4 室内楽活動調査２００８年（平成２０年）
No
1

会場
ＪＥＵＧＩＡ梅田ハービスＥＮＴ店スタジオＡ

2 青山音楽記念館バロックザール

日時

演奏会名

11月24日 15:00 アンサンブル・ドゥーエ
1月13日 14:30 アル・フィーネ プラス ピアノ室内楽コンサート

3 青山音楽記念館バロックザール

3月9日 14:00 Trio Rintonareコンサート

4 青山音楽記念館バロックザール

4月6日 15:00 浅野未麗p＆ウィリアム・プランクルvcデュオ・リサイタル

5 青山音楽記念館バロックザール

4月19日 15:00 エレーヌ・ラサルvn＆山上友佳子p デュオ・リサイタル

6 青山音楽記念館バロックザール

4月27日 17:00 Ｐｉａｎｏ Ｄｕｏ ＬＵＫＩＡ １ｓｔ Ｒｅｃｉｔａｌ

団体名

ジャンル

編成

演奏曲目

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第１番、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ

渡邊ちひろｐ、上田浩之vn、本吉達郎vn、藤栄剛va、里上直衛vc

三、五

vn2,va,vc,pf

ブラームス：ピアノ三重奏曲第１番、フォーレ：ピアノ五重奏曲第１番

田村安紗美vn,河野泰幸cl,塩見亮ｐ

三

cl,vn,pf

ストラヴィンスキー：組曲《兵士の物語》、ハチャトゥリアン：ピアノ三重奏曲、バルトーク：コントラスツ 他

二

vc,pf

シューマン：幻想小曲集op73、ブラームス：チェロ・ソナタ第１番、Ｒ・シュトラウス：チェロ・ソナタ

二

vn,pf

ストラヴィンスキー：イタリア組曲、中村典子：りんごの朝の歌（初演）、ヴィエルヌ：ヴァイオリン・ソナタ 他

二

pf2

モーツァルト：２台のピアノのためのソナタ、ドビュッシー：白と黒で、ラフマニノフ：２台のピアノのための組曲第２番 他
ハイドン：弦楽四重奏曲第７９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、モーツァルト：弦楽五重奏曲第４番

藤原郁子va、林貴子ｐ

古新薫 山根亜紀

7 青山音楽記念館バロックザール

5月24日 17:00 ボロメーオ弦楽四重奏団演奏会

ニコラス・キッチン、クリストファー・タン、元渕舞、イーサン・キム、沢和樹va

四、五・外

vn2,va2,vc,

8 青山音楽記念館バロックザール

5月25日 14:00 デュオ・ウエダ ギター・リサイタル

上田ちよ 上田英治

二

g2

ソル：喜遊曲、伊福部昭（上田英治編）：七つのヴェールの踊り/シンフォニア・タプカーラ（以上ギター二重奏版初演） 他

9 青山音楽記念館バロックザール

6月14日 15:00 テオフィルス・トリオ《松村禎三を悼む》

マーク・ゴトーニvn、水谷川優子vc アルバート・ロトｐ

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第１１番、ブラームス：ピアノ三重奏曲第３番、ラフマニノフ：ピアノ三重奏曲第１番、松村禎三：ピアノ三重奏曲

10 青山音楽記念館バロックザール

6月28日 18:00 ゲルノート・ヴィニッシュホーファーｖｎ＆古新薫ｐ デュオ・リサイタル

二

vn,pf

モーツァルト：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ変ロ長調、ツェムリンスキー セレナード イ長調、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタト長調

11 青山音楽記念館バロックザール

6月29日 15:00 第４回クァルテット・エクセルシオ京都定期演奏会

西野ゆか 山田百子 吉田有紀子 大友肇

四

vn2,va,vc

モーツァルト：弦楽四重奏曲第２番、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第2・15番

12 青山音楽記念館バロックザール

8月23日 15:00 吉田誠クラリネット・リサイタル

岩田彩ｐ

二

cl,pf

シュターミッツ：クラリネット協奏曲変ロ長調、ブラームス：クラリネット・ソナタ第２番、ドビュッシー：ラプソディ第１番

山口博明ｐ

二

vn,pf

ヒンデミット：ヴァイオリン・ソナタ、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏パルティータ第２番より「シャコンヌ」、ショーソン：詩曲、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

二

vn,pf

シューベルト：ヴァイオリン・ソナタＤ385、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第７番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、ヴラディゲロフ：歌とラプソディ

沼田園子vn、クリストフ・ヘンケルvc、ミヒャエル・クリストｐ

三

vn,vc,pf

ハイドン：ピアノ三重奏曲ハ長調、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：ピアノ三重奏曲第１番

川田健太郎ｐ

二

vc,pf

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、リゲティ：無伴奏チェロ・ソナタ、ブリテン：チェロ・ソナタ 他

13 青山音楽記念館バロックザール

9月5日 19:00 井上隆平ヴァイオリン・リサイタル

14 青山音楽記念館バロックザール

9月6日 18:00 ヴェセリン・パラシュケヴォフｖｎ＆村越知子ｐ デュオ・リサイタル

15 青山音楽記念館バロックザール
16 青山音楽記念館バロックザール

9月25日 19:00 ３人のヴィルトゥオーゾによる室内楽の夕べ
10月11日 18:00 奥田なな子チェロ・リサイタル

17 青山音楽記念館バロックザール

11月1日 17:00 ピアノ・デュオの魅力Ｖｏｌ．２《ブラームスとドビュッシー～対極の響き》

蜂谷葉子 大岡真紀

ピアノデュオ

pf2

ブラームス：ハンガリー舞曲第7・8・10・16番/２台のピアノのためのソナタへ短調、ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲 他

18 青山音楽記念館バロックザール

11月9日 14:30 福島好邦ギターリサイタル

大村禮子vo

二

vo,g

タレガ：アルハンブラの想い出、パリオス：過ぎ去りしトレモロ 他

19 青山音楽記念館バロックザール

11月15日 18:00 土肥敬チェロ・リサイタル

榊原契保ｐ

二

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第５番、ショパン：チェロ・ソナタ

20 青山音楽記念館バロックザール

11月22日 14:30 黄原直美ｐ室内楽コンサート《キエフの名手たちを迎えて》

アナトリー・バジェノフvn、イワン・クーチャーvc

三

vn,vc,pf

バラキレフ：ひばり、チャイコフスキー：スケルツォ ハ長調、ラフマニノフ：チェロとピアノのための２つの小品、プロコフィｒフ：ピアノ・ソナタ第３番 他

21 青山音楽記念館バロックザール

11月23日 14:30 萩原尚子ヴァイオリン・リサイタル《大聖堂の街ケルンから～晩秋のロマンチック》

上法奏ｐ

二

vn,pf

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番、フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番

22 青山音楽記念館バロックザール

11月29日 19:00 杉江洋子vn＆鈴木かずこｐデュオ・リサイタル

二

vn,pf

シューベルト：ピアノとヴァイオリンのためのソナチネ第１番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

23 青山音楽記念館バロックザール

11月30日 14:00 竹内祐子フルート・リサイタル《木製フルートの旅》

玉置奈津子ｐ 向井重文ｇ

二

fl,g,pf

イベール：間奏曲、フォーレ：子守歌、ボラン：《フルートとジャズピアノのための組曲》より 他

辰巳くみ 水野雅子

二

pf2

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク、ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》 他

24 青山音楽記念館バロックザール

12月6日 17:00 デュオ・フェリーチェＰｉａｎｏ Ｃｏｎｃｅｒｔ

25 青山音楽記念館バロックザール

12月13日 16:00 上田希クラリネット・リサイタル

藤井快哉ｐ、辺見康孝ｖｎ、佐藤佳子va、多井智紀ｖｃ

二

cl,vn,va,vc,pf

ボザ：ブコリック、シューマン：３つのロマンス、ラッヘルマン：無から、シュペート：モーツァルトの主題による序奏と変奏、ペソン：カサシオン

26 青山音楽記念館バロックザール

12月19日 18:30 華麗なる饗宴《フルート・チェロ・ピアノによるトリオ・コンサート》

今井亨fl、三宅依子vc、小澤英世ｐ

三

fl,vc,pf

J・S・バッハ：トリオ・ソナタBWV1079、平井和音：夕顔、ウェーバー：トリオ ト短調 他

27 青山音楽記念館バロックザール

12月20日 18:30 金子翼サクソフォン・リサイタル

福島淳子ｐ

二

sax,pf

クレストン：アルトサクソフォンとピアノのためのソナタ 他

28 青山音楽記念館バロックザール

12月25日 19:00 加藤文枝チェロ・リサイタル

川原慎太郎ｐ

二

vc,pf

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、シューマン：アダージョとアレグロ、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２番

