部律光 丸山さとみ

三

vn2,vc,p3

ヴィヴァルディ…チェロ・ソナタ／モーツァルト…ピアノ三重奏曲第2番／ドビュッシー…チェロ・ソナタ／シューマン…ピアノ三重奏曲第1番

10 青山音楽記念館バロックザール

11月4日

15:00 ロベルト・ナジ＆倉田真里 デュオ・リサイタル

ロベルト・ナジ 倉田真里

二

vc,p

ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第1番／チレア…チェロ・ソナタ／ショパン…序奏と華麗なるポロネーズ 他

11 青山音楽記念館バロックザール

11月9日

19:00 田代美恵子、ダニエル・ヴェイス＆スタニスラフ・ボグニア～PIANO TRIO

田代美恵子 ダニエル・ヴェイス スタニスラフ・ボグニア

三

vn,vc,p

シューベルト…ノットゥルノ／ピアノ三重奏曲第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想い出のために》

12 青山音楽記念館バロックザール

11月10日

18:30 ドヴォルザークとブラームスの夕べ

柳楽由美子 佐藤彰夫 三田浩平 古田雅一 島津弘 宮崎由香子

五

cl,vn2,va,vc,p

ブラームス…クラリネット五重奏曲／クラリネット・ソナタ第2番／ドヴォルザーク…ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ 他

13 青山音楽記念館バロックザール

11月18日

14:00 井上典子ヴィオラ・リサイタル

檜山和子p

二

va,p

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ミヨー：ヴィオラ・ソナタ第１番、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第２番 他

14 青山音楽記念館バロックザール

12月6日

19:00 森本英希フルート・リサイタル

山口博明p

二

fl,ｐ

サン＝サーンス：ロマンスop37、プーランク：フルート・ソナタ 他

15 青山音楽記念館バロックザール

12月11日

19:00 レッド・プリースト

ピアーズ・アダムス ジュリア・ビショップ アンジェラ・イースト 他

アラカルト・外

bfl,vn,vc,cem

チーマ…3声のソナタ／ストランジ…怒り／ヴィヴァルディ…四季 他

16 青山音楽記念館バロックザール

12月14日

19:00 辻本玲チェロ・リサイタル

多川響子p

二

vc,p

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ブリテン：チェロ・ソナタ、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ

17 青山音楽記念館バロックザール

12月15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,p

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１番、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第４番、シベリウス：４つの小品より「ロマンス」、ドビュッシー：チェロ・ソナタ他

18 青山音楽記念館バロックザール

12月22日

18:30 内田佳宏チェロ・リサイタル

谷合千文p

二

vc,p

ドビュッシー：チェロ・ソナタ、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ 他

17:00 Harp Project21第６回《イギリス紀行》

辻裕久Ｔ 井上久美子 梅津三知代 早川りさこ（以上hp）

アラカルト

hp3,vo

Ｊ・トマス：小麦畑を見つめて、パリッシュ・アルヴァーズ：ロマンス、ブリテン：組曲op83/８つの民謡 他

19 青山ハープ大阪ショールーム

3月24日

20 明石市立市民会館アワーズホール

6月8日

19:00 漆原朝子vn～ウィーンを奏でる！

三輪郁p

二

vn,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第32番、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、クライスラー：ウィーン奇想曲/ベートーヴェンの主題によるロンディーノ他

21 明石市立西部市民会館

2月4日

15:00 チェロ・アンサンブル・エクラinあかし

上塚憲一 池村佳子 高橋乗子 土井真理

四

vc4

Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、パッヘルベル：カノン、滝廉太郎：荒城の月、クレンゲル：主題と変奏曲 他

22 秋篠音楽堂

1月15日

19:00 フィルハーモニア・クァルテット・ベルリン

ダニエル・シュタープラヴァvn、クリスティアン・シュターデルマンvn、ナイトハルト・レーザva、
ヤン・ディーゼルホルストvc、三木康子p

四、五・外

vn2,va,vc,pf

モーツァルト…弦楽四重奏曲第18番、ヴェーベルン…弦楽四重奏のための5つの楽章、ブラームス…ピアノ五重奏曲

23 秋篠音楽堂

2月18日

15:00 秋篠新進演奏家シリーズ6《秋篠ユング・ムジカジョイント・リサイタル》

山本佳代vn 大渕雅子p

二

vn,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第25番、イザイ：サン＝サーンスのワルツ形式の練習曲によるカプリース、ブラームス：４つのピアノ小品、プーランク：主題と変奏 他

24 秋篠音楽堂

4月19日

19:00 大萩康司ギター・リサイタル

松尾俊介g

二

g2

ソル：二人の友、カステルヌオーヴォ＝テデスコ：平均律ギター曲集より、アサド：３つのブラジルの風景 他

25 秋篠音楽堂

5月6日

14:00 第４回秋篠音楽堂室内楽フェスタ

清水明、福冨博文、野村朋亨、佐藤明子

四

ob,vn,vc,p

ハイドン…ロンドン・トリオ／ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》／シューベルト…岩の上の羊飼い 他

26 秋篠音楽堂

5月14日

14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

山洞智p

二

vn,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、グノー：アヴェ・マリア、ドヴォルザーク：わが母の教え給いし歌 他

27 秋篠音楽堂

7月16日

15:00 秋篠室内楽の魅力シリーズ4～ワルシャワ・フィル・メンバーとの響宴

ピオトル・ツェギエルスキー カジミール・コシュラーチュ 日西麻紀 山田陽子 山口暁子 三

vn,vc,p

ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第7番《大公》、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第1番、ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番

28 秋篠音楽堂

9月14日

19:00 華麗なる音楽模様～オルガンと弦楽の調べ

平井誠 稲冨友有子 田中寿代 高田富美

アラカルト

vn2,cb,org

ヘンデル…オルガン協奏曲第4番／同第6番／トリオ・ソナタop5-1／モーツァルト…教会ソナタK244,245,336 他

29 秋篠音楽堂

12月13日

18:30 アーロン・クァルテット

ルートリッヒ・ミュラー バルナ・コボーリ ゲオルク・ハーマン クリストフ・パンティロン 奥田尚子

四・外

vn2,va,vc,p

ハイドン…弦楽四重奏曲第5番より第2楽章／ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81／シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と少女》

vn,cl,p,fg

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／グリンカ…悲愴三重奏曲 他

30 芦屋市立美術博物館

9月16日

17:30 アフター・アワーズ・セッション《秋のアンサンブル》

ギオルギ・ハブアゼ 松原央樹 右近恭子 渡邊悦朗 他

二、三

31 あましんアルカイックホール

3月16日

19:00 古澤巖vnとゆかいな仲間たち

寺田志保key 仙道さおりper 西嶋徹b 他

アラカルト

32 アンリュウ・リコーダー・ギャラリー

4月15日

15:00 小池耕平リコーダー・リサイタル《イタリアの道》～ミニ・ライヴ

中野哲也gmb 三橋桜子cem

三

リコーダー,gmb,cem

33 アンリュウ・リコーダー・ギャラリー

4月15日

17:00 小池耕平リコーダー・リサイタル《イタリアの道》～ミニ・ライヴ

中野哲也gmb 三橋桜子cem

三

リコーダー,gmb,cem

ＣＤ「イタリアの道」より、当日来場者が選んだ４曲

34 池田市民文化会館アゼリアホール

6月10日

14:00 千住真理子vnチャリティ・リサイタル

山洞智ｐ

二

vn,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、エルガー：愛の挨拶、千住明：スノーダイヤモンド 他

35 イシハラホール

5月22日

19:00 ギル・シャハム ヴァイオリン・リサイタル

江口玲ｐ

二・外

vn,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第30番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第２番、ロドリーゴ：ソナタ・ピンパンテ 他

36 イシハラホール

6月9日

16:00 バロックヴァイオリン・リサイタルＶｏｌ．４

松原優子（バロックvn） 中野振一郎cem

二

vn,cem

Ｊ・Ｓ・バッハ：ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ（全曲）

37 イシハラホール

6月16日

19:00 森下治郎トランペット・リサイタルVol.6

橋爪伴之tp 臼田徹tp 野口伸広tb 森下雅子ｐ

アラカルト

38 イシハラホール

7月7日

19:00 ソンミン・カン チェロ・リサイタル

沢木良子p

二・外

vc,p

ロカテルリ：ソナタ ニ長調、ドビュッシー：チェロ・ソナタ、カサド：無伴奏チェロ組曲、ブラームス：チェロ・ソナタ第２番

vn2,va,vc,ob

39 イシハラホール

7月12日

19:00 弦楽四重奏の夕べ

玉井菜採 大宮臨太郎 篠崎友美 上森祥平 池田昭子

四、五

40 イシハラホール

11月6日

19:00 ウィーン八重奏団

ウィーン八重奏団

八・外

41 イシハラホール

12月13日

曲目不詳
ＣＤ「イタリアの道」より、当日来場者が選んだ４曲

ネルーダ：トランペット協奏曲、テレマン：トランペットのための組曲、フランク：天使のパン、サルセド：ディヴェルティメント 他

ハイドン…弦楽四重奏曲第67番《ひばり》、モーツァルト…オーボエ五重奏曲(原曲：弦楽五重奏曲第2番)、シューベルト…弦楽四重奏曲第13番《ロザムンデ》
モーツァルト…クラリネット五重奏曲K581／セレナード第13番《アイネ・クライネ・ナハトムトジーク》／J・シュトラウスⅡ…ワルツ《春の声》／同《ウィーン気質》 他

19:00 堤剛＆野平一郎 デュオ・リサイタル

堤剛 野平一郎

二

42 和泉シティプラザ弥生の風ホール

7月15日

15:00 いずみのくに音楽祭《弥生の風ブラスアンサンブル・コンサート》

ＮＨＫ交響楽団トップ金管五重奏団

五

vc,p

43 いずみホール

1月15日

19:00 ニュー・イヤー・コンサート～Wind Quintet “Sofia” と共に

大槻温子 堤紗和 ボビー・イョツォフ 渡部良 聖チェチェリア合唱団

五

44 いずみホール

3月30日

19:00 ジャウメ・トレント＆林峰男デュオ・コンサート

ジャウメ・トレント 林峰男

二

g,vc

ヴィヴァルディ…ソナタ ホ短調／シューベルト…アルペジオーネ・ソナタ／ファリャ…歌劇《はかなき人生》よりスペイン舞曲 他

45 いずみホール

5月20日

13:30 川畠成道vn スプリング・ツアー2007

アンソニー・ヒューイットp

二

vn,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番、ラヴェル：ツィガーヌ 他

46 いずみホール

5月25日

19:00 南部靖佳フルート・リサイタル

トーマス・ハーバラーｐ

二

fl,p

ヘンデル：ソナタop1-11、Ｊ・Ｓ・バッハ：フルートとチェンバロのためのソナタ第１番、貴志康一：月/竹取物語、Ｌ・リーバーマン：フルート・ソナタop23 他

47 いずみホール

6月1日

18:30 江田縫子門下生によるピアノ・デュオ・コンサート

山尾友＆山尾文 橋本佳代子＆安井紀美子 篠原典子＆藤原恵子 他

二

ｐ

ストラヴィンスキー：２台のピアノのための協奏曲より第３・４楽章、モーツァルト：２台のピアノのためのソナタ、ラフマニノフ：２台のピアノのための組曲第２番 他

48 いずみホール

6月2日

19:00 大江浩志フルート・リサイタル

岩崎宇紀p

二

fl,p

丹波明：フルートとピアノのためのソナタ、フランセ：ディヴェルティメント、ハルフター：フルートのための「デブラ」、プロコフィエフ：フルート・ソナタ

49 いずみホール

6月8日

19:00 篠原猛浩クラリネット・リサイタル

加藤理彩子p 増井一友ｇ

二、三

cl,g,p

ヴィドール：序奏とロンド、ブーレーズ：領域、サン＝サーンス：クラリネット・ソナタ、バシ：《リゴレット》の主題による演奏会用幻想曲 他

50 いずみホール

6月26日

19:00 シューマンとブラームス《師弟の絆》～ドイツ・ロマン派の重厚な世界

矢倉菜穂ob 樽井優子Ｓ 井谷一美cl 鬼頭典子cl 櫻井恵美vn 他

アラカルト

51 いずみホール

7月8日

13:45 ソロ・デュオ・トリオによる名曲の愉しみ～ワルシャワ・フィル コンサートマスターを迎えて

ビアトル・ツェギエルスキーvn カジミール・コシュラーチェ 齋藤雅 他

二、三・外

vn,vc,p5

シューマン（リスト編曲）：献呈、ピアソラ：リベルタンゴ、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第３番 他

52 いずみホール

7月14日

19:00 室内楽の花束～南祐子ｐとワルシャワ・フィル コンサートマスターたち

ピオトル・ツェギエルスキー カジミール・コシュラーチュ

三・外

vn,vc,p

ドビュッシー…ピアノ三重奏曲、フォーレ…シシリエンヌ、夢のあとに、ラヴェル…ピアノ三重奏曲 他

53 いずみホール

8月18日

19:00 Sommer Konzert～室内楽とピアノ

明利美登里p 橋田波子p 山田律子fl 植木美帆vc 黒子奈保美vn

アラカルト

fl,vn,vc,p2

フォーレ：ピアノ三重奏曲、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：ピアノ・ソナタ第３番 他

54 いずみホール

9月2日

14:00 ＴＡＫＡＳＨＩ’Ｓ ＭＵＳＩＣ ＳＷＥＥＴＳ

宮崎剛p 大町剛vc

二

vc,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第２３番《熱情》、フランク：チェロ・ソナタ（原曲ヴァイオリン・ソナタ） 他

55 いずみホール

10月1日

11:30 ランチタイム・コンサート《工藤重典fl》

ジェフリー・グライスp 日下部吉彦（話）

二

fl,p

チャイコフスキー：ただ憧れを知る人だけが、ラフマニノフ：ヴォカリーズ、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第１番（フルート版）、バッツィーニ：妖精の踊り 他

56 いずみホール

10月26日

19:00 北島佳奈ヴァイオリン・リサイタル

前田勇佑p

二

vn,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第３５番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第２番、フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番、サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ

57 いずみホール

11月27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 テイル・シュスラー

四・外

vn2,va,vc

58 いずみホール

12月8日

15:00 第２回ビバーチェ・コンサート

堀内雅子p 鶴田喜久子org 岡村美佳vn 藤原士郎vc 灰井紗綾Ｓ 他

アラカルト

59 いずみホール

12月20日

19:00 クリスマス・コンサート《トルヴェール・クヮルテット》

須川展也 彦坂眞一郎 新井靖志 田中靖人 小柳美奈子

アラカルト・外

sax4,p

ホルスト…トルヴェールの《惑星》より「木星」／チャイコフスキー…《くるみ割り人形》より「ナッチナッカー」／ビゼー…カルメン・ラプソディ（以上長生淳編） 他

60 いずみホール

12月21日

19:00 種谷睦子マリンバ・リサイタル

スヴェトラ・プロティッチp

二

mrb,p

モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》序曲、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏組曲第６番（チェロ原曲）、プーランク：ソナタ（フルート原曲）、一柳慧：グリーン・リズム 他

野平一郎…チェロとピアノのための錯乱のテクスチュアⅣ／プーランク…チェロ・ソナタ／ショパン…序奏と華麗なるポロネーズ
曲目不詳

fl,ob,cl,fg,hr,pf,sop,cor メンデルスゾーン…詩篇第42篇、プーランク…ピアノ六重奏曲、モーツァルト…ピアノと管楽のための五重奏曲K452、ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第4番《街の歌》

シューマン：３つのロマンスｏｐ94/あこがれ/幻想小曲集op73、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》より/クラリネット五重奏曲 他

モーツァルト…ピアノ四重奏曲第1番／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op81
ショパン：ノクターン第10番/バラード第４番、レオンカヴァルロ：マンドリナータ、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第７番《大公》、Ｊ・Ｓ・バッハ：幻想曲ＢＷＶ542 他

61 伊丹アイフォニックホール

5月18日

19:30 白井剛（ダンス）＆アルディッティ弦楽四重奏団

四

62 伊丹アイフォニックホール

7月10日

19:00 ニューヨーク・フィル・ブラス・クインテット

五・外

63 大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

1月31日

19:00 Duo×Duo 2台のピアノと打楽器による音の彩

64 大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

2月26日

65 大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

5月14日

66 大阪音楽大学ミレニアムホール

11月17日

細川俊夫：沈黙の花、西村朗：弦楽四重奏曲第２番《光の波》、ケージ（アーヴィン・アルディッティ編）：《アパートメントハウス1776》より「44のハーモニー」（ダンス・ヴァージョン） 他
バーンスタイン：ミュージカル《ウェスト・サイド・ストーリー》組曲、Ｄ・エリントン：スイングしなけりゃ意味ないね、ビゼー：（エルカー編）：歌劇《カルメン》組曲 他

四

p2,per2

ハルトゥニアン＆ババジャリアン…2台のピアノと打楽器のための祭り／バルトーク…2台のピアノと打楽器のためのソナタ／ブレスゲン…死の肖像／ラヴェル…ラ・ヴァルス

19:00 待永望＆丸山紗代フルート・デュオ・コンサート

二

fl2

Ｊ・Ｓ・バッハ：トリオ・ソナタBWV1039、モーツァルト：歌劇《魔笛》より、フリド：12の変容op54 他

19:00 ensenble BLANC～木管アンサンブルの夕べ

四、五

14:00 大阪音楽大学卒業生による若い芽のコンサート

67 大阪倶楽部４階ホール

1月19日

14:00 シヴァン・シルヴァー＆ギル・ガーバーグ ピアノ・デュオ・リサイタル

68 大阪倶楽部４階ホール

2月23日

19:00 オーパス・ワン

69 大阪倶楽部４階ホール

3月17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73回例会》

70 大阪倶楽部４階ホール

4月3日

71 大阪倶楽部４階ホール

6月7日

72 大阪倶楽部４階ホール

10月5日

73 大阪倶楽部４階ホール

木村貴子 関口康祐 茶屋克彦 葛西友子

vn2,va,vc

柳川真理子 南亜貴子 大塚良子（以上ｐ） 碇祥子vn 梶村杏子cl

アラカルト

ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第4番《街の歌》／ピアノと管楽のための五重奏曲／高昌帥…「埴生の宿」変奏曲／ニールセン…木管五重奏曲

cl,vn,p4

チャイコフスキー（エコノム編）：２台のピアノのための組曲《くるみ割人形》、ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》、ハチャトゥリアン：クラリネット、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲 他

ピアノデュオ・外 p2

ラフマニノフ：組曲第１番《幻想的絵画》、シューベルト：幻想曲Ｄ940、リスト：悲愴協奏曲 他

大谷玲子 安藤裕子 林裕

三

シューベルト…弦楽三重奏曲第2番／ドホナーニ…弦楽三重奏曲《セレナード》／ヴィラ・ロボス…弦楽三重奏曲

門良一 モーツァルト室内八重奏団

八

19:00 市川雅典コントラバス・リサイタル

鈴木華重子p 市川哲郎 佐川裕昭 西山真二（以上cb）

アラカルト

cb4,p

グリーグ（ゲーリー・カー編）：ソナタop36、アルト：４つのコントラバスのための組曲、ボッテジーニ：エレジー/タランテラ 他

19:00 漆原朝子vnのウィーン紀行

三輪郁p

二

vn,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第32番、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、クライスラー：愛の悲しみ 他

19:00 知られざるセレナーデ

安藤史子 中島慎子 大江のぞみ 稲垣稔

四

fl,vn,va,g

ガンスバッヒャー…セレナードop12／ベートーヴェン…セレナードop25／レーガー…セレナード第2番 他

11月12日

19:00 山崎伸子vc《チェロ・ソナタの醍醐味》

津田裕也p

二

vc,p

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第１番/同第５番、ブラームス：チェロ・ソナタ第２番

74 大阪倶楽部４階ホール

11月19日

19:00 水谷川優子チェロ・リサイタル

中川朋子p

二

vc,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番、グリーグ：劇音楽《ペール・ギュント》第１・２組曲より、エルガー：愛の挨拶、ドヴォルザーク：森の静けさ 他

75 大阪倶楽部４階ホール

12月7日

19:00 四方恭子・右近恭子

四方恭子 右近恭子

二

vn,p

モーツァルト…ヴァイオリン･ソナタ第41番／シューベルト…ヴァイオリンとピアノのための二重奏曲／ドヴォルザーク…4つのロマンティックな小品 他

76 大阪クリスチャンセンター

6月23日

14:30 第８回サロン・コンサートin大阪

千葉清加 辻本玲

二

vn,vc

J・S・バッハ…無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番／ブリテン…無伴奏チェロ組曲第1番／ラヴェル…ヴァイオリンとチェロのためのソナタ 他

77 大阪狭山市文化会館SAＹAKAホール

1月14日

14:00 クァルテット・リゾナンツァ

白井篤 中村弓子 小野聡 山内俊輔

四

vn2,va,vc

モーツァルト…ディベルティメントK136、ハイドン…弦楽四重奏曲第79番、ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》

10:30 バリント・セーケイ＆近藤真理子 デュオ・リサイタル

バリント・セーケイ 近藤真理子

二

vn,p

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…ハンガリー民謡／フランク…ヴァイオリン・ソナタ

vn,p

シベリウス：ユモレスクop87、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９番《クロイツェル》

vn,va,vc

ベートーヴェン…管楽八重奏のためのロンディーノ／モーツァルト…ピアノと管楽のための五重奏曲／セレナード第12番《ナハトムジーク》

78 大阪市中央公会堂

9月8日

79 大阪市中央公会堂

10月6日

14:00 中之島国際音楽祭《大谷玲子ヴァイオリン・リサイタル》

榊原契保p

二

80 大阪市中央公会堂

10月6日

17:30 中之島国際音楽祭《辻久子vn「弦、鳴りやまず」》

桂小米朝（聞き手） 五嶋節 小栗まち絵 森悠子（以上鼎談）

アラカルト

81 大阪市中央公会堂

10月7日

13:30 中之島国際音楽祭《黒川侑ヴァイオリン・リサイタル》

上田晴子ｐ

二

vn,p

サラサーテ：序奏とタランテラ/カルメン幻想曲、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

82 大阪市中央公会堂

10月7日

17:00 中之島国際音楽祭《幸田さと子vn～バッハから美空ひばりまで》

田口友子p

二

vn,p

クライスラー：愛の喜び/愛の悲しみ、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第２番よりシャコンヌ、愛燦燦/川の流れのように 他

83 大阪市中央公会堂

10月8日

15:30 中之島国際音楽祭《梁美沙ヴァイオリン・リサイタル》

上田晴子ｐ

二

vn,p

プーランク：ヴァイオリン・ソナタ、ミルシテイン：パガニーニアーナ、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第２番

84 大阪市中央公会堂

10月8日

18:00 中之島国際音楽祭《ジョシュア・ローマン チェロ・リサイタル》

新ゆうp

二

vc,p

シューマン：アダージョとアレグロop70、クラム：無伴奏チェロ・ソナタ、ドビュッシー：チェロ・ソナタ、ピアソラ：グラン・タンゴ 他

85 大阪市中央公会堂

10月8日

19:30 中之島国際音楽祭《ジャン＝ジャック・カントロフ ヴァイオリン・リサイタル》

新ゆうp 黒川侑vn 梁美沙vn

二、三

vn2,p2

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３番、プロコフィエフ：２つのヴァイオリンのためのソナタ、バルトーク：44のデュオより 他

86 大阪市中央公会堂３階中会議室

3月17日

14:00 貴志康一記念クラシック・コンサート

井上隆平vn 小山るみp 音登夢カルテット

アラカルト

vn3,va,vc,p

貴志康一：弦楽四重奏曲（初演）/竹取物語/かもめ（小山るみ編ピアノ独奏版）、グリーグ：抒情小曲集より、ガーシュウィン（木村政雄編）：子守歌 他

87 大阪市役所玄関ホール

10月6日

15:00 中之島国際音楽祭《子どもとクラシック》

千葉清香 竹内弦 小峰航一 辻本玲

アラカルト

vn2,va,vc

曲目不詳

88 大阪市役所玄関ホール

11月4日

14:00 貴志康一記念クラシック・コンサート

大岡仁vn 佐藤康子Ｓ 秋本久美＆秋本八重（ｐデュオ） 他

二

89 大阪市立阿倍野区民センター（小）

11月3日

14:00 Music the City Concert Vol.2《高田剛志＆松浦梨沙》

高田剛志 松浦梨沙 高田真生 松浦亜季

二

vc,vn,p2

J・S・バッハ…ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第２番（チェロ版）／シューマン…アダージョとアレグロ／ルクレール…ヴァイオリン・ソナタ／ドビュッシー…ヴァイオリン･ソナタ 他

90 大阪市立総合生涯学習センター

3月13日

19:00 クァルテットのたのしみNo.137《松永みどり弦楽四重奏団》

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第1番／弦楽四重奏曲のための《大フーガ》

91 大阪市立総合生涯学習センター

5月10日

19:00 クヮルテットのたのしみNo.138《松永みどり弦楽四重奏団》

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第3番／同第16番

92 大阪市立総合生涯学習センター

7月5日

19:00 クヮルテットのたのしみNo.139《松永みどり弦楽四重奏団》

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第4番／同第15番

93 大阪市立総合生涯学習センター

9月21日

19:00 クヮルテットのたのしみNo.140《松永みどり弦楽四重奏団》

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第5番／同第14番

94 大阪市立総合生涯学習センター

11月8日

19:00 クヮルテットのたのしみNo.141《松永みどり弦楽四重奏団》

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第6番／同第13番

95 大阪市立鶴見区民センター（小）

10月28日

14:00 新實紗季cl＆野島玲菜sax《管楽器の魅力》

小田裕介p 泉里佳p

アラカルト

cl,sax,p2

ボルン：カルメン幻想曲、ピアソラ：タンゴ、モーツァルト：クラリネット協奏曲より第２・３楽章、グノー：アヴェ・マリア 他

14:00 エルサレム弦楽四重奏団

エルサレム弦楽四重奏団

四・外

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第78番《日の出》、ショスタコーヴィチ…弦楽四重奏曲第1番／ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》