フランティシェック・ノボトーニｖｎ伊藤ルミｐ

二

vn,pf

Ｒ・シュトラウス：楽劇《バラの騎士》よりワルツ、ドヴォルザーク：スラヴファンタジー《わが母の教えたまいし歌》、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第３番 他

近藤智美vn,樋口五葉p、藤川千津ｐ

二

vn,pf2

フランク：ヴァイオリン・ソナタ、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第３１番、バルトーク：組曲op.１４ 他

清水明ob、福富博文vn、野村朋亨vc、佐藤明子p 他

四

ob,vn,vc,pf

テレマン：ヴァイオリンとオーボエのためのソナタ第４番、ハイドン：弦楽四重奏曲第３０番、ドリング：フルート、オーボエとピアノのための三重奏曲

四、五・外

vn2,va,vc,pf

モーツァルト：ピアノ四重奏曲第２番、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》、ブラームス：ピアノ五重奏曲

五・外

vn2,va,vc,cb,pf ショパン：マズルカop.6より第１～４番、op.24より第１～４番、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》 他

29 明石市立天文科学館
30 秋篠音楽堂
31 秋篠音楽堂

7月6日 18:30 プラネタリウム 七夕コンサート
2月10日 15:00 秋篠ユング・ムジカ ジョイント・コンサート
5月4日 14:00 第５回秋篠音楽堂室内楽フェスタ

32 秋篠音楽堂

9月28日 17:00 ヤナーチェク弦楽四重奏団+佐藤明子ｐ

33 秋篠音楽堂

10月5日 15:00 ジャン＝マルク・ルイサダwithモディリアーニ弦楽四重奏団

クリストフ・ディノcb

34 イシハラホール

1月6日 14:00 李早恵ｐ＆ミーハ・ロギーナsax～パリからの便りvol.2

二

sax,pf

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、ミヨー：スカラムーシュ、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー（以上編曲）、ラフマニノフ：ピアノソナタ第２番 他

35 イシハラホール

1月9日 19:00 池松宏コントラバス・リサイタル

デイド・クーニングｐ

二

cb,pf

レスピーギ：アダージョと変奏、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ

36 イシハラホール

4月4日 18:30 第１７回室内楽の夕べ～横田新子先生を偲んで

遠藤玲子p、土井緑p、稲庭達vn、玉井菜摘vn、河野文昭vc 他

二、三、四

中野振一郎cem

二

vn,cem

ヴィヴァルディ：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタより第２番、ルクレール：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ《トンボー》、Ｃ．Ｐ．Ｅ．バッハ：ヴァイオリンとオブリガート・チェンバロ
のためのソナタ 他

ルクレール：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、メシアン：主題と変奏、サン＝サーンス：ハバネラ 他

37 イシハラホール

6月11日 19:00 松原優子バロック・ヴァイオリン・リサイタル Ｖｏｌ．５

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》、フランク：ヴァイオリン・ソナタ、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、シューマン：ピアノ四重奏曲

上野真ｐ

二

vn,pf

39 イシハラホール

10月25日 19:00 池村佳子チェロ・リサイタル

藤井快哉ｐ

二

vc,pf

フレスコバルディ：トッカータ、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第４番、ストラヴィンスキー：イタリア組曲、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ

40 イシハラホール

12月13日 18:30 稲垣琢磨（vn&va)＆稲垣美奈子ｖｎ デュオ・リサイタル12

芝玲子ｐ

二、三

vn2,va,pf

カルニンシュ：「４つの対話」より、イザイ：２つのヴァイオリンのためのソナタ、ラフマニノフ（マクアリスター編）：グルジアの歌、ラッハナー：ヴァイオリン、ヴィオラとピアノのための三重奏曲他

38 イシハラホール

9月8日 19:00 田辺良子ヴァイオリン・リサイタル

二

tp,pf

J・S・バッハ：Ｇ線上のアリア、、モンティ：チャールダーシュ 他

42 いずみホール

2月2日 14:00 室内楽の愉しみ～ドイツ・ワイマール・ゲーテ弦楽四重奏団を迎えて

ウルゼラ・デーラー、ハナローレ・ビルクナー、ヤン・ペルシュカ、ロベルタス・ウルバ、相生真紀fl,浦上真理子p

四、五・外

fl,vn2,va,vc,pf

モーツァルト：フルート四重奏曲第１番、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》 他

43 いずみホール

3月3日 11:30 ランチタイム・コンサート～愛と早春のヴァイオリン

長原幸太vn,鈴木華重子ｐ

二

vn,pf

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》より第１楽章、R・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

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９番《クロイツェル》、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 他

41 いずみホール

1月24日 19:00 中川英二郎tp with 小曽根真p スーパーデュオ・プレミアム・コンサート

44 いずみホール

3月18日 19:00 渡辺玲子ｖｎが奏でるグァルネリの響き

江口玲ｐ

45 いずみホール

3月19日 19:00 ジュリアン・ラクリン ヴァイオリン＆ヴィオラ・リサイタル

イタマール・ゴランp

二・外

vn,va,pf

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、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》、クライスラー：愛の悲しみ、ワックスマン：《カルメン》幻想曲 他

46 いずみホール

4月12日 14:00 室内楽プレミアム・コンサート～ステファン・キーロフ弦楽四重奏団とともに

四・外

vn2,va,vc

曲目不詳

47 いずみホール

6月10日 19:00 パシフィカ・クァルテット ベートーヴェン《弦楽四重奏曲全曲演奏会》Vol.1 シミン・ガナートラ シッピ・バーンハートソン マユミ・バーロスタード ブランドン・ヴェイモス

四・外

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第２・７番、リゲティ：弦楽四重奏曲第１番《夜の変容》

48 いずみホール

6月25日 19:00 アルティ弦楽四重奏団 ベートーヴェン《弦楽四重奏曲全曲演奏会》Ｖｏｌ.2 豊嶋泰嗣vn、矢部達哉vn、川本嘉子va、上村昇vc

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第５・９番、武満徹：ア・ウェイ・ア・ローン

49 いずみホール

7月10日 18:45 室内楽の夕べ《ワルシャワ・フィル コンサートマスターを迎えて》

島田靖子 石田真由 長谷陽子 京極輝子（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,pf4

モーツァルト：ピアノ三重奏曲第７番、ラフマニノフ：悲しみの三重奏曲、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第３番、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

50 いずみホール

7月16日 18:30 相愛大学 イザイ生誕150周年記念《ヴァイオリン作品の夕べ》

小栗まち絵 田辺良子 大谷玲子 坂茉莉江 大岡仁 田中祐子 西川千紘 牧野葵美（以上ｖｎ）山本英二ｐ

二、三

vn8,pf

イザイ：無伴奏ヴァイオリンのための６つのソナタ/ヴァイオリンとピアノのための３つのマズルカ/２つのヴァイオリンとピアノのための詩曲《友情》

51 いずみホール

7月17日 19:00

四・外

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第1・12番、コダーイ：弦楽四重奏曲第２番

52 いずみホール

7月30日 19:00 ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会Ｖｏｌ．４《東京クヮルテット》

四

vn2,va,vc

53 いずみホール

ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会Ｖｏｌ．３《ウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団》

9月6日 16:00 ストラディヴァリウス・コンサート

東京クヮルテット リサ・バディアシュヴィリ ヴィヴィアン・ハグナー 庄司紗矢香（以上ｖｎ）石坂団十郎 スティーヴン・イッ
アラカルト
サーリス（以上ｖｃ）小林道夫cem、江口玲ｐ

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第10・16番、ハイドン：弦楽四重奏曲第75番
ヴィヴァルディ：４つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲、Ｊ・Ｓ・バッハ：２つのヴァイオリンのための協奏曲ＢＷＶ1043、メンデルスゾーン：八重奏曲 他

二

vn,pf

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第3・15番、ウェーベルン：弦楽四重奏曲/6つのバガテル

江崎浩司bfl、長久麻実子cem

二

bfl,cem

ヘンデル：オンブラ・マイ・フ/いとしい人よ、クープラン：愛のうぐいす、モンティ：チャールダーシュ、ベートーヴェン（江崎浩司編）：エリーゼのために～タンゴ風、Ｃ・パーカー（江崎浩司編）：
オー・ブリヴァーブ 他

10月4日 16:00 ハーゲン弦楽四重奏団

ルーカス・ハーゲン ラインナー・シュミット ヴェロニカ・ハーゲン クレメンス・ハーゲン

四・外

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第11・14番、ドビュッシー：弦楽四重奏曲

10月7日 19:00 クラングフォルム・ベルリン

ヴェンツェル・フックスcl、松田琴和 スタンリー・ドッズ（以上vn）、ユリア・ガルテマンva、ダーヴィット・リニカーvc、松山元ｐ 三、四、五・外

cl,vn2,va,vc,pf

シューベルト：弦楽四重奏曲第12番、ブラームス：ピアノ五重奏曲、ベートーヴェン：クラリネット三重奏曲《街の歌》、ウェーバー：クラリネット五重奏曲

10月8日 19:00 ミッシャ・マイスキーvc リサイタル2008

パーヴェル・ギリロフｐ

二 ・外

vc,pf

Ｒ・シュトラウス：ロマンス/チェロ・ソナタ、ドヴォルザーク：４つのロマンティックな小品/ロンド ト短調/ソナティナ ト長調

四・外

vn2,va,vc

Ｊ・Ｓ・バッハ：フーガの技法より、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第4・8番

54 いずみホール

9月24日 19:00 松田理奈ヴァイオリン・リサイタル2008《カルメン幻想曲》

55 いずみホール

9月25日 19:00 ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会Ｖｏｌ．5《ロータス・カルテット》

56 いずみホール

9月29日 11:30 ランチタイム・コンサートＶｏｌ．65《空飛ぶ笛～リコーダーの調べ》

57 いずみホール
58 いずみホール
59 いずみホール
60 いずみホール

マーティン・ビーヴァー 池田菊衛 磯村和英 クライヴ・グリーンスミス

10月31日 19:00 ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会Ｖｏｌ．7《モザイク・カルテット》

江口玲ｐ

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、マスネ：タイスの瞑想曲、サラサーテ：カルメン幻想曲

61 いずみホール

11月19日 19:00 ドーリック弦楽四重奏団

アレックス・レディントン ジョナサン・ストーン サイモン・タンドリー ジョン・マイヤーズコフ

四・外

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第44番、ウォルトン：弦楽四重奏曲、ブラームス：弦楽四重奏曲第１番

62 いずみホール

11月22日 14:00 竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル《フランス珠玉の名曲》

小川典子ｐ

二

vn,pf

ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、イザイ：冬の歌、メシアン：ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 他

63 いずみホール

11月29日 16:00 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 オラフ・ハルマン ユルンヤーコブ・ティム

四・外

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第6・13番/《大フーガ》

二・外

fl,vc,cem

Ｊ・Ｓ・バッハ：フルート・ソナタＢＷＶ1034・1030・1031・1035/無伴奏チェロ組曲第１番、パーセル：組曲イ短調、テレマン：幻想曲ニ長調 他

64 いずみホール

12月5日 19:00 エマニュエル・パユfl with トレヴァー・ピノックcem×ジョナサン・マンソンｖｃ

65 いずみホール

12月9日 19:00 相愛大学創立120周年記念演奏会《メシアン生誕00周年記念～室内楽の夕べ》

稲垣聡 小坂圭太 児嶋一江（以上ｐ）小栗まち絵vn、金井信之cl、斎藤建寛vc

アラカルト

cl,vn,vc,pf3

メシアン：アーメンの幻影/世の終わりのための四重奏曲

66

大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

11月9日 14:00

前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル《ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会》第１日

江口玲ｐ

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第1・2・3・5・7番

67

大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

11月16日 14:00

前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル《ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会》第２日

江口玲ｐ

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第4・6・8・9・10番

68 大阪倶楽部４階ホール

1月12日 16:00 アンサンブル・アンフィニ

西尾牧子fl、高村明代va、松村衣里hp

三

fl,va,hp

ドビュッシー：フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ、宮城道雄：春の海、ストラヴィンスキー：《火の鳥》より「王女たちのロンド」 他

69 大阪倶楽部４階ホール

2月25日 19:00 ドリーナ・フラティ マンドリン・リサイタル

ピエラ・ダドモｇ

二・外

mand,g

J・S・バッハ：イタリア協奏曲、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、パガニーニ：ソナタ・コンチェルタータ 他

高木和弘vn,加納律子ob、児嶋一江ｐ

三

ob,hrn,vn,pf

ヤン・ニスレ：ソナタ、ライネッケ：トリオ、ブラームス：ホルン三重奏曲

71 大阪倶楽部４階ホール

6月23日 19:00 室内楽の夕べ《our 8th chamber recital》

松下悦子Ｓ、毛利伯郎vc、広江洋子vn、辻本澄子ｐ

二、三

S,vn,vc,pf

シューベルト：ピアノ三重奏曲/歌曲《流れの上で》、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第４番、シューマン：ピアノ三重奏曲第１番

72 大阪倶楽部４階ホール

7月10日 19:00 ヴィオラが奏でるドイツ・ロマンティシズム

（奏者名不記載）

二

va,pf

ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第１・２番、ブルッフ：ロマンス

二

ob,pf

オールウィン：オーボエ・ソナタ、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、パスクッリ：ヴェルディ《シチリア島の夕べの祈り》の主題による大協奏曲 他

安藤史子fl、高山郁子ob、上田希cl、東口泰之fg

四

cl,ob,cl,fg

モーツァルト：自動オルガンのためのファンタジー、ドビュッシー：ゴリウォーグのケークウォーク、フランセ：木管四重奏曲

山崎伸子vc、ワディム・サハロフｐ

二

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番、シュニトケ：チェロ・ソナタ第１番、コダーイ：チェロ・ソナタ、プロコフィエフ：チェロ・ソナタ

イージー・ポスピーハルｖｎ オルガ・イェリンコヴァーS

アラカルト・外

70 大阪倶楽部４階ホール

73 大阪倶楽部４階ホール
74 大阪倶楽部４階ホール
75 大阪倶楽部４階ホール

6月9日 19:00 野田篁一と仲間たちvol.1《ホルンでトリオ》

8月4日 19:00 渡辺克也ob＆岡田将ｐ
8月25日 19:00 KCM Concert Series at Osaka ClubNo.24《夏の夜の饗宴》
11月17日 19:00 チェロ・ソナタの醍醐味2008

76 大阪狭山市文化会館SAYAKAホール 12月13日 14:00 チェコ・フィル合奏団のクリスマス

J・S・バッハ：Ｇ線上のアリア、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、シューベルト、カッチーニ：アヴェ・マリア 他

77 大阪市中央公会堂（中）

11月22日 16:30 中之島国際音楽祭2008《ピアノ連弾のよろこび》

生熊茜 服部久美子

ピアノデュオ

pf2

ブラームス：ハンガリー舞曲集より、チャイコフスキー：バレエ組曲《くるみ割人形》

78 大阪市中央公会堂（中）

11月23日 10:30 中之島国際音楽祭2008《大阪４大オケ・チェロ奏者夢の競演・愛の協演

高橋宏明 向井航 野村朋亨 近藤浩志（以上ｖｃ）石坂慶彦ｐ

アラカルト

vc4,pf

ヒンデミット：無伴奏チェロ・ソナタ、カザルス：鳥の歌、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ第３楽章、フォーレ：エレジー、Ｊ・Ｓ・バッハ：シャコンヌ 他

79 大阪市中央公会堂（中）

11月23日 15:30 中之島国際音楽祭2008《大岡仁ヴァイオリン・リサイタル》

田口友子ｐ

二

vn,pf

バルトーク：ラプソディ第１番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第５番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

80 大阪市中央公会堂（中）

11月24日 10:00 中之島国際音楽祭2008《ピアノ連弾のよろこび》

須槍幹子 今岡淑子

ピアノデュオ

pf2

プーランク：ピアノ・ソナタ、シャブリエ：前奏曲とフランス行進曲、ブラームス：ハンガリー舞曲集より、リスト：メフィスト・ワルツ 他

富岡順子ｐ

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第29番、ワックスマン：カルメン幻想曲、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

81 大阪市中央公会堂中集会室

8月2日 10:30 藤江挟紀ヴァイオリン・リサイタル

82 大阪市立総合生涯学習センター

1月25日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.142《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７番《ラズモフスキー第１番》・第１２番

83 大阪市立総合生涯学習センター

3月19日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.143《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８番《ラズモフスキー２番》・第１１番《セリオーソ》

84 大阪市立総合生涯学習センター

7月11日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.145

松永みどり、本多智子、山村茂、白石将

四

vn2,va,vc

曲目不詳

85 大阪市立総合生涯学習センター

9月20日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.146

松永みどり、本多智子、山村茂、白石将

四

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第78番《日の出》、シューベルト：弦楽四重奏曲第13番《ロザムンデ》