96 貝塚市民文化会館コスモスシアター

2月4日

曲目不詳

貴志康一：竹取物語/龍/かもめ/天の原/富士山、サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、ドヴォルザーク：歌劇《ルサルカ》より「月の歌」 他

97 貝塚市民文化会館コスモスシアター（中）

12月4日

19:00 レオニド・コルキン トランペット・リサイタル

ウラジミル・パラモーノフp

二・外

tp,p

モーツァルト：歌劇《魔笛》より「夜の女王のアリア」、Ｎ・ロッソ：夜空のトランペット、上を向いて歩こう/聖者の行進/クリスマス・メドレー 他

98 学園前ホール

8月16日

11:00 ラ・ストラーダ キッズ・コンサートVol.5

金関環、安野英之 他

二・外

vn,vc

チャイコフスキー…バレエ《くるみ割り人形》より／J・シュトラウスⅡ…ワルツ《春の声》／ピアソラ…リベルタンゴ 他

99 加古川ウェルネスパークアラベスクホール

9月30日

15:00 クァルテット・リゾナンツァ

白井篤 中村弓子 小野聡 山内俊輔

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第67番《ひばり》／ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第10番《ハープ》／グリーグ…弦楽四重奏曲

100 カトリック夙川教会

6月11日

19:00 フライブルクの風～リュートとリコーダーによるバロック音楽への誘い

クリスチャン・ツィンマーマン 田村義一

二

lut,bfl

ヘンデル…ソナタイ短調／J・S・バッハ…フーガト短調／ヴァイス…クーラントとジーク

101 かやぶき音楽堂

5月26日

11:00 ザイラー・ピアノ・デュオ《初夏のかやぶきコンサート》

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

p2

フランク：交響曲、ドヴォルザーク：ユモレスク、モーツァルト：変奏曲 他

102 かやぶき音楽堂

5月26日

15:00 ザイラー・ピアノ・デュオ《初夏のかやぶきコンサート》

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

p2

フランク：交響曲、ドヴォルザーク：ユモレスク、モーツァルト：変奏曲 他

103 かやぶき音楽堂

6月2日

11:00 ザイラー・ピアノ・デュオ《初夏のかやぶきコンサート》

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

ｐ2

ドヴォルザーク：ユモレスク、モーツァルト：変奏曲 他

104 かやぶき音楽堂

6月2日

15:00 ザイラー・ピアノ・デュオ《初夏のかやぶきコンサート》

エルンスト・Ｆ・ザイラー カズコ・Ｍ・ザイラー

ピアノデュオ

ｐ2

ドヴォルザーク：ユモレスク、モーツァルト：変奏曲 他

14:00 川西音楽家協会定期演奏会《名曲でたどる音楽の旅》

阪上美菜子Ｓ 森田純子fl 奥村真理＆池田洋子（pデュオ） 他

二

16:30 第10回サロンコンサートｉｎ神戸

磯貝俊幸fl 山本奈央子p

二

105 川西市文化会館みつなかホール
106 喫茶アマデウス

11月3日
8月5日

カッチーニ：麗しのアマリリ、モーツァルト：フルート・ソナタ第４番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、リスト：ハンガリー狂詩曲第２番 他

fl,p

モーツァルト：アンダンテ、ドヴォルザーク：ユモレスク、エルガー：愛の挨拶、ピアソラ：リベルタンゴ/忘却 他

107 京都芸術劇場春秋座

1月27日

15:00 春秋座アンサンブル・シリーズ第５回《語らいあう弦の響き》

森裕子 長岡京室内アンサンブルメンバー

アラカルト

108 京都芸術センター講堂

6月10日

14:00 モーツァルトに会いたい・２《ピアノ・トリオ》

岸邊百百雄 河野文昭 河野美砂子

三

vn,vc,p

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第3番／同4番／同第5番／三重奏曲断章K442

109 京都コンサートホール

2月4日

14:00 レーヴ弦楽四重奏団演奏会

レーヴ弦楽四重奏団

四・外

vn2,va,vc

クーラウ…弦楽四重奏曲／グリーグ…弦楽四重奏曲／ニールセン…弦楽四重奏曲

110 京都コンサートホール

3月9日

19:00 ラ・ビッシュ・アンサンブル《室内楽の夕べ》

111 京都コンサートホール

8月16日

15:00 07大文字国際交流音楽祭《室内楽の至宝》

ジェラール・プーレ 澤和樹 田島まり子 元渕舞 イーサン・キム 辻本玲 青柳晋 五

vn3,va,vc2,p

フランク…ピアノ五重奏曲／シューベルト…弦楽五重奏曲

112 京都コンサートホール

10月5日

19:00 チャリティ・クラシック・コンサート

佐藤俊介、横坂源、菊池洋子

三

vn,vc,p

J・S・バッハ…無伴奏チェロ組曲第1番より／ラヴェル…ツィガーヌ／チャイコフスキー…ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の想い出のために》 他

113 京都コンサートホール

10月20日

19:00 クーベリック・トリオ

石川静、カレル・フィアラ、クヴィタ・ビリンスカ

三・外

vn,vc,p

ラフマニノフ…ピアノ三重奏曲第1番《悲しみの三重奏曲》／武中淳彦…ピアノ三重奏曲第2番《藍のソナタ》／ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第7番《大公》

114 京都コンサートホール

11月11日

14:00 ザグレブ弦楽四重奏団＆笠原純子

ザグレブ弦楽四重奏団、笠原純子

五・外

115 京都コンサートホール

11月17日

14:00 コスモポリタン・タイムスVol.2〈フランス〉エスプリの体現

カルテット・スピリタス

四

曲目不詳

アラカルト

ヴィット…七重奏曲／アイネム…ねずみとビーバーと熊のセレナード／コダーイ…セレナードop12 他

シューベルト…弦楽四重奏曲第13番《ロザムンデ》／ラフマニノフ…ピアノ三重奏曲第1番《悲しみの三重奏曲》／ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81
デザンクロ…サクソフォーン四重奏曲／ガーシュイン…ラプソディ・イン・ブルー／サンジュレ…四重奏曲第1番 他

116 京都コンサートホール（小）

3月10日

19:00 柴田真由美フルート・リサイタル

谷口朋子vn 水野雅子p

二、三

fl,vn,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：《音楽の捧げ物》よりトリオ・ソナタ、ケクラン：フルート・ソナタ、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番（フルート版） 他

117 京都コンサートホール（小）

4月26日

19:00 奏明会コンサートvol.28～兵庫県出身の東京芸術大学生＆卒業生による

田村安祐美vn 田村安紗美vn 森夕希子p

アラカルト

vn2,pf

ベルワルド：２台のヴァイオリンのための協奏曲風二重奏曲、岡田加津子：ずいずいずっころばし随意21変化、サラサーテ：ナバーラop33 他

118 京都コンサートホール（小）

5月19日

13:30 川畠成道vn スプリング・ツアー2007

アンソニー・ヒューイットp

二

vn,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番、ラヴェル：ツィガーヌ 他（以上1：30）

119 京都コンサートホール（小）

5月19日

17:00 川畠成道vn スプリング・ツアー2007

アンソニー・ヒューイットp

二

vn,p

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ≪悪魔のトリル≫、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第４０番、カッチーニ：アヴェ・マリア 他

120 京都コンサートホール（小）

6月5日

19:00 石井啓一郎ヴァイオリン・リサイタル

石井啓子ｐ

二

vn,p

ヘンデル：ヴァイオリン・ソナタ第１番、フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第２番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第２番 他

121 京都コンサートホール（小）

6月14日

19:00 京響メンバーによるブラス・アンサンブルの夕べ

宅間斉per

アラカルト

122 京都コンサートホール（小）

6月15日

19:00 テオフィリス・トリオ《初夏に》

アルバート・ロト、マーク・ゴトーニ、水谷川優子

三

p,vn,vc

シューベルト…ノットゥルノ／ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番／ドヴォルザーク…ピアノ三重奏曲第3番

123 京都コンサートホール（小）

7月6日

19:00 ファゴット・ジャンクション

ローラン・ルフェーブル 井村裕美 上野健 小川慧巳 中野陽一朗（ｆｇ） 他

アラカルト

fg

サン＝サーンス：ファゴット・ソナタ、ブトリー：アンテルフェランスⅠ、シューベルト（中川良平編）：アルペジオーネ・ソナタ 他

124 京都コンサートホール（小）

7月13日

19:00 高木知寿子ピアノ・トリオの夕べ～ワルシャワ・フィル コンサートマスターを迎えて

ピオトル・ツェギエルスキー、カジミール・コシュラーチュ

三

vn,vc,p

ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第3番、キクタ…エレジー、ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番

125 京都コンサートホール（小）

7月29日

13:45 アンサンブルの楽しみ～ワルシャワ・フィル コンサートマスターを迎えて

菊川みどり、山内文、柳原陽子、菊池逸子、ピオトル・ツェギエルスキー、カジミール・コシュラーチュ

三

vn,va,vc,p

ドビュッシー…ピアノ三重奏曲、グリンカ…悲愴三重奏曲、ベートーヴェン…三重奏のためのセレナード 他

126 京都コンサートホール（小）

10月26日

19:00 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル

吉武雅子p

二

vn,p

アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌、ブラームス（ヨアヒム編）：ハンガリー舞曲第１番、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、ポルムベルク：望郷のバラード 他

ピアノデュオ

p2

ドビュッシー：小組曲、ガーシュウィン：ポーギーとベス幻想曲より、チャイコフスキー：花のワルツ 他

127 京都府中丹文化会館

6月24日

14:00 羽田健太郎ピアノ・デュオ・ファンタジーwith高橋多佳子p

パーセル：劇音楽＜アブデラザール＞組曲、ヘーゼル：もう3匹の猫、ハワース編：グリーンスリーヴズ 他

128 京都府立府民ホールアルティ

2月4日

14:00 きょうと金管五重奏団コンサート

菊本和昭、福田祐司、水無瀬一成、松田洋介、越智洋平

五

tp,hrn,tb,tub

ヴェルディ…歌劇《アイーダ》より「凱旋行進曲」／ベートーヴェン…交響曲第9番《合唱》より／デューク・エリントン…A列車で行こう

129 京都府立府民ホールアルティ

2月11日

14:30 井上まゆみピアノ・トリオ演奏会《春の会》

日比浩一、雨田一孝、井上まゆみ

三

vn,vc,p

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…ピアノ三重奏曲第1番

130 京都府立府民ホールアルティ

3月17日

14:00 長谷川陽子チェロ・リサイタル

仲道祐子p

二

vc,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第5番、成田為三（林光編）：浜辺の歌、ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ、ブラームス：チェロ・ソナタ第１番 他

131 京都府立府民ホールアルティ

3月30日

19:00 京都アルティ弦楽四重奏団第１０回公演

豊嶋泰嗣、矢部達哉、川本嘉子、上村昇

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第1番／ヴェーベルン…弦楽四重奏曲／シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と少女》

132 京都府立府民ホールアルティ

5月12日

19:00 山高良子マリンバ・コンサート

村田理津子p

二

mrb,p

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、ファリャ：火祭りの踊り、山高卓人：竜安寺の石庭、弘田龍太郎：叱られてパラフレーズ 他

133 京都府立府民ホールアルティ

6月2日

15:00 古川展生vc×山本修cb《Ａｌｏｎｅ～そして２人》

二

vc,cb

ソリマ：アローン、バリエール：チェロとコントラバスのためのソナタ、エミール・タバコフ：Ｍｏｔｉｖｙ 他

134 京都府立府民ホールアルティ

6月9日

14:00 チプリアン・マリネスク＆深尾憲一 デュオ・リサイタル

チプリアン・マリネスク、深尾憲一

二

vn,p

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第6番／シューベルト…ヴァイオリンとピアノのための二重奏曲／Ｒ・シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ

135 京都府立府民ホールアルティ

6月10日

14:00 クァルテット・エクセルシオ第３回京都定期演奏会

西野ゆか、山田百子、吉田有紀子、大友肇

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第1番／同第16番／バルトーク…弦楽四重奏曲第5番

136 京都府立府民ホールアルティ

6月13日

19:00 須川展也サクソフォーン・リサイタル

宮谷理香ｐ

二

sax,p

ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー/サマータイム、ピアソラ：アディオス・ノニーノ/リベルタンゴ、ラヴェル：クープランの墓 他

137 京都府立府民ホールアルティ

6月16日

15:00 水野雅子＆大嶋義実 デュオ・リサイタル

水野雅子、大嶋義実

二

p,fl

D・スカルラッティ…ソナタK81、380、381、24／J・S・バッハ…フルートとチェンバロのためのソナタ第1番／ボルン…カルメン幻想曲 他

138 京都府立府民ホールアルティ

6月28日

19:00 アンサンブル・アンフィニ・コンサート

西尾牧子、高村明代、松村衣里

三

fl,va,hp

ドビュッシー…牧神の午後への前奏曲／フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ／ダマーズ…トリオ／武満徹…そしてそれが風であることを知った 他

139 京都府立府民ホールアルティ

7月6日

19:00 黒川侑ヴァイオリン・リサイタル

上田晴子ｐ

二

vn,p

シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第１番、サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