86 大阪市立総合生涯学習センター

11月10日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.147

松永みどり、本多智子、山村茂、白石将

四

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第79番《ラルゴ》、シューベルト：弦楽四重奏曲第14番《死と乙女》
コープランド：クラリネット協奏曲、グリンカ：悲愴三重奏曲、サン＝サーンス：クラリネット・ソナタ、ゴベール：幻想曲 他

87 大阪市立鶴見区民センター(小）

1月27日 14:00 新實紗希クラリネット・リサイタル

小田裕之p,中原綾子fg

二、三

cl,fg,p

88 学園前ホール

5月23日 18:30 海田仁美ヴァイオリン・リサイタル

姫野真紀p

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、ストラヴィンスキー：無伴奏ヴァイオリンのためのエレジー、ショーソン：詩曲 他

フリッツ・ダムロウ ペーター・マスース（以上ｔｐ）ヤスパー・デ・ワールhrn、イェルゲン・ファン・ライエンtb、
ペリー・ホーヘンダイクtub

五・外

tp2,hrn,tb,tub

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第８番《悲愴》（管楽版）、グリンカ：《ルスランとリュドミラ》序曲、Ｊ・Ｓ・バッハ：トッカータとフーガＢＷＶ565、ケツィア：金管五重奏曲、クレスポ：アメリカ組曲

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番/ピアノ・ソナタ第17番、ショパン：バラード４番、横山幸雄：ヴァイオリン・ソナタ

二

vn,pf

Ｒ・シュトラウス：楽劇《バラの騎士》よりワルツ、ドヴォルザーク：スラヴファンタジー《わが母の教えたまいし歌》、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第３番 他

89

加古川ウェルネスパークアラベスクホール

90

加古川ウェルネスパークアラベスクホール

91 加西市健康福祉会館

7月6日 14:30 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団ブラス・クインテット
11月23日 14:30 川久保賜紀vn＆横山幸雄pデュオ・リサイタル
7月5日 15:00 フランティシェック・ノボトーニｖｎ＆伊藤ルミｐ デュオ2008

92 橿原市立かしはら万葉ホール

12月14日 14:00 チェコ・フィル合奏団のクリスマス

イージー・ポスピーハルｖｎ オルガ・イェリンコヴァーS

93 カフェ・ド・ラペ

10月12日 18:00 ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団

トーマス・ティムvn ロマーノ・トマシーニvn タチヤーナ・ヴァシリエヴァvc ナビル・シェハタcb ヴォルフガ 五・外
ング・ターリツva、許可（二胡）

94 川西市文化会館みつなかホール
95 岸和田市立浪切ホール

12月5日 19:00 ベルリン・フィル ヴァイオリン・アンサンブル＆高嶋ちさ子vn
10月12日 14:00 オーガスティン・ハーデリッヒ ヴァイオリン・リサイタル

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第８番、バルトーク：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第３番、サラサーテ：カルメン幻想曲

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第３番《春》、ニールセン：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第２番 他

六・外

vn2,va2,vc2,pf

モーツァルト：ピアノ四重奏曲第１番、ドヴォルザーク：弦楽六重奏曲、ショパン：ピアノ協奏曲第１番（ピアノ五重奏版をピアノ七重奏版で演奏）

五・外

tp2,hrn,tb,tub

シャイト：組曲、ベートーヴェン（ステケテー編）：ソナタ《悲愴》、ホロヴィッツ：ミュージック・ホール組曲、グリンカ：《ルスランとリュドミラ》序曲、ケツィア：金管五重奏曲 他

97 京都コンサートホール

6月7日 15:00 チェコ・フィルハーモニー六重奏団

ボフスラフ・マトウシェクvn オタ・バルトシュvn ヤロスラフ・ボンヂェリーチェクva ヤン・シモンva フラン
ティシェク・ホストvc ヨゼフ・シュパチェクvc 笠原純子ｐ
フリッツ・ダムロウ ペーター・マスース（以上ｔｐ）ヤスパー・デ・ワールhrn、イェルゲン・ファン・ライエンtb、
ペリー・ホーヘンダイクtub

99 京都コンサートホール

9月25日 19:00 ヤナーチェク弦楽四重奏団
2月9日 19:00 三村真理ピアノ・コンサート～ドイツ・ワイマール・ゲーテ弦楽四重奏団を迎えて

101 京都コンサートホール（小）

2月16日 14:00 コスモポリタン・タイムスvol.3《ドイツ》～作曲家の系譜

102 京都コンサートホール（小）

3月19日 19:00 菊本和昭tp＆岡本哲tb デュオ・リサイタル

103 京都コンサートホール（小）

4月3日 19:00 スイス・ロマンド木管クインテット

パッヘルベル：カノン、マスネ：タイスの瞑想曲、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、チャイコフスキー：組曲《くるみ割人形》より 他

二 ・外

石井啓子ｐ

100 京都コンサートホール（小）

バーバー：弦楽のためのアダージョ、陳治：胡琴組曲、ピアソラ：ブエノスアイレスの冬

仲道郁代ｐ

6月6日 19:00 石井啓一郎ヴァイオリン・リサイタル

7月12日 15:00 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団ブラス・クインテット

vn2,,va,vc,cb,ニ胡

二・外

96 京都コンサートホール

98 京都コンサートホール

J・S・バッハ：Ｇ線上のアリア、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、シューベルト、カッチーニ：アヴェ・マリア 他

アラカルト・外

ミローシュ・ヴァチェック ヴィステラフ・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 四・外

vn2,va,vc

ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第１番《クロイツェル・ソナタ》、スメタナ：弦楽四重奏曲第１番《わが生涯より》 他

ウルゼラ・デーラー、ハナローレ・ビルクナー、ヤン・ペルシュカ、ロベルタス・ウルバ

五

vn2,va,vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：パルティータ第２番、モーツァルト：ピアノ・ソナタ第８番、ショパン：ピアノ協奏曲第１番（室内楽版）

クァルテットNats（松浦奈々vn,荒井章乃vn,直江智沙子va,新倉瞳vc）

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第９番《ラズモフスキー第３番》、シューベルト：弦楽四重奏曲第１４番《死と乙女》 他

二

tp,tb

Ｈ・Ｌ・クラーク：カズンズ、トゥリン：ファンダンゴ/２つの肖像、イウェイゼン：エリザベス朝組曲集 他

西澤安澄p

五・外

fl,ob,cl,fg,hr,pf

104 京都コンサートホール（小）

6月21日 18:00 京都ラ・ビッシュ・アンサンブルＶｏｌ．６《霧雨のブラームス》

田村安祐美vn、片山千津子vn、高村明代va、渡辺正和vc、神吉正cb、鈴木祐子cl、仙崎和男fg、小椋順二hrn

八

105 京都コンサートホール（小）

8月30日 14:00 帰ってきた星たちⅡ《田渕洋子vnと門下生によるコンサート》

大多貴子 川井郁子 膳ルミ子 上藪領藍子（以上ｖｎ）杉浦清美va 他

アラカルト

モーツァルト：ピアノと管楽のための五重奏曲Ｋ452、ビゼー（ボルン編）：カルメン幻想曲、プーランク：ピアノと管楽器のための六重奏曲 他
cl,fg,hrn,vn2,va,vc
ヴェレス：八重奏曲（日本初演）、ブラームス：クラリネット五重奏曲/ハンガリー舞曲集より
,cb
近衛秀健：無伴奏ヴァイオリンのための夢の日記/明恵、サラサーテ：バスク奇想曲、ブラームス：スケルツォ、ドヴォルザーク：２台のヴァイオリンとヴィオラのための
テルツェット、川井郁子：花音 他

106 京都コンサートホール（小）

11月11日 19:00 京響メンバーによるブラス・アンサンブルの夕べＶｏｌ．4

早坂宏明 ハラルドナエス（以上ｔｐ）井谷明彦ｔｂ,武貞茂夫tub、野澤秀昌hrn 岡本哲 小西元司（以上tb） 仲香織ｐ

アラカルト

107 京都コンサートホール（小）

11月14日 18:30 京都・キエフ姉妹都市友好交流コンサート《ベートーヴェン３大名曲》

アナトリー・バジェノフvn、イワン・クーチャーvc、長谷陽子ｐ

二

tp2,hrn,tb,tb2,tub, エウェイゼン：シャドウキャッチャー 他
pf
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番/ピアノ・ソナタ第32番/ヴァイオリン・ソナタ第９番
vn,vc,pf

108 京都コンサートホール（小）

11月19日 19:00 ピアノ・トリオの夕べ～キエフの名手達を迎えて

アナトリー・バジェノフvn、イワン・クーチャーvc、山本浩美 山下由香 平田葉子 久下真理（以上ｐ）

三

vn,vc,pf4

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》、ブラームス：ピアノ三重奏曲第３番、ラフマニノフ：ピアノ三重奏曲第１番、スメタナ：ピアノ三重奏曲

109 京都コンサートホール（小）

11月27日 19:00 長谷川真弓ヴァイオリン・リサイタル

塩見亮ｐ

二

vn,pf

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パルティータ第１番、ミヨー：屋根の上の牝牛、モーツァルト：ヴァイオリンソナタ ホ短調

吉沢実bfl,永田平八lut,福沢宏gmb

二、三

bfl,lut,gmb

グリーンスリーヴズ/小鳥愛好家の愉しみ/愛のうぐいす/中世吟遊詩人のシャンソネッタ 他

戸上眞理 清水醍醐（以上ｖｎ）星野博充va、佐賀義史vc、深尾憲一ｐ

五

vn2,va,vc,pf

ショスタコーヴィチ：ピアノ五重奏曲、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲

上村昇 佐藤禎 高橋恵理也 中西雅音 渡邉正和 他

八

vc8

クンマー：６つのデュオ第6番より《ロマンス》、ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第１番、Ｊ・シュトラウスⅡ世：喜歌劇《こうもり》序曲 他

二

mrb,pf

吉岡孝悦：グロッケンシュピールとピアノのための《オルゴール》、中川俊郎：虹色発光性、Ｊ・Ｓ・バッハ：管弦楽組曲第３番より《アリア》、モンティ：チャールダーシュ 他

110 京都府立府民ホールアルティ
111 京都府立府民ホールアルティ

2月17日 14:00 光の音符第１４回演奏会《リコーダーは歌う風》
7月6日 16:00 五重奏の夕べ

112 京都府立府民ホールアルティ

7月10日 19:00 第55回国連音楽会《８人のチェロ・アンサンブル》

113 京都府立府民ホールアルティ

7月26日 14:30 吉岡孝悦mrb＆中川俊郎ｐスーパーデュオ・コンサート

114 京都府立府民ホールアルティ

8月17日 14:00 大文字国際交流音楽祭《本祭～まことのまな》

指揮-桑山博 アンサンブルアカデミー京都合唱団、マーク・ゴトーニvn、藤森亮一vc、三界秀美cl、山口博明ｐ 他

アラカルト

115 京都府立府民ホールアルティ

9月21日 14:00 堀米ゆず子ヴァイオリン・ワークスⅢ《音楽の旅～叙情を求めて》

児玉桃ｐ

二

vn,pf

116 京都府立府民ホールアルティ

10月8日 19:00 京都アルティ弦楽四重奏団第12回公演

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第9番 他

二

vn,pf

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40番、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番、ガーシュウィン（ハイフェッツ編）：３つのプレリュード

117 京都府立府民ホールアルティ

10月30日 19:00 山本裕樹ヴァイオリン・リサイタル

西脇千花ｐ

中村典子：ノリ/蕪村の句による四季の歌、メシアン：世の終わりのための四重奏曲、メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲
バルトーク：ラプソディ第１番、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、野平一郎：委嘱作品世界初演、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第34・42番

118 京都府立府民ホールアルティ

11月1日 14:00 チプリアン・マリネスクvn＆深尾憲一ｐ デュオ・リサイタル2008

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第８番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第２番、シューベルト：幻想曲、ドヴォルザーク：ソナチネ

119 京都府立府民ホールアルティ

11月6日 19:00 日下紗矢子ヴァイオリン・リサイタル

上野真ｐ

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第８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３番、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ

120 京都府立府民ホールアルティ

11月9日 14:30 午後の室内楽08「フランス室内楽Ⅱ」（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

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

勇気・ウォングｖｎ、ベアンハルト・アイヒナーvc、倉田真里ｐ

三・外

vn,vc,pf

モーツァルト：ピアノ三重奏曲第６番、ブラームス：ピアノとチェロのためのソナタ第１番、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番

122 清水寺

4月2日 19:15 清水寺奉納コンサート《スイス・ロマンド木管クインテット》

西澤安澄p

五・外

fl,ob,cl,fg,hr,pf

モーツァルト：ピアノと管楽のための五重奏曲Ｋ452、ビゼー（ボルン編）：カルメン幻想曲 他

123 清水寺

4月2日 20:00 清水寺奉納コンサート《スイス・ロマンド木管クインテット》

西澤安澄p

五・外

fl,ob,cl,fg,hr,pf

モーツァルト：ピアノと管楽のための五重奏曲Ｋ452、ビゼー（ボルン編）：カルメン幻想曲 他

二

fl,pf

ゴーベール：ソナタ第２番、Ｊ・Ｓ・バッハ：ソナタ変ホ長調、ピラティ：ソナタ、ミヨー：ソナチネ、シューベルト：《しぼめる花》の主題による変奏曲

121 京都府立府民ホールアルティ

12月7日 14:00 第22回京都芸術祭《ウィーン・クリムト トリオ・リサイタル》

124 甲東ホール

7月24日 19:00 デュオコンサートＮｏ．２《竹氏美加fl＆長谷川ゆきｐ》

125 甲東ホール

10月4日 19:00 スーパー・リコーダー・カルテット リサイタルＶｏｌ．４《兵庫公演》

藤田隆 北村正彦 秋山滋 松浦孝成（以上bfl)

四

bfl4

テシュナー：組曲《バラの香り》、チャールトン：空想の花束、コーマンス：ジョガー、マウテ：プレリュードとフーガ 他

126 神戸学院大学メモリアルホール

5月24日 15:00 知られざるピアノ五重奏の午後

風呂本佳苗p、林泉vn、財津進va、林口眞也vc、林俊武cb

五

vn,va,vc,cb,pf

リース：ピアノ五重奏曲、ゲッツ：ピアノ五重奏曲、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》

127 神戸学院大学メモリアルホール

10月25日 15:00 田中美奈ヴァイオリン・リサイタル

鈴木華重子ｐ

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第８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、ラヴェル：ツィガーヌ

11月1日 15:00 秋津智承チェロ・リサイタル

岡原慎也ｐ

二

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第１番、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、メシアン：イエズスの永遠性への賛歌、フランク：チェロ・ソナタ

11月2日 15:00 Ｔ．Ｏ．Ｐブラスクィンテットの午後

秋月孝之tp、篠崎孝tp、村上哲hrn、ロイドタカモトtb、川浪浩一tub

五

tp2,hrn,tb,tub

デュカス：ペリのファンファーレ、マウラー：《12の小品》より、スザート：ルネサンス舞曲集、ハワース：４つのスイス民謡、クレスポ：《アメリカ舞曲》より 他

二

vc,pf

ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ、フランク：チェロ・ソナタ、江藤誠仁右衛門：Smailish Sonatine（委嘱初演） 他

吉武雅子ｐ

二

vn,pf

鳥の歌、ショーソン：詩曲、ラヴェル：ツィガーヌ、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、ポルムベスク：望郷のバラード 他
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、フランク：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９番《クロイツェル》

128 神戸学院大学メモリアルホール
129 神戸学院大学メモリアルホール
130 神戸芸術センター芸術劇場
131 神戸新聞松方ホール

12月14日 14:00 ミハエル・カニュカvc＆伊藤ルミｐ スーパー・デュオ・リサイタル
2月29日 19:00 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル

若林顕ｐ

二・外

vn,pf

133 神戸新聞松方ホール

4月12日 15:00 間瀬尚美マリンバ・リサイタル

金子浩三p

二

mrb,pf

ハルト：マリンピックス、Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第６番、安倍圭子：マリンバ・ダモーレ、コッペル：マリンバ協奏曲 他

134 神戸新聞松方ホール

5月30日 11:00 モーニング・コンサートＮｏ．８《稲庭達が奏でるヴァイオリン名曲選》

島崎央子ｐ

二

vn,pf

クライスラー：美しきロスマリン、エルガー：朝の歌、Ｊ・Ｓ・バッハ（グノー編）：アヴェ・マリア、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」 他

7月31日 19:00 大岡仁ヴァイオリン・リサイタル

田口友子ｐ

132 神戸新聞松方ホール

3月8日 18:00 コリア・ブラッハー 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25番、サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

136 神戸新聞松方ホール

10月28日 19:15 堀米ゆず子vn＆エル＝バシャｐ ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会第２回