140 京都府立府民ホールアルティ

7月28日

14:30 生島繁クラリネット・リサイタル

パトリック・ジグマノフスキー

二

cl,p

シューマン…幻想小品集op73、プーランク…クラリネット・ソナタ、ピアソラ…鮫／オブリビオン 他

141 京都府立府民ホールアルティ

9月16日

14:00 堀米ゆず子ヴァイオリン・ワークス２《音楽の旅～叙情を求めて》

野平一郎p

二

vn,p

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのための二重奏曲、権代敦彦：永遠の賛歌、エネスコ：ヴァイオリン・ソナタ第３番《ルーマニアの民族様式で》

142 京都府立府民ホールアルティ

9月22日

15:00 京都アルティ弦楽四重奏団第１１回公演

京都アルティ弦楽四重奏団

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第13番《大フーガ付》／シューベルト…弦楽四重奏曲第15番

143 京都府立府民ホールアルティ

10月20日

19:00 佐久間由美子＆中川佳子 フルート・デュオ・コンサート

津田大介p

二、三

fl2,p

テレマン：スケルツォ第２番、ドップラー：華麗なるワルツ、ジョリヴェ：５つの呪文より、ヒンデミット：カノン風ソナチネ 他

144 京都府立府民ホールアルティ

10月25日

19:00 マリアーナ・シルブ＆坪井真理子 デュオ・リサイタル

マリアーナ・シルブ、坪井真理子

二

vn,p

ヴィターリ…シャコンヌ／ベートーヴェン…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／モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第25番

145 京都府立府民ホールアルティ

11月2日

19:00 インジフ・パズデラ＆志村泉 デュオ・リサイタル

インジフ・パズデラ、志村泉

二

vn,p

フランク…ヴァイオリン・ソナタ／ショーソン…詩曲／スメタナ…わが故郷より／林光…ラプソディー

146 京都府立府民ホールアルティ

11月28日

19:00 山本裕樹ヴァイオリン・リサイタル

西脇千花p

二

vn,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第８番、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第２番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第１番 他

147 京都府立府民ホールアルティ

12月7日

19:00 塩見裕子ヴァイオリン・リサイタル

河野美砂子p

二

vn,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：ヴァイオリンソナタ第１番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番、ファリャ（クライスラー編）：スペイン舞曲、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

148 京都府立府民ホールアルティ

12月8日

14:30 耳のためのチャリティ・コンサート

松浦梨沙vn 塩見亮p 上田明美p 小木谷好美Ｓ 他

アラカルト

サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、アレンスキー：２台のピアノのための組曲より第２番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第２番、ファリャ：７つのスペイン民謡 他

19:00 京都フィルハーモニー室内合奏団室内楽コンサート

京都フィルハーモニー室内合奏団

三

プロコフィエフ…ヘブライの主題による序曲／カサド…ピアノ三重奏曲より／伊福部昭…《アイヌ叙情詩による体牧歌》より 他

149 京都府立文化博物館別館ホール

2月2日

150 甲東ホール

2月25日

19:00 ダンスリー・ルネサンス合奏団隔月例会No.103

ダンスリー･ルネサンス合奏団

アラカルト

151 神戸学院大学メモリアルホール

5月12日

15:00 四方恭子・水野信行・水野紀子 トリオの午後

四方恭子、水野信行、水野紀子

三

vn,hrn,p

チャイコフスキー…なつかしい土地の想い出／ブラームス…ホルン三重奏曲 他

152 神戸学院大学メモリアルホール

11月3日

16:00 林泉弦楽四重奏団《ベートーヴェン・ツィクルス7》

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12番／同第13番

153 神戸学院大学メモリアルホール

12月1日

15:00 仲道郁代＆長谷川陽子 デュオの午後

仲道郁代、長谷川陽子

二

p,vc

J・S・バッハ…無伴奏チェロ組曲第6番／ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第3番／ブラームス…チェロ・ソナタ第2番

154 神戸市産業振興センターホール

10月22日

18:30 伊藤友美コントラバス・リサイタル

丸山聡美p 長谷川悟cb 松村和美vc

三

vc,cb2,p

ボッテジーニ：パッショーネ・アモローソ/序奏とガヴォット/エレジー、ロッシーニ：チェロとコントラバスのための二重奏曲 他

暁の歌 他

155 神戸新聞松方ホール

2月10日

18:00 エルサレム弦楽四重奏団

エルサレム弦楽四重奏団

四・外

vn2,va,vc

ショスタコーヴィチ…弦楽四重奏曲第1番／同第12番／同第8番

156 神戸新聞松方ホール

2月22日

19:00 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル

吉武雅子p

二

vn,p

フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番、イギリス民謡：グリーンスリーヴズ、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第３番、ポルムベスク：望郷のバラード 他

157 神戸新聞松方ホール

3月17日

15:00 中野振一郎cem＆高田泰治（フォルテp）デュオ～バッハ家に鳴り響いた二つの鍵盤楽器

二

cem,フォルテp

Ｊ・Ｃ・バッハ：２台のチェンバロのためのソナタ ト長調、Ｊ・Ｓ・バッハ：２台のチェンバロのための協奏曲ハ長調、Ｗ・Ｆ・バッハ：２台のチェンバロのための協奏曲 他

158 神戸新聞松方ホール

3月28日

19:00 フリッツ・ドレシャル＆後藤泉デュオ・リサイタル

フリッツ・ドレシャル、後藤泉

二

vc,p

シューベルト…アルペジオーネ・ソナタ／ブラームス…チェロ・ソナタ／シューマン…民謡風の5つの小品

159 神戸新聞松方ホール

3月31日

18:00 小栗まち絵ヴァイオリン・リサイタル

児嶋一江p

二

vn,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタＢＷＶ1021、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番、貴志康一：花見/竹取物語、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第２番 他

160 神戸新聞松方ホール

4月7日

15:00 奏明会コンサートvol.28～兵庫県出身の東京芸術大学生＆卒業生による

川瀬礼実子fl 加納久仁子p 佐藤大樹sax 土田寿彦vc 渡邊一穀cl 他

アラカルト

161 神戸新聞松方ホール

4月13日

19:00 閻杰（エンキ）中国琵琶コンサート

宮川真由美p

二

琵琶,p

Ｇ線上のアリア/リベルタンゴ/トルコ行進曲/大地の響 他

162 神戸新聞松方ホール

5月18日

19:00 川畠成道vn スプリング・ツアー2007

アンソニー・ヒューイットp

二

vn,p

曲目不詳

163 神戸新聞松方ホール

5月20日

15:00 ミハル・カニュカ＆伊藤ルミ スーパーデュオ

ミハル・カニュカ、伊藤ルミ

二

vc,p

ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第3番／フランク…チェロ・ソナタ／チャイコフスキー…ロココ風の主題による変奏曲

164 神戸新聞松方ホール

5月21日

11:00 モービング・コンサートＮｏ．5《安藤史子フルート・リサイタル》

山口博明p

二

fl,p

サン＝サーンス：白鳥、エルガー：朝の歌、ハチャトゥリアン：剣の舞、サラサーテ：カルメン幻想曲 他

165 神戸新聞松方ホール

6月2日

18:30 ザ・ブラス・スカラーズ《音楽の積み木》

坂岡裕志（ユーフォニアム） 岸本浩治hrn 喜井宏tb 上野元久tub 横田健徳tp 中島真tp

六

tp2,hrn,ユーフォニア
ム,tb,tub

不詳

166 神戸新聞松方ホール

6月8日

19:15 ジュリアード弦楽四重奏団

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

モーツァルト…弦楽四重奏曲第19番《不協和音》、バルトーク…弦楽四重奏曲第3番／シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と少女》

167 神戸新聞松方ホール

6月15日

19:00 ＫＯＢＵＤＯ～尺八、チェロ、ピアノ、ロマンティック・コンサート

藤原道山（尺八） 妹尾武ｐ 古川展生vc

三

尺八,vc,p

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番第２楽章より、カタロニア民謡：鳥の歌、妹尾武：ＳＡＳＵＫＥ、藤原道山：瀧 他

168 神戸新聞松方ホール

7月11日

19:00 アレッサンドロ・カルボナーレ クラリネット・リサイタル

黒田亜樹ｐ

二・外

cl,p

シューマン：幻想小曲集ｏｐ73、バッシ：《椿姫》による変奏曲、田村文生：クラリネットとピアノのための委嘱新作、ガーシュウィンによるヴァリエーション・コレクション 他

169 神戸新聞松方ホール

7月19日

19:00 菊本和昭トランペット・リサイタル

沓掛ホッとブラザーズ（佐竹裕介p 瀬泰幸b 安田直己ds）

四

tp,b,ds,p

イウェイゼン：トランペット・ソナタ、Ｇ・ダグラス：この素晴らしい世界、バーンスタイン：《ウェスト・サイド・ストーリー》より、カーペンターズ・メドレー 他

170 神戸新聞松方ホール

9月22日

15:00 高嶋ちさ子vn ハートフル・コンサート

江口心一vn 藤満健p

二、三

vn2,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、エルガー：愛の挨拶、カッチーニ：アヴェ・マリア、マスネ：タイスの瞑想曲 他

171 神戸新聞松方ホール

10月12日

19:00 ジェームズ・ゴールウェイ フルート・リサイタル

ジニー・ゴールウェイfl フィリップ・モルp

二・外

fl2,p

モーツァルト：ソナタＫ376（原曲ヴァイオリン・ソナタ第32番）、バッツィーニ：妖精の踊り、ゴダール：３つの小品による組曲、ドップラー：プラハの思い出 他

172 神戸新聞松方ホール

10月19日

19:00 北浦洋子＆上田晴子 デュオの夕べ

北浦洋子、上田晴子

二

vn,p

ルクレール…ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ第3番／シューベルト…幻想曲D934／プーランク…ヴァイオリン・ソナタ／サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン

173 神戸新聞松方ホール

11月27日

19:15 堀米ゆず子＆アブデル＝ラーマン・エル＝バシャ

堀米ゆず子、アブデル＝ラーマン・エル＝バシャ

二

vn,p

ベートーヴェン…ヴァイオリン･ソナタ第6番／同第7番／同第8番

174 神戸新聞松方ホール

12月12日

11:00 モーニング・コンサートNo.7《愛の夢～ピアノとチェロの二重奏》

山口博明、山口真由美

二

p,vc

サン＝サーンス…白鳥／フォーレ…夢のあとに／チェロ･ソナタ第2番／リスト…愛の夢／クライスラー（ラフマニノフ編）…愛の悲しみ

175 神戸バプティスト教会

1月13日

15:00 第８回サロンコンサートin神戸

大塚由貴、池村桂子、藤井快哉

三

fl,vc,pf

ショパン･･･序奏と華麗なるポロネーズ、ヴィラ＝ロボス…ザ・ジェットホイッスル、ウェーバー…フルート、チェロとピアノのための三重奏曲 他

15:00 ベルリン・フィル八重奏団

ベルリン・フィル八重奏団

八・外

加納久仁子：フルートとピアノのための４つの小品、ミヨー：スカラムーシュ、ブラームス：チェロ・ソナタ第１番 他

176 神戸文化ホール

1月8日

177 神戸文化ホール

2月27日

19:00 N響メンバーによる室内合奏団

堀正文、田部京子他

五

vn,p

シューマン…ピアノ五重奏曲

178 神戸文化ホール

8月26日

13:30 華麗なるマリンバの響きVol.14

佐々木達夫 ネイ・ロサウロ 佐藤梨栄 広沢園子（以上mrb） 他

アラカルト

ｍｒｂ

Ｊ・ウィリアムズ：「レイダース・失われたアーク」より、エルガー《威風堂々》第１番、モーツァルト：ディヴェルティメントＫ136、ロサウロ：ブラジリアン・ファンタジー 他

179 ザ・シンフォニーホール

2月11日

14:00 レ・ヴァン・フランセ

エマニュエル・パユ、フランソワ・ルルー、ポール・メイエ 他

五、六･外

fl,ob,cl,hrn,p,p

ティエリー・エスケシュ…新作（日本初演）／ベートーヴェン…ピアノと管楽のための五重奏曲／プーランク…ピアノと管楽のための六重奏曲 他

180 ザ・シンフォニーホール

2月18日

14:00 前橋汀子ヴァイオリン名曲選

加藤洋之p

二

vn,p

クライスラー：愛の喜び、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第２番よりシャコンヌ 他

モーツァルト…ホルン五重奏曲、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》、ベートーヴェン…7重奏曲

181 ザ・シンフォニーホール

2月28日

182 ザ・シンフォニーホール

6月1日

19:00 青砥華ヴァイオリン・リサイタル

岡原慎也p

二

vn,p

ルクレール：ヴァイオリン・ソナタ第３番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第１０番、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 他

19:00 五嶋みどり＆ロバート・マクドナルド デュオ・リサイタル

五嶋みどり、ロバート・マクドナルド

二

vn,p

183 ザ・シンフォニーホール

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第3番／J・S・バッハ…無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番／ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ／ラヴェル…ツィガーヌ 他

7月15日

14:00 千住真理子vn ドルチェ

藤井一興ｐ

二

vn,p

パッヘルベル：カノン、ドビュッシー：月の光、ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、リスト：愛の夢、ブラームス：ハンガリー舞曲第５番 他