二

vn,pf

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第4・5番

137 神戸新聞松方ホール

12月17日 19:00

二

vc,pf

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第１～３番/モーツァルトの主題による７つの変奏曲

榎本潤cem&p

二

fl,cem,pf

ドップラー：ハンガリー田園幻想曲、Ｆ・クープラン：恋の夜うぐいす、ジュナン：ヴェニスの謝肉祭、バーンスタイン：トゥナイト/マンボ 他

シャンドール・デッキィ・ラカトシュvn、シャンドール・デッキィ・ラカトシュＪｒ(vn),エァリカ・スヴォボダ（チター）、ヴァレェル・
ヘェゲェドュゥスｐ

アラカルト・外

vn2,pf,チター

クライスラー：愛の喜び、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、Ａ・カラス：映画「第三の男」よりハリー・ライム 他

ウォルフ＝ディーター・バッツドルフ サシャ・リーデル エバハルト・ヴュンシュ フランツィスカ・バッツドルフ

四・外

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第77番《皇帝》、モーツァルト：弦楽四重奏曲第21番、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第8番

135 神戸新聞松方ホール

138 神戸文化ホール（中）

上田晴子P＆金子鈴太郎ｖｃのベートーヴェン チェロソナタ＆変奏曲全曲演奏会第１回

4月4日 13:30 山形由美フルート・リサイタル

139 神戸文化ホール（中）

5月30日 18:30 ウィーン・セレナーデ

140 神戸文化ホール（中）

11月29日 15:00 ベルリン弦楽四重奏団

185 堺市立栂文化会館

6月10日 19:00 神尾真由子ヴァイオリン・リサイタル

ロハンデ・シルヴァｐ

二

vn,pf

シューベルト：ロンド イ長調、ショーソン：詩曲、サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、ラヴェル：ツィガーヌ 他

141 ザ・シンフォニーホール

2月10日 14:00 千住真理子vnスウィート・バレンタイン～愛のロマンス

山胴智ｐ

二

vn,pf

ベートーヴェン：ロマンス第２番、マスネ：タイスの瞑想曲、エルガー：愛の挨拶、フォーレ：夢のあとに 他

142 ザ・シンフォニーホール

3月16日 14:00 サンクトペテルブルク・フィルハーモニー金管五重奏団

五・外

143 ザ・シンフォニーホール

4月13日 14:00 諏訪内晶子＆ニコラ・アンゲリッシュ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40番、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2・3番

144 ザ・シンフォニーホール

4月15日 19:00 イングリット・フジコ・ヘミングｐ＆ローラン・コルシアvn

二・外

vn,pf

フランク：ヴァイオリン・ソナタ 他

145 ザ・シンフォニーホール

4月25日 19:00 デイヴィッド・ギャレット ヴァイオリン・リサイタル

ダニエル・ゴルトラーp

二・外

vn,pf

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第３番、ベートーヴェン：ロマンス第２番 他

146 ザ・シンフォニーホール

4月26日 14:00 前橋汀子ヴァイオリン名曲選

イーゴリ・ウリヤシュp

二

vn,pf

クライスラー：愛の喜び、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のためのパルティータ第３番、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

147 ザ・シンフォニーホール

5月25日 14:00 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 イザベル・カリシウス ヴァレンティン・エルベン

四・外

vn2,va,vc

ハイドン：弦楽四重奏曲第81番、ベルク：弦楽四重奏曲、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番

148 ザ・シンフォニーホール

6月22日 14:00 樫本大進vn&コンスタンチン・リフシッツｐ

二

vn,pf

ショスタコーヴィチ：ピアノ・ソナタ第２番/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9番《クロイツェル》

エヴァルド：金管五重奏曲第１番、ムソルグスキー：交響詩《はげ山の一夜》、ロッシーニ：歌劇《セビリャの理髪師》より「私は町のなんでも屋》 他

149 ザ・シンフォニーホール

11月15日 15:00 ヨーヨー・マ チェロ・リサイタル

キャサリン・ストットｐ

二 ・外

vc,pf

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ、ピアソラ：ル・グラン・タンゴ 他

150 ザ・シンフォニーホール

11月30日 15:00 ワディム・レーピン ヴァイオリン・リサイタル

イタマール・ゴランp

二 ・外

vn,pf

ドビュッシー：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、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第９番

151 ザ・フェニックスホール

1月13日 14:00 ヴォーチェ弦楽四重奏団

サラ・デイヤン、セシル・ルーバン、ギヨーム・ベケール、ジュリアン・ドゥコワン

四・外

vn2va,vc

モーツァルト：弦楽四重奏曲第１４番、ハイドン：弦楽四重奏曲第７８番《日の出》、ボレン：弦楽四重奏曲第２番、ドビュッシー：弦楽四重奏曲

152 ザ・フェニックスホール

1月18日 14:00 板倉康明cｌ～木管トリオの楽しみ

辻功ob、井上俊次fg

三

cl,ob,fg

ベートーヴェン：《ドン・ジョヴァンニ》の「お手をどうぞ」による１２の変奏曲、ヴィラ＝ロボス：オーボエ、クラリネットとファゴットのための三重奏曲 他

153 ザ・フェニックスホール

2月2日 18:00 レクチャー・コンサート・シリーズ１６《環バルト海～ソ連崩壊後の音楽史断章》

ヴァディム・ザハロフp,久保田巧vn,山崎伸子vc

二、三

vn,vc,pf

アリ＝ザデ：ピアノのための音楽、ペレツィス：組曲第３番より、シルヴェストロフ：ヴァイオリン・ソナタ《追伸》、シュニトケ：チェロ・ソナタ第１番

154 ザ・フェニックスホール

2月7日 19:00 宮本笑里vn《smile》

浦壁信二p

二

vn,pf

ラフマニノフ：ヴォカリーズ、ドヴォルザーク：スラヴ幻想曲、エルガー：愛の挨拶、フランク：ヴァイオリン・ソナタ 他

二

vn,pf

シマノフスキ：ロマンス/アレトゥーザの泉、プロコフィエフ：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

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、サン＝サーンス：ソナタop.166、トマジ：バラード

155 ザ・フェニックスホール

2月20日 19:00 クシシトフ・クジニックｖｎ＆梶山敦子ｐ《ポーランドの思い出》

156 ザ・フェニックスホール

3月10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

157 ザ・フェニックスホール

3月13日 19:00 川口雅行マンドリン・リサイタル～還暦、感激！！記念コンサート

吉川緑vn,池上尚里vn,角田知子va,成川昭代vc,長谷川順子cb,松本吉夫g

アラカルト

vn2,va,vc,cb,g,mand ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲《四季》、黛敏郎：木琴協奏曲、武満徹：三月の歌 他

158 ザ・フェニックスホール

3月19日 14:00 ラ・ストラーダpresentsキッズ・コンサートvol.6

ラ・ストラーダ弦楽アンサンブル

アラカルト

159 ザ・フェニックスホール

3月19日 19:00 ラ・ストラーダ弦楽アンサンブル第30回定期演奏会

160 ザ・フェニックスホール

3月25日 19:00 ジャパン・ストリング・クヮルテット

久保陽子、久合田緑、菅沼準二、岩崎洸

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第2・9・16番

富岡潤子 前田峰子 木村育代（以上ｐ）、小林千晃ob

三、四、五・外

ob,vn2,va,vc,pf3

シューマン：ピアノ五重奏曲、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》/オーボエ四重奏曲、ドホナーニ：ピアノ五重奏曲第１番 他

二

vc,pf

サン＝サーンス：ロマンス、フォーレ：エレジー、リスト：愛の夢、ドビュッシー：喜びの島、Ｒ・シュトラウス：チェロ・ソナタ 他

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集《四季》「春」より、モーツァルト：セレナーデ第１３番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》より第１楽章、ハイドン：弦楽四重奏曲第６７番《ひばり》より第４
楽章 他

シューベルト：弦楽五重奏曲、モーツァルト：弦楽五重奏曲第４番

五

161 ザ・フェニックスホール

4月19日 14:00 ステファン・キーロフ弦楽四重奏団と共に

162 ザ・フェニックスホール

4月27日 17:00 宇宿真紀子p＆宇宿直彰vc ソロ＆デュオ・リサイタル

163 ザ・フェニックスホール

5月23日 19:00 ヴィオラスペース2008大阪

今井信子 川本嘉子 店村眞積（以上va)小栗まち絵vn、野平一郎ｐ

二、三

vn,va3,pf

モーツァルト：ピアノ、ヴァイオリンとヴィオラのための三重奏曲《ケーゲルシュタット・トリオ》、レーガー：無伴奏ヴィオラ組曲第１番、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第１番 他