184 ザ・シンフォニーホール

10月8日

14:00 海野義雄・堤剛・中村紘子 トリオ

海野義雄、堤剛、中村紘子

三

vn,vc,p

メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第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想い出のために》

185 ザ・シンフォニーホール

10月15日

19:00 イツァーク・パールマン ヴァイオリン・リサイタル

ロハン・デ・シルヴァp

二・外

vn,p

シューベルト：ロンドＤ895、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ、シューマン：幻想小曲集op73 他

186 ザ・シンフォニーホール

10月28日

14:00 カール・ライスター クラリネット・リサイタル

土居知子p 加藤知子vn 三浦章広vn 川本嘉子va 山崎伸子vc

二・外

cl,vn2,va,vc,p

Ｒ・シュトラウス：ロマンス、シューベルト：歌曲集「美しき水車小屋の娘」より「知りたがる男」、マスネ：タイスの瞑想曲、モーツァルト：クラリネット五重奏曲 他

187 ザ・シンフォニーホール

10月31日

19:00 ミッシャ・マイスキー チェロ・リサイタル

（伴奏者名不記載）

二・外

vc,p

ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ、ラフマニノフ：ヴォカリーズ、チャイコフスキー：ただ憧れを知る人だけが、グリンカ：ひばり 他

188 ザ・パレスサイドホテル京都２Ｆ

10月20日

19:00 ソロ・デュオ「綾・研」20周年記念・パリ公演記念コンサート

斎藤綾子、井手元研一

二

vn,vc

オネゲル…ヴァイオリンとチェロのためのソナチネ／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12番／J・S・バッハ…無伴奏チェロ組曲第6番 他

189 ザ・フェニックスホール

2月3日

18:00 馬渕昌子ヴィオラ・リサイタル

小坂圭太p

二

va,p

シューマン：おとぎの絵本、ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ、ショスタコーヴィチ：ヴィオラ・ソナタ 他

190 ザ・フェニックスホール

2月5日

19:00 田中靖人サクソフォーン・リサイタルwith前田綾子fl

白石光隆p

三

sax,fl,p

デュポワ：ディヴェルティメント、長生淳：天国の月/アイリスの花束、ビゼー：カルメン・パラフレーズ

191 ザ・フェニックスホール

2月8日

19:00 カトリーナ・マッケイ（スコティッシュhp）＆クリス・スタウト（フィドル）

二・外

スコティッシュhp,フィドル スマグラーズ/白鳥船/グリーンランドの唄/浅瀬の岩 他

192 ザ・フェニックスホール

2月11日

13:30 楽 ことば 心 その２

佐々木真、河野美砂子、永田和宏

二

fl,p

R・シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ／モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第34番 他

193 ザ・フェニックスホール

2月21日

18:30 ルドヴィート・カンタ チェロ・リサイタル

ノルベルト・ヘラーp

二・外

vc,p

ベートーヴェン：チェロソナタ全５曲

194 ザ・フェニックスホール

3月5日

19:00 トビリシ弦楽四重奏団

ギオルギ・ハブアゼ、チブリアン・マリネスク、ザザ・ゴグア、ギア・ケオシヴィリ

四・外

vn2,va,vc

ギア・カンチェリ…弦楽四重奏曲《夜の祈り》／スルハン・ツィンツァゼ…弦楽四重奏のための組曲・小品集より 他

195 ザ・フェニックスホール

3月12日

19:00 上田浩子＆藤井快哉 Clarinet Fusion

上田浩子、藤井快哉

二

cl,p

フィンヅィ…５つのバガデル／コーカイ…4つのハンガリー舞曲／ショーソン…アンダンテとアレグロ／ムチンスキ…タイム・ビーゼズ 他

196 ザ・フェニックスホール

3月16日

14:00 ティータイム・コンサート第57回《宮田大vc＆沼澤淑音p》

鈴木慎崇p

二、三

vc,p2

カサド：親愛なる言葉、ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ第２番 他

197 ザ・フェニックスホール

3月20日

19:00 赤坂達三クラリネット・リサイタル

浦壁信二p

二

cl,p

ドビュッシー：クラリネットのための狂詩曲第１番、ピアソラ：リベルタンゴ、グリーグ：劇音楽《ペール・ギュント》組曲より 他

198 ザ・フェニックスホール

4月1日

14:30 片野可八子＆片野涼子デュオ・リサイタル

片野可八子、片野涼子

二

vn,p

ヘンデル…ヴァイオリン・ソナタ第4番／グリーグ…ヴァイオリン・ソナタ第3番／プロコフィエフ…ヴァイオリン・ソナタ第2番

199 ザ・フェニックスホール

4月11日

19:00 ガブリエル・ピアノ四重奏団

金子陽子、フランソワ・ソシャール、マルク・デスモン、ルノー・ギユー

四・外

p,vn,va,vc

ブラームス…ピアノ四重奏曲第1番／フォーレ…ピアノ三重奏曲／サン＝サーンス…ピアノ四重奏曲

200 ザ・フェニックスホール

4月13日

19:00 松田理奈ヴァイオリン・リサイタル

鈴木慎崇p

二

vn,p

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２番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、ラヴェル：ツィガーヌ

201 ザ・フェニックスホール

4月14日

18:00 中山和子p＆中山房子（ob・Enghrn）デュオ・リサイタル

二

ob,enghrn,p

プロコフィエフ：《ロメオとジュリエット》より、パスクッリ：オマージュ・ベルリーニ、テレマン：12の幻想曲より第７番

202 ザ・フェニックスホール

4月21日

19:00 宇宿真紀子＆宇宿直彰ソロ＆デュオコンサート

宇宿真紀子、宇宿直彰

二

p,vc

フォーレ…夢のあとに／J・S・バッハ…無伴奏チェロ組曲第5番／ショパン…バラード第４番／ラフマニノフ…チェロ・ソナタ 他

203 ザ・フェニックスホール

5月13日

14:00 小川友子ピアノ室内楽シリーズ３《煌めきのトリオ》

小川友子、小森谷巧、唐沢安岐奈

三

p,vn,vc

ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第4番《街の歌》／チャイコフスキー…ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の想い出のために》

204 ザ・フェニックスホール

5月16日

19:00 ヴィオラスペース2007大阪

今井信子va 店村眞積va 小栗まち絵vn 野平一郎p 他

アラカルト

205 ザ・フェニックスホール

5月20日

14:00 北村英樹第２回ギターリサイタル

String Quartete'プリマベラ' 木村美佐子VN

アラカルト

vn3,va,vc,g

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、タルレガ：アルハンブラの想い出、Ｊ・Ｓ・バッハ：シャコンヌ 他

206 ザ・フェニックスホール

5月24日

19:00 趙静＆松本和将デュオ・リサイタル

趙静、松本和将

二

vc,p

ブラームス…チェロ・ソナタ第1番／リスト…バラード第2番／吉松隆…プレイアデス舞曲集より／ショパン…チェロ・ソナタ

207 ザ・フェニックスホール

6月30日

18:00 レクチャー・コンサート１５《バルト３国―音楽に織り込まれる自然と人々の声》

いずみシンフォニエッタ大阪アンサンブル、志摩園子

四

208 ザ・フェニックスホール

7月10日

19:00 音楽の翼Vol.9 《現代作品展）

清水信貴fl 斎藤建寛vc 田中勉Ｂｒ 千原英喜ｐ

アラカルト

fl,vc,p,vo

千原英喜：明星/夕星之音取、諸橋玲子：玄-Ｋｕｒｏ 他

209 ザ・フェニックスホール

7月11日

19:00 竹澤恭子vn～デビュー20周年記念リサイタル・シリーズ第１回

江口玲ｐ

二

vn,p

メンデルスゾーン：ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調、ヤナーチェク：ヴァイオリン・ソナタ、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第３番、バルトーク：ラプソディ第２番 他

210 ザ・フェニックスホール

7月12日

19:00 漆原啓子ヴァイオリン・リサイタル

黒田亜樹ｐ

二

vn,p

ヴィターリ：シャコンヌ、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》、ラヴェル：ツィガーヌ 他

211 ザ・フェニックスホール

7月25日

19:00 池上英樹per＆岡本麻子デュオ・コンサート

二

per,p

林光：トッカータ、ケヴィン・ヴォラン：小さな毛布にくるまった少女、久留智之：トラヴェラーズ、福士則夫：シリカ 他

212 ザ・フェニックスホール

8月17日

11:00 ラ・ストラーダ キッズ・コンサートVol.5

金関環、安野英之 他

二・外

vn,vc

チャイコフスキー…バレエ《くるみ割り人形》より／J・シュトラウスⅡ…ワルツ《春の声》／ピアソラ…リベルタンゴ 他

213 ザ・フェニックスホール

8月24日

19:00 クレモン・デュフー フルート・リサイタル

浦壁信二p

二・外

fl,p

不詳

214 ザ・フェニックスホール

9月26日

19:00 ドビュッシー弦楽四重奏団

クリストフ・コレット、アンヌ・メニエル、ヴァンサン・デュプレ、アラン・ブルニエ

四・外

vn2,va,vc

ダンディ…弦楽四重奏曲第2番／ミヨー…弦楽四重奏曲第4番／ドビュッシー…弦楽四重奏曲

215 ザ・フェニックスホール

9月27日

19:00 ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン管楽ゾリスデン

216 ザ・フェニックスホール

9月29日

15:30 トリオミンストレル コンサート・ツアー大阪公演

木野雅之、小川剛一郎、北住淳

三

vn,vc,p

ドビュッシー…ミンストレル／ピアソラ…《ブエノスアイレスの四季》より「冬」／ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番 他

217 ザ・フェニックスホール

9月29日

19:00 トリオミンストレル コンサート・ツアー大阪公演

木野雅之、小川剛一郎、北住淳

三

vn,vc,p

ピアソラ…《ブエノスアイレスの四季》より「春」「夏」「秋」／アディオス・ノニーノ／リベルタンゴ 他

218 ザ・フェニックスホール

10月14日

15:00 安永徹＆市野あゆみ デュオ・リサイタル

安永徹、市野あゆみ

二

vn,p

シューマン…ヴァイオリン･ソナタ第2番／J・S・バッハ…ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第2番／ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第2番

219 ザ・フェニックスホール

10月20日

17:00 Festive Trio

ラデク・バボラーク、竹澤恭子、清水和音

三

hrn,vn,p

ブラームス…ホルン三重奏曲／ベートーヴェン…ホルンとピアノのためのソナタ／グリエール…ホルンとピアノのための小品より 他

220 ザ・フェニックスホール

11月7日

19:00 川口由紀fl＆山崎晶子（テナーホーン）デュオ・リサイタル

関口康裕p

二、三

fl,テナーホーン,p

イウェイゼン：バラード、ドップラー：リギの思い出、ガンヌ：アンダンテとスケルツォ、ゲティケ：コンチェルト・エチュード 他

221 ザ・フェニックスホール

11月8日

19:00 ヤヌス弦楽四重奏団＆中埜ユリコ

ネナド・ダレオレ、フィリップ・ミドルマン、ヴォルフガング・シュティングル、ヘルベルト・ハイム

四・外

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第2番／ブラームス…ピアノ三重奏曲第3番／ショスタコーヴィチ…ピアノ五重奏曲

222 ザ・フェニックスホール

11月18日

14:00 小林苳子ヴァイオリン・リサイタル

森正ｐ

二

vn,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第８番、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、サラサーテ：カルメン幻想曲 他

223 ザ・フェニックスホール

11月21日

19:00 オスカー・イェツィオール ピアノ＆ヴァイオリン・コンサート

村岡陽子vn 山中裕平vn

三・外

vn2,p

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第29番《ハンマークラヴィーア》、ヴィニャフスキ：華麗なるポロネーズ第１番、シマノフスキ：３つのパガニーニのカプリース 他

224 ザ・フェニックスホール

11月29日

19:00 ダヴィデ・フォルミザーノ フルートリサイタル

フィリップ・モルp

二・外

fl,p

プーランク：フルート・ソナタ、サラサーテ：カルメン幻想曲、マルタン：バラード、メシアン：黒つぐみ 他

225 ザ・フェニックスホール

12月3日

19:00 大器への予感～世界に羽ばたくロシアの若き才能たち！

アンドレイ・バスキンvn エリザべータ・スーシェンコvc アルセーニ・アリストフp

ニ・外

vn,vc,p

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、ショパン：即興曲第４番/別れの曲、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ 他

226 ザ・フェニックスホール

12月7日

19:30 平野公崇サクソフォーン・リサイタル

山口研生p

二

sax,p

ヒンデミット（平野編曲）：ヴィオラ・ソナタop11-4、サヴレー：ア・フラン・ド・ボザ、Ｊ・Ｓ・バッハ（平野編曲）：ゴルトベルク変奏曲より 他

227 ザ・フェニックスホール

12月20日

19:00 立花千春fl×前田綾子flの響き

山田武彦p

二、三

fl2,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：管弦楽組曲第２番より「ポロネーズ」「バディネリ」、ビゼー：劇音楽《アルルの女》より、真島俊夫：委嘱作品、長生淳：委嘱作品 他