164 ザ・フェニックスホール

5月24日 14:00 奥村愛ヴァイオリン・リサイタル

丹千尋ｐ

二

vn,pf

加古隆：ポエジー、クロール：バンジョーとフィドル、ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ、エルガー：愛の挨拶 他

165 ザ・フェニックスホール

5月29日 19:00 八幡順ヴァイオリン・リサイタル

河野美砂子ｐ、松本吉夫g

二、三

vn,g,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第４０番、プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第１番、ピアソラ：タンゴの歴史より 他

166 ザ・フェニックスホール

7月25日 14:00 古部賢一オーボエ・リサイタル

野原みどりｐ

二

ob,pf

不詳

167 ザ・フェニックスホール

7月28日 19:30 ヴェンツェル・フックス クラリネット・リサイタル

松山元ｐ

二・外

cl,pf

シューマン：幻想小曲集、ドビュッシー：クラリネットのための第１狂詩曲、ウェーバー：大協奏的二重奏曲、ミヨー：協奏的大二重奏曲、ブラームス：クラリネット・ソナタ第２番

168 ザ・フェニックスホール

8月9日 19:00 瀧内曜子ヴァイオリン・リサイタル2008

藤井己加ｐ

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８番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番、ショーソン：詩曲、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

169 ザ・フェニックスホール

8月26日 19:00 ジョシュア・ローマン チェロ・リサイタル

新ゆうｐ

二・外

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、ブラームス：チェロ・ソナタ第２番 他

170 ザ・フェニックスホール

9月10日 19:00 マンデリング・クァルテット

セバスチャン・シュミット ナネッテ・シュミット ローラント・グラースル ベルンハルト・シュミット、ブルックス・トーンｃｌ

四、五・外

cl,vn2,va,vc

モーツァルト：クラリネット五重奏曲、ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第７番、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１３番

171 ザ・フェニックスホール

9月22日 19:00 スーパー・リコーダー・カルテット リサイタルＶｏｌ．４《大阪公演》

藤田隆 北村正彦 秋山滋 松浦孝成（以上bfl)

四

bfl4

テシュナー：組曲《バラの香り》、チャールトン：空想の花束、コーマンス：ジョガー、マウテ：プレリュードとフーガ 他

172 ザ・フェニックスホール

9月26日 19:00 高木綾子flと仲間たち

長原幸太vn、菊池裕介ｐ

三

fl,vn,pf

ドップラー：ハンガリー田園幻想曲、ヘス：ヴァイオリンとフルートのための２つのバガテル、ロータ：三重奏曲 他

四

vn2,va,vc

ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》、ドナウディ：私の愛の日々、プッチーニ：歌劇《ボエーム》より「私が街を歩くとき」 他

岡崎悦子ｐ

二 ・外

fl,pf

モーツァルト：フルート・ソナタＫ.14、シューベルト：《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲、プーランク：フルート・ソナタ、ルーセル：笛吹きたち、カイザー（ニーダーマイヤー編）：ヴェニスの
仮面 他

173 ザ・フェニックスホール

10月22日 19:00 中村かおりＳ＆Ｍ．ノスティッツ弦楽四重奏団

174 ザ・フェニックスホール

10月31日 14:00 マインハルト・ニーダーマイヤー フルート・リサイタル

175 ザ・フェニックスホール

11月10日 19:00 栗原ひろみｐ＆ザルツブルガー・ゾリステン《室内楽の夕べ》

176 ザ・フェニックスホール

11月13日 19:00 ピアノ・トリオの夕べ～キエフの名手達を迎えて

アナトリー・バジェノフvn、イワン・クーチャーvc、山口暁子 太田寛子 横山由起子 松本昌敏（以上ｐ）

三

vn,vc,pf4

モーツァルト：ピアノ三重奏曲Ｋ.502、ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第４番、クラーク：ピアノ三重奏曲

177 ザ・フェニックスホール

11月14日 19:00 宮本笑里リサイタル・ツアー2008《tears》

浦壁信二p

二

vn,pf

パッヘルベル：カノン、モンティ：チャールダーシュ、ゲーゼ：ジェラシー 他

178 ザ・フェニックスホール

11月21日 19:00 佐野智子ヴァイオリン・リサイタル

松村英臣ｐ

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、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

179 ザ・フェニックスホール

11月24日 19:00 マリオ・ブルネロvcとバロックの仲間たち

ロベルト・ロレジヤンorg&cemb、イヴァノ・ザネンギlut、フランチェスコ・ガリジョーニvc

アラカルト・外

vc2,lut,org,cem

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第1・3番、ヴィヴァルディ：チェロ・ソナタＲＶ39・43・44・46

180 ザ・フェニックスホール

11月29日 17:00 ジプシー・ヴァイオリンの作り方《バルトーク・エネスク・ブラスバンド》

伊東信宏（お話）谷本華子vn、加藤洋之ｐ、Freylekh Jamboree

アラカルト

Ｊ・Ｓ・バッハ：半音階的幻想曲とフーガ、モーツァルト：ピアノ四重奏曲第１番･ピアノ協奏曲第14番

アラカルト

バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第２番/《野外にて》第４曲「夜の音楽」、エネスク：ヴァイオリン・ソナタ第３番

紺野紗衣ｐ

二

vc,pf

182 ザ・フェニックスホール

12月10日 19:00 ミロスラフ・ケイマル トランペット・リサイタル

渡辺治子ｐ

二 ・外

tp,pf

ネルーダ：トランペット協奏曲、シューベルト：アヴェ・マリア、ドヴォルザーク：交響曲第９番《新世界より》より 他

183 ザ・フェニックスホール

12月11日 19:00 サクソフォーン・クァルテット《CLOVER》CDデビュー・コンサート・ツアー

林田祐和 貝沼拓実 坂口大介 田村真寛

四

sax4

ラヴェル：《クープランの墓》より、ロベール：テトラフォーン、ピエルネ：民謡風四度の主題による序奏と変奏、ドビュッシー：弦楽四重奏曲 他

184 ザ・フェニックスホール

12月15日 19:00 冬のチェンバロ音楽祭2008《九響主席～深沢功のコントラバス讃歌》

冨安美奈子ｐ

二

cb,pf

J・S・バッハ：G線上のアリア、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、カサド：親愛なる言葉、ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ、ボッテシーニ：カプリチオ・ディ・ブラヴーラ

二

vn,pf

Ｒ・シュトラウス：楽劇《バラの騎士》よりワルツ、ドヴォルザーク：スラヴファンタジー《わが母の教えたまいし歌》、グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第３番 他

アレクサンダー・アファナシェフvn、ペーター・メニハートva、アレクサンダー・バグリンチェフvc、コルネリゥー アラカルト・外
＝コスミン・ブイカンcb

vn2,va,vc,cb

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：ハンガリー舞曲第５番、ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲《四季》より、モンティ：チャールダーシュ 他

Ｓ,sax,mrb,pf

湯山昭：マリンバとアルト・サクソフォーンのためのディヴェルティメント、團伊玖磨：歌劇《夕鶴》より「与ひょう、私の大事な与ひょう」、マスカーニ：アヴェ・マリア 他

181 ザ・フェニックスホール

12月4日 19:00 溝口肇vcコンサート

7月4日 19:00 フランティシェック・ノボトーニｖｎ＆伊藤ルミｐ デュオ2008

マーラー：交響曲第５番より《アダージェット》、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第８番《悲愴》より、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 他

186

三田市総合文化センター郷の音ホール（小）

187

三田市総合文化センター郷の音ホール（小） 10月18日

188

シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

1月26日 14:00 影山明子mrb＆高山智津子Ｓ ジョイント・コンサート

内藤大輔sax,蜷川千佳p

189

シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

7月19日 19:00 神戸国際芸術祭2008《美しく青きドナウ》

アンサンブル・ラロ（ヘーデンボルク・直樹ｖｃ ダイアナ・ケトラーｐ アレクサンダー・シトコヴェツキーｖｎ ラ アラカルト・外
ズヴァン・ポポヴィッチva）川田知子vn 遠藤真理vc
中島悦子va

vn2,va2,vc,pf

Ｊ・シュトラウス：美しく青きドナウ、ウェーベルン：弦楽四重奏のための緩徐楽章、モーツァルト：ピアノ協奏曲第12番（弦楽四重奏伴奏版）、シューベルト：ピアノ三重奏曲第２番