228 三田市総合文化センター郷の音ホール（小）

11月23日

18:00 トルヴェール・クヮルテット

須川展也、彦坂眞一郎、新井靖志、田中靖人、小柳美奈子

四

sax4,p

不詳

14:00 北浦洋子ヴァイオリン・リサイタル

河内敬子ｐ

二

vn,p

シューベルト：幻想曲Ｄ934、プーランク：ヴァイオリン・ソナタ、ルクレール：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタop9-3、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

藤井快哉p

二

vc,p

ボッケリーニ：チェロ・ソナタ第６番、メンデルスゾーン：協奏的変奏曲、フォーレ：エレジー、林光：《裸の島》の主題によるパラフレーズ 他

二

cl,p

ウェーバー：グランド・デュオ・コンチェルタンテ、スクリャービン：12の練習曲より/ピアノ・ソナタ第４番、ショパン：アンダンテ・スピナートと華麗なる大ポロネーズ 他

川田知子、アレクサンダー・シトコヴェツキー、中島悦子、ヘーデンボルク・直樹、遠藤真理、
ダイアナ・ケトラー、片桐仁美他
川田知子、アレクサンダー・シトコヴェツキー、ラズヴァン・ポポヴィッチ、ヘーデンボルク・直
樹、吉澤京子 他

五

vn3,va,vc2,p,Ms

メンデルスゾーン…弦楽五重奏曲第2番／ワーグナー…歌劇《トリスタンとイゾルデ》より／ヴェーゼンドンクの5つの詩

四

vn2,va,vc,p

ウェーバー…ピアノ四重奏曲／ライネッケ…チェロ･ソナタ第1番／シューマン…ピアノ四重奏曲

吉岡由美、左古典子、畑中真理、田中良美、澤嶋秀昌

五

fl,ob,cl,fg,hrn

イベール…3つの小品／ダンツィ…3つの木管五重奏曲より第1番／リゲティ…6つのバガテル

二

per2

Ｊ・レノン：イマジン、パガニーニ：カプリース、いずみたく：手のひらを太陽に、ハチャトゥリアン：剣の舞

229 シアター・ポシェット

9月9日

230 シアター・ポシェット

9月23日

14:00 池村佳子チェロ・リサイタル

231 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

1月20日

14:00 新暁子cl＆服部愛pジョイントコンサート

232 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

10月6日

14:00 神戸国際芸術祭２００７

10月7日

14:00 神戸国際芸術祭２００７

233 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

西村朗：ヴィオラ独奏のための「鳥の歌」による幻想曲、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、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第２番 他

ヴァスクス…弦楽四重奏曲第2番《夏の歌》／ペルト…弦楽四重のためのフラトレス 他

六・外

モーツァルト…歌劇《ドン・ジョバンニ》より／同《コジ・ファン・トゥッテ》より／同《魔笛》より／ベートーヴェン…六重奏曲op103 他

234 しがぎん経済文化センター

10月24日

18:30 秋の五重奏～やさしき木管の音色

235 しが県民芸術創造館

10月21日

15:00 クリストファー・ハーディ＆新谷祥子パーカッション・デュオ・コンサート

236 高島市文化ホールガリバーホール

10月20日

14:00 ウィーン・ピアノ・デュオ・クトロヴァッツ

エドワード・クトロヴァッツ ヨハネス・クトロヴァッツ

二・外

p2

リスト：交響詩《タッソ・悲劇と勝利》（編曲）、ピアソラ：ブエノスアイレスの四季、ミヨー：スカラムーシュ 他

cl,p

サン＝サーンス…クラリネット・ソナタ／ウェーバー…グランド・デュオ・コンチェルタンテ／ショパン…即興曲第4番《幻想即興曲》 他

237 高槻現代劇場

3月11日

14:00 ポール・ウブラニッツ＆小形美香子デュオ・リサイタル

ポール・ウブラニッツ、小形美香子

二

238 宝塚ベガホール

5月27日

14:00 うぶごえコンサート

鈴木豊人とその仲間たち

アラカルト

239 宝塚ベガホール

6月15日

19:00 花房晴美＆花房真美ピアノ・デュオ・コンサート

240 宝塚ベガホール

11月1日

19:00 ロベルト・ナジ＆倉田真里 デュオ・リサイタル

ロベルト・ナジ、倉田真里

ネリベル…コラールとダンツァ／J・S・バッハ…ブランデンブルク協奏曲第３番より／レスピーギ…リュートのための古風な舞曲とアリア 他

ピアノデュオ

p2

ブラームス：ハンガリー舞曲第1・5番、モーツァルト：２台のピアノのためのソナタ、ミヨー：スカラムーシュ 他

二

vc,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番 他

241 丹波の森公苑ホール

5月20日

15:00 舘野泉のオウンサロ音楽祭in丹波～シベリウス、コルンコルド没後500年記念コンサート

舘野泉、高木和弘、ヤンネ舘野、アドリアン・ズィドゥン 他

アラカルト

vn2,vc,Ms,p,

コルンゴルド…2つのヴァイオリン、チェロと左手ピアノのための組曲／シベリウス…歌曲集《6つの花の歌》より／ピアノ四重奏曲 他

242 中華会館東亜ホール

10月4日

19:00 ドビュッシー弦楽四重奏団

クリストフ・コレット、アンヌ・メニエル、ヴァンサン・デュプレ、アラン・ブルニエ

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第8番／ショスタコーヴィチ…弦楽四重奏曲第12番／ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第10番

243 豊中市民会館アクア文化ホール

9月23日

14:00 荘村清志＆マリア・エステル・グスマン ギター・デュオ・コンサート

二

g2

ファリャ：歌劇《はかなき人生》よりスペイン舞曲第１番、グラナドス：歌劇《ゴイェスカス》間奏曲、ピアソラ：タンゴ組曲 他

244 豊中市民会館アクア文化ホール

11月28日

fl,p

Ｊ・Ｓ・バッハ；フルートとチェンバロのためのソナタ第１番、ベートーヴェン：セレナードop41、ドヴォルザーク：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ 他

19:00 アンドラーシュ・アドリアン フルート・リサイタル

占部由美子p

二・外

245 ドルチェ・アーティストサロン

5月19日

18:30 クローバー・サクソフォン・クヮルテット デビュー・リサイタル

村田裕和、田村真寛、貝沼拓実、坂口大介

四

246 ドルチェ・アーティストサロン

6月13日

19:00 ピアノと木管四重奏の夕べ

武村美穂子、高橋博、中西順、滝本博之、矢崎真理

四

fl,cl,hrn,fg,p

ドヴィエンヌ…フルート、クラリネットとファゴットのための6つの三重奏曲op61-1／リムスキー＝コルサコフ…ピアノと木管のための五重奏曲 他

247 ドルチェ・アーティストサロン

6月17日

15:00 曽根亮一フルート・サロンコンサート

東康子p

二

fl,p

クレメンティ：ソナタ ト長調、ヘンデル：ソナタ ト短調、ジュナン：《リゴレット》の主題による幻想曲 他

248 ドルチェ・アーティストサロン

6月20日

19:00 持田洋フルート・リサイタル

上野真ｐ

二

fl,p

カーター：スクリヴォ・イン・ヴェント、Ｒ・シュトラウス：ソナタ、ドビュッシー：ビリティスの歌、フランク：ソナタ （ソナタはヴァイオリン・ソナタ原曲）

249 ドルチェ・アーティストサロン

6月24日

15:00 西田歩美サクソフォーン・サロンコンサート

中田百合子ｐ

二

sax,p

カプレ：伝説、ブラームス：ソナタ（原曲：クラリネット・ソナタ第２番）、ヒンデミット：アルト・サクソフォーン・ソナタ 他

250 ドルチェ・アーティストサロン

7月3日

19:00 トロンボーン・アンサンブルの楽しみ～オリヴァー・ジーファートｔｂを迎えて

松田洋介、久野泰典、織田貴浩

アラカルト

251 ドルチェ・アーティストサロン

7月11日

252 ドルチェ・アーティストサロン

9月3日

253 ドルチェ・アーティストサロン

9月14日

254 ドルチェ・アーティストサロン
255 ドルチェ・アーティストサロン

19:00 NDNホルン・アンサンブル サロンコンサート

ボザ…アンダンテとスケルツォ／デサンクロ…サクソフォーン四重奏曲／石毛里佳…委嘱作品（初演）／グラズノフ…サクソフォーン四重奏曲 他

不詳

アラカルト

G・ケルコリアン…ホルン六重奏曲、ボブ佐久間…ストリーム、N・チェレプニン…6つの小品 他

19:00 大阪サウンド・コラボVol.18《ロマンへのあこがれ３》

山村茂

四、七

va

ローラ…四重奏曲《セレナータ》／サン＝サーンス…七重奏曲／フォーレ…ピアノ連弾のための組曲《ドリー》／ダンディ…ディヴェルティメントop50

19:00 角田知子＆河野まり子 ジョイント・コンサート

角田知子、河野まり子

二

va,cem

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／C・P・E・バッハ…ヴィオラとチェンバロのためのソナタ ト短調／ラモー…コンセールによるクラヴサン曲集 他

10月24日

19:00 今井亨＆福代珠玉～フルートおしゃべりコンサート

山口真未p

二、三

fl2,p

ドップラー：リゴレット幻想曲、マスネ：タイスの瞑想曲、ショッカー：エアボーン/３つのダンス 他

10月26日

19:00 シンフォニアホルニステン～CD発売記念サロン

須田一之、林伸行、小椋順ニ、広川実

四

256 ドルチェ・アーティストサロン

10月28日

14:00 妹尾寛子＆堀江有希子サクソフォーン・デュオ・コンサート

李明実p

三

sax2,p

メンデルスゾーン：コンツェﾙトシュテュック第２番、グリマル・オルモス：コンチェルティーノ ハ長調、シューマン：幻想小曲集op73

257 ドルチェ・アーティストサロン

11月12日

19:00 神田寛明フルート・サロンコンサート

辻本智美p

二

fl,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28・29番（fl版）、クーラウ：幻想曲38-1、プロコフィエフ：フルート・ソナタ 他

258 ドルチェ・アーティストサロン

11月18日

14:00 トゥジュール・サクソフォン・クァルテット

辻本剛志、森下知子、岩本雄太、山添悟

四

sax4

パスカル…四重奏曲／長生淳…彗星／ルグラン…キャラバンの到着

259 ドルチェ・アーティストサロン

11月24日

18:30 アヴァンセ（フルート三重奏）サロンコンサート

井口知佳、山本結愛、東山愛、竹林秀憲、伊賀美樹子

三、四

fl,p

堀悦子…3本のフルートのための二章／カステレード…フルート吹きの休日／ベルトミュー…猫 他

260 ドルチェ・アーティストサロン

11月28日

19:00 大阪サウンド・コラボ演奏会

山村茂 他

三、四

va

モーツァルト…ディヴェルティメントK137／ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第1番／弦楽四重奏曲第1番／シューベルト…ピアノ連弾ソナタ《グラン・デュオ》

15:00 なら国際音楽アカデミー講師スペシャル・コンサート《室内楽の至宝》

ジェラール・プーレ、若林暢、元渕舞、イーサン・キム、辻本玲、アルバート・ロト 他 五

vn2,va,vc2,p

ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲／シューベルト…弦楽五重奏曲

14:00 川畠成道vn スプリング・ツアー2007

ロデリック・チャドウィックｐ

二

vn,p

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第40番、カッチーニ：アヴェ・マリア 他

19:00 田代美恵子、スタニスラフ・ボグニア＆大野秀樹（ダンス）～珠玉の音楽とダンス

田代美恵子、スタニスラフ・ボグニア、大野秀樹

二

vn,p

フランク…ヴァイオリン･ソナタ／ヴィヴァルディ…ヴァイオリン協奏曲集《四季》

14:00 レオニド・コルキン トランペット・リサイタル

ウラジミル・パラモーノフp

二・外

tp,p

モーツァルト：歌劇《魔笛》より「夜の女王のアリア」、Ｎ・ロッソ：夜空のトランペット、上を向いて歩こう/聖者の行進/クリスマス・メドレー 他

19:00 東京バロックアンサンブル

岡村考二、石橋雅一、藤沢俊樹、大原裕子

四

fl,ob,vc,cem,p

バッハ…アヴェ・マリア／テレマン…オーボエ・ソナタ／バッハ…トリオ・ソナタ／フンメル…ロシアの主題によるトリオ 他

14:00 第３回弘中孝pと子どもたちによるピアノ・デュオ・コンサート

オーディション選出による12人の子どもたち

ピアノデュオ

p

ブラームス：２台のピアノのためのソナタ、グリーグ：ピアノ協奏曲より第１楽章、モーツァルト：２台のピアノのためのソナタ 他

16:00 近藤真理子＆バリント・セーケイ デュオ・リサイタル

近藤真理子、バリント・セーケイ

二

p,vn

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》／ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ／フランク…ヴァイオリン・ソナタ

261 奈良女子大学記念館

8月15日

262 なら100年会館

6月3日

263 なら100年会館

11月11日

264 なら100年会館

12月8日

265 西脇市立音楽ホールアピカホール

2月9日

266 西脇市立音楽ホールアピカホール

11月25日

267 日本盛り酒蔵通り煉瓦館コンサートホール

9月2日

ホミリウス…四重奏曲より／リード…フランス組曲より／オストリング…四重奏曲／ハイドン…四重奏曲 他

268 白沙村荘大画室存古楼

3月11日

16:00 哲学の道プロムナード・コンサート９９

田中靖子、虎谷朋子、山崎緑、森本一人 他

四

cem,fl,vn,vn

ヴィヴァルディ…弦楽のための協奏曲《コンチェルト・アラ・ルスティカ》／フルート協奏曲第３番《ごしきひわ》／J・S・バッハ…ブランデンブルク協奏曲第５番 他

269 白沙村荘大画室存古楼

5月27日

17:00 哲学の道プロムナード・コンサート第１００回《大編成室内楽の神髄》

滝沢誠友、星野則雄、椎井淳一、森本一人、飛田千鶴子、太田道宏、袖下績

八

cl,fg,hrn,vn,va,vc,cb

ベートーヴェン…七重奏曲／シューベルト…八重奏曲

270 白沙村荘大画室存古楼

9月30日

16:00 哲学の道プロムナード・コンサート《２００７秋・フランスからの秋風》

瀬崎紀子、太田道宏

二

p,vc

プーランク…チェロ・ソナタ／サン＝サーンス…アレグロ・アパッショナート／ラヴェル…フォーレの名による子守歌／フォーレ…エレジー／シシリエンヌ 他

271 白沙村荘大画室存古楼

11月3日

16:00 哲学の道プロムナード･コンサート《ピアノ・トリオ名曲シリーズ》

春本佳代、森本一人、太田道宏

三

p,vn,vc

ハイドン…ピアノ三重奏曲第25（39）番／ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第5番《幽霊》／森好美…Nocturne／メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第1番

272 橋本地区公民館

5月27日

14:00 第１回サロンコンサートin和歌山＆橋本サロンコンサート３８

梅本貴子、八段悠子、滝本博之、仲香織

四

cl,cl,fg,p

モーツァルト…2本のクラリネットとファゴットのためのディヴェルティメント／メンデルスゾーン…クラリネットとファゴットのための演奏会用小品 他

273 パルナソスホール

9月29日

15:00 ギタリストたちの饗宴

荘村清志 福田進一 鈴木大介 大萩康司 マリア・エステル・グスマン 渡辺香津美（以上g）

アラカルト

g6

ボッケリーニ：序奏とファンダンゴ、ヴィヴァルディ：コンチェルト・グロッソop3-8、デュアート：アメリカーナ 他

274 パルナソスホール

10月27日

15:00 流れる弓、踊る指先～響き合う弦の森

平尾雅子gmb 金子浩lut 荒木優子 小林瑞葉（以上バロックvn） 西澤誠治（ヴィオローネ）

アラカルト

vn,gmb,lut,ヴィオロー
ヴィヴァルディ：リュート協奏曲ニ長調、ボワモルティエ：ヴィオラ・ダ・ガンバ協奏曲ニ長調、シェンク：ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ イ短調 他
ネ

275 東灘区民センターうはらホール

11月11日

14:00 第16回神戸音楽家協会会員による《神戸からのしらべ》

佐々木美穂Ｓ 尾吉真人p 津田安紀子p 南部靖佳fl 井上麻子sax 他

アラカルト

276 兵庫県公館

2月17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

（ピアニスト不詳）

二・外

vn,p

ショスタコーヴィチ：24の前奏曲より、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ、メンデルスゾーン：無言歌op19-1「甘い思い出」

277 兵庫県立芸術文化センター（大）

2月10日

14:00 マリオ・ブルネロvc＆アンドレア・ルケシーニp デュオ・コンサート

マリオ・ブルネロ、アンドレア・ルケシーニ

二・外

vn,p

ブラームス…チェロ・ソナタ第1番／ラフマニノフ…チェロ・ソナタ 他

278 兵庫県立芸術文化センター（大）

3月24日

14:00 庄司紗矢香＆小菅優デュオ・コンサート

庄司紗矢香、小菅優

二

vn,cl

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》／ピアノ・ソナタ第23番《熱情》／R・シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ／J・S・バッハ…シャコンヌ

279 兵庫県立芸術文化センター（大）

5月19日

14:00 アンサンブル・ウィーン

ライナー・ホーネック、ライムンド・リシー、ペーター・ゲッツェル、ヨーゼフ・ニーダーハマー 四・外

vn2,va,cb

J・シュトラウスⅡ…ワルツ《春の声》／ドヴォルザーク…スラヴ舞曲集より／ツィーラー…ダービーのギャロップ 他

280 兵庫県立芸術文化センター（大）

6月3日

11:30 ワンコイン・コンサート《西本淳一ホリデー・サクソフォン！》

原田恭子p

二

sax,p

ドビュッシー：ラプソディ、ピアソラ：アディオス・ノニーノ、ガーシュウィン：３つの前奏曲 他

281 兵庫県立芸術文化センター（大）

6月17日

14:00 ダニエル・ミュラー＝ショット チェロ・リサイタル

ロベルト・クーレックｐ

二・外

vc,p

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第３番、シューマン（ミュラー＝ショット編曲）：ヴァイオリン・ソナタ第１番、プロコフィエフ：チェロ・ソナタ

282 兵庫県立芸術文化センター（大）

10月13日

14:00 戸田弥生vn＆野原みどりp ミューズアム・コンサート

樋口裕一（話）

二

vn,p

モーツァルト：キラキラ星変奏曲、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》、ラヴェル：ツィガーヌ 他

283 兵庫県立芸術文化センター（大）

11月17日

18:00 ギドン・クレーメル＆クリスチャン・ツィメルマン

ギドン・クレーメル、クリスチャン・ツィメルマン

二・外

vn,p

ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第2番／同第3番／フランク…ヴァイオリン・ソナタ

284 兵庫県立芸術文化センター（大）

11月18日

15:00 イングリット・フジコ・ヘミング＆マキシム・ヴェンゲーロフ

イングリット・フジコ・ヘミング、マキシム・ヴェンゲーロフ

二・外

p,vn

ベートーヴェン…ヴァイオリン･ソナタ第5番《春》

285 兵庫県立芸術文化センター（大）

12月2日

14:00 ネマニャ・ラドゥロヴィッチ ヴァイオリン・リサイタル

菅野潤p

二・外

vn,p

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、ヴィターリ：シャコンヌ、チャイコフスキー：なつかしい土地の想い出、サラサーテ：カルメン幻想曲 他

286 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月12日

19:00 藤本真基子p室内楽リサイタル

アナスタシア・ロイトマンMs 小椋順二hrn

アラカルト

p,hrn.vo

ハイドン：アンダンテと変奏曲、ベートーヴェン：ホルンとピアノのためのソナタ、シューマン：歌曲集《女の愛と生涯》 他

287 兵庫県立芸術文化センター(小)

1月27日

15:00 バッハ・コレギウム・ジャパン《バッハ家の音楽会》

鈴木雅明、前田りりこ、山口幸恵、山本徹、市瀬洋子

アラカルト

288 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月28日

17:00 ジュリアーノ・カルミニョーラ ヴァイオリン・リサイタル

矢野泰世（フォルテp）

二

vn,p

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第36番/同第28番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第４番/同第５番《春》

289 兵庫県立芸術文化センター（小）

2月12日

14:00 中道郁代p＆長谷川陽子vc《バレンタイン・デュオ》

二

vc,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第３番より、ショパン：バラード第３・４番、エルガー：愛の挨拶、フォーレ：夢のあとに 他

290 兵庫県立芸術文化センター（小）

3月29日

19:00 デュオ・シルフィード・リサイタル

下森佳津美p 竹内永和g

二

g,p

タンスマン：宮廷の音楽、アーノルド：セレナード、ジナタリ：ソナチネ第２番、プロコフィエフ：《ロメオとジュリエット》からの小品 他

291 兵庫県立芸術文化センター（小）

4月6日

19:00 デュオ ハヤシ・リサイタル

林俊昭、林由香子

二

vc,p

フォーレ…チェロ・ソナタ第2番／エレジー／シシリエンヌ／ラフマニノフ…チェロ・ソナタ／ヴォカリーズ

292 兵庫県立芸術文化センター（小）

5月16日

19:00 谷本華子＆山畑誠デュオ・リサイタル

谷本華子、山畑誠

二

vn,p

ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第1番《雨の歌》／同第2番／同第3番

293 兵庫県立芸術文化センター（小）

5月17日

19:00 トロンボーン・クァルテット・ジパング

吉川武典 枽田晃 岸良開城 門脇賀智志

四

tb4

スパーク：ＴＯＫＹＯ ＴＲＩＰＴＹＣＨ、プッチーニ：歌劇《トゥーランドット》より「誰も寝てはならぬ」、吉川武典編：ジパング・シンフォニー・オーケストラ 他

294 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月21日

19:00 初夏の躍動～クラシックの響き《ピアノと弦楽による室内楽の夕べ》

日比浩一、石井泉、日野俊介、後藤浩実

四

vn2,va,vc,p

ヘンデル…ヴァイオリン・ソナタ第4番／メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第1番／フォーレ…ピアノ四重奏曲第1番 他

295 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月1日

14:00 マイケル・ケヴィン・ジョーンズVC＆アウグスティン・マルーリg

二・外

vc,g

タルレガ：アルハンブラの想い出、グラナドス：スペイン舞曲集より「アンダルーサ」、タナカ・サトシ：サンイルデフォンソの夜、イエペス：禁じられた遊び 他

296 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月6日

19:00 西本淳サクソフォーン・リサイタル

原田恭子p

二

sax,p

ジョアン・タワー：ウイングス、ドビュッシー：サクソフォーンのための狂詩曲、ヴィラ＝ロボス：幻想曲、ゴドフスキー：悲愴的変奏曲 他

297 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月19日

18:30 岡田光樹ヴァイオリン・リサイタル

山根貴志p

二

vn,p

山田耕筰：からたちの花/野ばら、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、ルクー：ヴァイオリン・ソナタ 他

298 兵庫県立芸術文化センター（小）

9月13日

19:00 中務晴之フルート・リサイタル

阿部裕之p

二

fl,p

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：エアー、タファネル：《魔弾の射手》の主題による幻想曲 他

299 兵庫県立芸術文化センター（小）

9月17日

14:00 イクシォーン・トリオ

アイーダ・ビーラー、ニーナ・ティッチマン、マリア・クリーゲル

三

vn,p,vc

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7番《大公》／ドヴォルザーク…ピアノ三重奏曲第4番《ドゥムキー》

300 兵庫県立芸術文化センター（小）

10月8日

14:00 グザヴィエ・ドゥ・メストレ＆アナスタシア・チェボタリョーワ

グザヴィエ・ドゥ・メストレ、アナスタシア・チェボリョーワ

二・外

hp,vn

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／スメタナ…モルダヴ（ハープ版）／フォーレ…即興曲op86／J・S・バッハ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番より 他

ヴェルディ：歌劇《アイーダ》より「勝ちて帰れ」、ドップラー：ハンガリー田園幻想曲、藤井敬士：アルトサクソフォーンとピアノのための組曲 他

J.S.バッハ…ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタBWV1023／フルートと通奏低音のためのソナタ第2番、F.クープラン…《諸国の人々》より第1組曲「フランス人」 他

301 兵庫県立芸術文化センター（小）

10月11日

14:00 四方恭子ヴァイオリン・リサイタル

上野真ｐ

二

vn,p

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第２番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第１番、ドホナーニ：ヴァイオリン・ソナタ、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番

302 兵庫県立芸術文化センター（小）

10月21日

14:00 千住真理子とN響の仲間たち

永峰高志、菅沼準二、藤森亮一

三、四

vn,va,vc

ホフマイスター…ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏／ベートーヴェン…弦楽三重奏のためのセレナード／ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》

303 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月15日

19:00 アヤコ・ヨシダ・アルヴァニス ヴァイオリン・リサイタル

ナイジェル・クレイトンp

二

vn,p

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、アルヴァニス：ディアボルス/プレリュード、スーク：愛の歌、サラサーテ：カルメン幻想曲 他

304 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月24日

14:00 青山秀直クラリネット・リサイタル

宮本聖子ｐ

二

cl,p

ドビュッシー：狂詩曲第１番、プーランク：クラリネット・ソナタ、北爪道夫：連歌、ブラームス：クラリネット・ソナタ第１番 他

305 兵庫県立芸術文化センター（小）

12月9日

14:00 レッド・プリースト

ピアーズ・アダムス、ジュリア・ビショップ、アンジェラ・イースト

アラカルト・外

bfl,vn,vc,cem

チーマ…3声のソナタ／ストランジ…怒り／ヴィヴァルディ…四季 他

306 兵庫県立芸術文化センター（小）

12月29日

14:00 小林美緒＆加納裕生野 デュオ・リサイタル

小林美緒、加納裕生野

二

vn,p

モーツァルト…ヴァイオリン･ソナタ第42番／ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタ／バルトーク…ラプソディ第1番／エルガー…ヴァイオリン・ソナタ

307 兵庫県立美術館アトリエホール

9月30日

14:00 小川哲生クラリネット・リサイタル

糸井裕美子cl 滝本博之fg 林裕vc 児嶋一江p

アラカルト

cl2,fg,vc,p

メンデルスゾーン：２つのコンツェルトシュテュックより第１番、グリンカ：悲愴三重奏曲、ブラームス：クラリネット三重奏曲他

308 兵庫県立美術館アトリエホール

10月7日

15:00 ダンスリー・ルネサンス合奏団コンクール・セゾニエNo.106

岡本一郎、松井智恵、坂井利文、パク・コニル、中村洋彦 他

アラカルト・外

S,gmb,bfl,lut

曲目不詳（フランスの舞曲、シャンソン他）

309 枚方市立メセナひらかた会館

7月20日

19:00 枚方演奏家協会コンサートVol.8《夏の夜のファンタジー》

活田真理p 安部り麻Ｓ 池内美紀vn 園紀子va 山本玲子p

310 びわ湖ホール

2月25日

14:00 小林道夫教授の《モーツァルト特別講座２時限目》

景山誠司、安藤裕子、上森祥平、立花千春、小林裕

四

va,vc,fl,ob

モーツァルト…ピアノ四重奏曲第2番より第3楽章／フルート四重奏曲第4番／オーボエ四重奏曲／アダージョとロンドK617 他

311 びわ湖ホール

4月21日

14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

山洞智p

二

vn,p

パッヘルベル：カノン、シューマン：ロマンス、ドビュッシー：月の光、ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、リスト：愛の夢 他

312 びわ湖ホール

9月20日

14:00 びわ湖の午後シリーズ28《亀井吉信＆鈴木大介》

亀井吉信、鈴木大介

二

cl,g

シューベルト…アルペジオーネ・ソナタ／グラナドス…スペイン舞曲集より「アンダルーサ」「オリエンタル」「悲しき舞曲」／プーランク…ソナタ 他

313 びわ湖ホール（小）

9月29日

14:00 レクチャー・コンサート《ツェムリンスキーの世界》

ヘーデンボルク・直樹（vc＆話） 川田知子vn ラズヴァン・ポポヴィッチva ダイアナ・ケトラー
p 津國直樹Ｂｒ 他

アラカルト

314 びわ湖ホール（小）

10月21日

14:00 若鮎たち６《松山冴花vn》

松本和将p

二

vn,p

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、フランク：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、サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第１番

他

他

アラカルト

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第17番、ラヴェル：歌曲集《シェエラザード》、フォーレ：ピアノ四重奏曲第１番より第１・４楽章 他

ツェムリンスキー：ピアノ三重奏曲/田園舞曲/旅人の夜の歌/弦楽四重奏曲第１番 他

315 フィガロホール

7月22日

14:00 ルガーノ・カルテット演奏会

タマス・マイヨル、木野雅之、エンリコ・バルボーニ、山下泰資

四

vn2,va,vc

モーツァルト…セレナード第13番、レスピーギ…ドリア旋法による四重奏曲、パガニーニ…弦楽四重奏曲第1番、ドニゼッティ…弦楽四重奏曲3番

316 文芸セミナリヨ

1月18日

14:00 はつらつコンサート

エーデルワイス弦楽四重奏団

四・外

vn2,va,vc

曲目不詳

317 文芸セミナリヨ

1月20日

10:30 ワンコイン・コンサート～乳幼児から入れる音楽会

若代孝三cl 若代敦子p 木村明（朗読）

アラカルト

cl,p,朗読

音楽童話《ネコとクラリネット吹き》《３枚のお札》 他

318 文芸セミナリヨ

3月4日

14:00 京都ファインアーツ・ブラス第14回演奏会

城奈緒美

アラカルト

org

J・クツィール…教会ソナタ／R・シュトラウス…ヨハネ騎士修道会の荘重な入場／ガブリエリ…第9旋法による12声のカンツォーナ 他

319 文芸セミナリヨ

3月15日

三

fl,p2

チャイコフスキー（日向宣広編）：組曲《くるみ割人形》、ビゼー：小組曲《子供の遊び》より 他

320 文芸セミナリヨ

4月7日

321 文芸セミナリヨ

14:00 はつらつコンサート《光永三姉妹（pデュオ＆fl）》
10:30 名曲コンサート・シリーズ４

塩沢まり子、中村有貴、岸本佳美

二、三

vn,va,vn,p

エルガー…愛の挨拶／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…春の歌 他

4月15日

14:00 花と音楽（パイプオルガンとフルート）のジョイント・コンサート

臼井真奈、吉岡アカリ

二

org,fl

ヴィエルヌ…ウエストミンスターの鐘／J・S・バッハ…G線上のアリア／バッハルベル…カノン 他

322 文芸セミナリヨ

5月26日

10:30 ワンコイン・コンサート・シリーズ８

山本哲子、磯部裕子、辻寛子、徳田直美

四

S,fl,vc,p

曲目不詳

323 文芸セミナリヨ

5月27日

14:00 福留真循＆福留弘子デュオ・コンサート

福留真循、福留弘子

二

p,vn

ジョプリン…ジ・エンターテイナー／ガーシュウィン…ラプソディ・イン・ブルー／リムスキー＝コルサコフ…熊蜂の飛行 他

324 文芸セミナリヨ

8月11日

10:30 名曲コンサート・シリーズ６

きょうと金管五重奏団、菊本和昭、城奈緒美

五

tp,org

曲目不詳

325 松原市文化会館

9月24日

15:00 及川浩治トリオ“Bee”

及川浩治、石田泰尚、石川祐支

三

p,vn,vc

ピアソラ…リベルタンゴ／ハチャトゥリアン…剣の舞／メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第1番より第1、4楽章／マスネ…タイスの瞑想曲 他

326 三木楽器開成館サロン

5月26日

15:00 柴田牧《室内楽あ・ら・か・る・と》～音登夢ディオと共に

柴田牧、木村直子、木村政雄

三

p,vn,vc

ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第1番／サティ…ジムノペディ第1番／サン＝サーンス…白鳥／シューマン…幻想小曲集op88

15:00 シューベルテアーデ10

城村奈都子p 伊藤真理子vn 左納実子vc 白井奈緒Ｓ 清水俊徳Ｔ

327 武庫川女子大学甲子園会館

4月7日

他 アラカルト

シューベルト：ピアノ三重奏曲/スターバト・マーテル 他

328 ムラマツリサイタルホール新大阪

1月13日

16:00 2007相愛フレッシュ・コンサート

小濱加奈子＆塩地加奈子（p連弾）、平野美希ｃｌ 加納恭子p

アラカルト

329 ムラマツリサイタルホール新大阪

4月25日

19:00 浦川宜也＆上田晴子デュオ・リサイタル

浦川宜也、上田晴子

二

vn,p

ストラヴィンスキー…イタリア組曲／協奏的二重奏曲／組曲《火の鳥》より／ディヴェルメント

330 ムラマツリサイタルホール新大阪

5月26日

17:00 ハウス＝ウド・ハインツマン フルート・リサイタル

池田純子ｐ

二・外

fl,ｐ

ゲーゼ：ソナタ、シューマン：《森の情景》より、タファネル：ウェーバーの《魔弾の射手》による幻想曲、ピエルネ：フルート・ソナタ 他

331 ムラマツリサイタルホール新大阪

7月16日

13:30 第１回東京サミット音楽コンクール入賞者演奏会

木佐貫史織cl 中村洋子Ｓ 日冨結花cl 永田正彰tb

332 ムラマツリサイタルホール新大阪

10月24日

19:30 「水曜リサイタル」作曲家シリーズ２～メンデルスゾーン《柿原宗雅p》

赤松由美vn 山岸孝教vc

二、三

vn,vc,p

メンデルスゾーン：無言歌集より/厳格な変奏曲/ピアノ三重奏曲第１番

333 ムラマツリサイタルホール新大阪

10月26日

19:00 浦川宜也＆マリアン・ラプシャンスキー デュオ・リサイタル

浦川宜也、マリアン・ラプシャンスキー

二

vn,p

ドヴォルザーク…4つのロマンティックな小品／ヴァイオリン・ソナタ／フランク…ヴァイオリン・ソナタ

334 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．26

岡原慎也p

二

fl,p

モーツァルト：フルート・ソナタＫ14、ドヴィエンヌ：ソナタop68-5、フンメル：フルート・ソナタ、ベーム：グランド・ポロネーズ 他

他

ドビュッシー：小組曲、中川佐織：Space Debris、谷口真彌：ミュージカル《筆状》 他

アラカルト

ミヨー：クラリネットとピアノのためのソナチネ、モーツァルト：すみれ 他

335 モーツァルトサロン

12月8日

19:00 池村佳子チェロ・リサイタル

藤井快哉p 馬渕晴香vn

二、三

vn,vc,p

フランクール：チェロ・ソナタ（原曲ヴァイオリン・ソナタ）、ラヴェル：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ、ブラームス：チェロ・ソナタ第２番、メンデルスゾーン：協奏的変奏曲

336 モーツァルトサロン・芦屋

9月16日

14:00 木下真希ヴァイオリン・リサイタル

鈴木華重子p

二

vn,p

フランク：ヴァイオリン・ソナタ、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第34番、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 他

19:00 第２回ビバーチェ・コンサート

堀内雅子p 鶴田喜久子org 岡村美佳vn 藤原士郎vc 灰井紗綾Ｓ 他

アラカルト

337 守山市民ホール

12月12日

338 八尾市文化会館プリズムホール

5月12日

15:00 高島ちさ子vn＆加羽沢美濃p ハートフル・クラシックス2007

339 八尾市文化会館プリズムホール（小）

6月22日

19:00 大阪フィル・メンバーによるおしゃべり木管・金管五重奏！

野津臣貴博、浅川和宏、ブルックス・トーン、秋月孝之、池田重一

340 八尾市文化会館プリズムホール（小）

12月9日

13:00 レオニド・コルキン トランペット・リサイタル

341 八尾市文化会館プリズムホール（小）

12月9日

17:00 レオニド・コルキン トランペット・リサイタル

342 八尾市文化会館プリズムホール（小）

12月19日

343 大和高田文化会館さざんかホール

ショパン：ノクターン第10番/バラード第４番、レオンカヴァルロ：マンドリナータ、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第７番《大公》、Ｊ・Ｓ・バッハ：幻想曲ＢＷＶ542 他

二

vn,p

Ｊ・Ｓ・バッハ：Ｇ線上のアリア、カッチーニ：アヴェ・マリア、マスネ：歌劇《タイス》より瞑想曲、エルガー：愛の挨拶 他

五

fl,ob,cl,tp,hrn

イベール…3つの小品／ファルカシュ…5つの古風な舞曲／ドヴォルザーク…ユモレスク／バーンスタイン…ミュージカル《ウエスト・サイド・ストーリー》より 他

ウラジミル・パラモーノフp

二・外

tp,p

モーツァルト：歌劇《魔笛》より「夜の女王のアリア」、Ｎ・ロッソ：夜空のトランペット、上を向いて歩こう/聖者の行進/クリスマス・メドレー 他

ウラジミル・パラモーノフp

二・外

tp,p

モーツァルト：歌劇《魔笛》より「夜の女王のアリア」、Ｎ・ロッソ：夜空のトランペット、上を向いて歩こう/聖者の行進/クリスマス・メドレー 他

二

mrb2

ラヴェル：ボレロ、サティ：ジュ・トゥ・ヴ、ドビュッシー：アラベスク第１番、吹奏楽スペシャル・プログラム

他

19:00 池上英樹＆後藤由里子 ようこそ！マリンバ・デュオ

1月27日

15:00 川久保賜紀ヴァイオリン・リサイタル

江崎昌子p

二

vn,p

タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、ショーソン：詩曲、ドビュッシー：月の光、ガーシュウィン：《ポーギーとベス》組曲（編曲） 他

344 山村サロン

2月4日

14:00 テオフィリス・トリオ《春へのあこがれ》

アルバート・ロト、マーク・ゴトーニ、水谷川優子

三

p,vn,vc

ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番／ドヴォルザーク…ピアノ三重奏曲第3番／モーツァルト…ピアノ三重奏曲第1番

345 山村サロン

7月16日

17:00 21世紀音楽浴Vol.13《ピエール・モンティfl＆久保洋子ｐ デュオ・リサイタル》

二

fl,p

ゴーサン：イオ、プティ：エメルジャンス、久保洋子：アンシェヌマン、ボニス：フルートとピアノのためのソナタ 他

346 山村サロン

11月4日

17:00 21世紀音楽浴Vol.13《ピエール＝イヴ・アルトーfl＆久保洋子ｐ デュオ・リサイタル》

二

fl,p

メシアン：黒つぐみ、アミ：３つの練習曲、パスケ：孤独の歌、久保洋子：ジャイスマン 他

347 栗東芸術文化会館さきらホール

4月19日

18:30 椙山くみ＆上田晴子デュオ・リサイタル

椙山くみ、上田晴子

二

vn,p

フランク…ヴァイオリン・ソナタ／ベートーヴェン…ロマンス第1番／シューベルト…アヴェ・マリア／クライスラー…ウィーン奇想曲 他

19:00 第２回ビバーチェ・コンサート

堀内雅子p

348 和歌山県民文化会館（小）

12月11日

鶴田喜久子org 岡村美佳vn 藤原士郎vc 灰井紗綾Ｓ

他 アラカルト

ショパン：ノクターン第10番/バラード第４番、レオンカヴァルロ：マンドリナータ、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第７番《大公》、Ｊ・Ｓ・バッハ：幻想曲ＢＷＶ542 他