190

シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

9月27日 14:00 瀬戸利佳ｐ＆南部靖佳fl ジョイント・コンサート

鈴木華重子ｐ

二

fl,p2

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第26番《告別》、アルベニス：組曲《イベリア》より「アルバイシン」、フォスター：３つのアメリカの曲、フランク：ソナタイ長調（原曲：ヴァイオリン・ソナタ） 他

191

シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

11月1日 14:00 井上麻紀ｐ＆高橋真珠ｖｎジョイント・コンサート

二

vn,pf

ラヴェル：水の戯れ、ショパン：即興曲第４番《幻想即興曲》、フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

三

vn,vc,pf

ヤナーチェク：おとぎ話、ベートーヴェン：ピアノソナタ第31番、ブラームス：ピアノ三重奏曲第１番
ボワモルティエ：トリオ・ソナタop.37-2、テレマン：ファゴットと通奏低音のためのソナタ ホ短調、ブレヴィーユ：オーボエとピアノのためのソナチネ、ブッシュ：ピアノ三重奏曲 他

17:00 ヨゼフ・レンドヴァイｖｎ

192 しがぎん経済文化センター

5月25日 15:00 北川恵美ピアノ・リサイタルwithカメラーデン・トリオ

谷口朋子ｖｎ,元井あづさｖｃ

アラカルト

193 しがぎん経済文化センター

7月11日 19:00 夏の欧州旅ものがたり

宮本謙二fg、宮本克江ob、西村裕美子p

二、三

ob,fg,pf

194 しがぎん経済文化センター

10月7日 19:00 京都ラ・ビッシュ・アンサンブル《八重奏の系譜～ひらかれゆく響像》

田村安祐美vn、片山千津子vn、高村明代va、渡辺正和vc、神吉正cb、鈴木祐子cl、仙崎和男fg、小椋順二hrn

八

cl,fg,hrn,vn2,va,vc ベートーヴェン：七重奏曲、コダーイ：２つのヴァイオリンとヴィオラのためのセレナード、ティシュハウザー：八重奏曲
,cb

196 すずらんホール

7月15日 19:00 神戸国際芸術祭2008《美しく青きドナウ～ドナウの夕暮れ》

アンサンブル・ラロ（ヘーデンボルク・直樹ｖｃ ダイアナ・ケトラーｐ アレクサンダー・シトコヴェツキーｖｎ ラ アラカルト・外
ズヴァン・ポポヴィッチva）川田知子vn 遠藤真理vc
中島悦子va

v,2,va2,vc,pf

Ｊ・シュトラウス：美しく青きドナウ、ブルックナー：弦楽五重奏曲より第３楽章、シューベルト：夜想曲、ブラームス：ピアノ四重奏曲第３番

197 世良美術館

6月15日 14:30 ドビュッシーとその周辺Ｖｏｌ．４

蓑田真理ｖｎ、谿博子ｐ

v,pf

バッハ（ブゾーニ編）：トッカータとフーガ ニ短調、メシアン：前奏曲より、ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ、ラヴェル：ツィガーヌ

198 そごう劇場

3月16日 14:00 ウィーン室内合奏団

アラカルト・外

199 そごう劇場

3月17日 14:00 ウィーン室内合奏団

アラカルト・外

200 高槻現代劇場（中）

12月7日 15:00 スローカー・トロンボーン四重奏団《結成35周年記念スペシャル・コンサート》

アルミン・バッハマン 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

四・外

201 中華会館東亜ホール

2月16日 14:00 神戸フォーレ協会アプレミディ・コンサート７

松澤須美Ms、植田恵子fl,一ノ瀬夏美ｐ、日野俊介ｖｃ、寺坂一子S 他

アラカルト

202 テアトロ・マロン

5月23日 16:00 ボロメーオ弦楽四重奏団公開リハーサル

ニコラス・キッチン、クリストファー・タン、元渕舞、イーサン・キム、沢和樹va

四、五・外

vn2,va2,vc,

ハイドン：弦楽四重奏曲第７９番、モーツァルト：弦楽五重奏曲第４番

203 同志社大学寒梅館ハーディホール

9月21日 15:00 ルベン・シメオｔｐ デビュー・リサイタル

浦壁信二p

二・外

tp,pf

ホック：愛の夢、アルビノーニ：オーボエ協奏曲、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、アーバン：ヴェニスの謝肉祭 他

204 東条文化会館コスミックホール

6月28日 19:00 樫本大進vn&コンスタンチン・リフシッツｐ

二

vn,pf

ショスタコーヴィチ：ピアノ・ソナタ第２番/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9番《クロイツェル》

205 ドルチェ・アーティストサロン

1月12日 18:00 神戸バリトンクラブ演奏会

石田智子、猿渡裕介、吉岡一郎、川崎寛子（以上sax）

アラカルト

sax4？

ロッシーニ：チェロとコントラバスのための二重奏曲/歌劇《セビリャの理髪師》より「私は町のなんでも屋」、J・S・バッハ：トッカータとフーガBWV565

206 ドルチェ・アーティストサロン

2月22日 19:00 Chamber Music of Osaka Sound Collabo Vol.20

山村茂va,北崎一恵fl,高木証成cl,徳元由加ｃｌ,古橋佳世ob,八上裕美ob,植田志穂fg,内田博世p

アラカルト

fl,cl2,ob2,fg,va,pf

ベートーヴェン：セレナードop25、ハイドン：チェンバロ（ピアノ）協奏曲ニ長調Hob.ⅩⅧ-11、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第２番

久米素子、尾崎小織、紀岡奈都子、北野美穂（以上fl）、ヘルマンハープアンサンブル『星のパレット』

アラカルト

二

モーツァルト：ディヴェルティメントK13７、クライスラー：弦楽四重奏曲、J・シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ/皇帝円舞曲 他
モーツァルト：ディヴェルティメントK13８、ドヴォルザーク：弦楽五重奏曲第２番、ベートーヴェン：七重奏曲 他

tb4

Ｊ・Ｆ・ミッシェル：結成35年を祝って、ヴァーゲンザイル：ソナタ第１番、ルイエ：トロンボーン四重奏のためのソナタ、ヴェルディ：歌劇《運命の力》序曲、ベスト・オブ・スローカー・カルテット～
35年のすべて 他

ラヴェル：マダガスカル島民の歌、サン＝サーンス：見えない笛、イベール：２つの間奏曲、ラロ：ピアノ三重奏曲第１番 他

207 ドルチェ・アーティストサロン

3月2日 13:00 柴田孝治郎フルート・リサイタル

208 ドルチェ・アーティストサロン

3月17日 19:00 ピアノと木管四重奏の夕べpart2

武村美穂子fl,滝本博之fg,高橋博cl,中西順hrn,矢崎真里p

五

fl,fg,cl,hrn,pf

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三重奏曲第１番、ロッシーニ：管楽四重奏曲第３番、シュポア：大五重奏曲 他

209 ドルチェ・アーティストサロン

3月23日 14:00 外囿祥一郎ユーフォニアム・サロンコンサート

山田武彦p

二

eup,pf

池辺晋一郎：ユーフラテスの響き、ジャン・ルメール：３つの様式的練習曲 他

谷廣進一p

二

fl,pf

クーラウ：序奏とロンド、カプレ：夢と小さなワルツ、ピアソラ：リベルタンゴ、葉加瀬太郎：情熱大陸 他

210 ドルチェ・アーティストサロン

4月6日 15:00 保冨千晶フルート・リサイタル

211 ドルチェ・アーティストサロン

4月13日 18:00 関西室内楽協会～室内楽シリーズ

212 ドルチェ・アーティストサロン
213 ドルチェ・アーティストサロン

柴田孝治郎：大地の聲/気笛空道、クーラウ：四重奏曲op.103、早春譜/愛の挨拶 他

赤松由夏vn、池上尚里vn、角田知子va、後藤敏子vc、品川明子ob、門野満里fl、片寄伸也fg、延原弘明cl 五

fl,ob,cl,fg,vn2,va,vc モーツァルト：オーボエ四重奏曲Ｋ370/フルート四重奏曲第１番、ブラームス：クラリネット五重奏曲 他

5月17日 18:30 オイレンルンデ・コンサート

鈴木浩二tub、土井由美子p

二

tub,pf

5月18日 15:00 フルートとチェンバロによるバロック・シリーズ《バッハと共に今を生きる》

河合佑美 神谷あゆ 沼本奈緒子（以上fl）青谷理子 樋口博 吾妻優子（以上cem）

二

fl3,cem3

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/フルートと通奏低音のためのソナタ第１番、フランス組曲第３番/イタリア協奏曲 他

214 ドルチェ・アーティストサロン

5月24日 17:00 フォー・ボーン・ラインズ

村田陽一 古賀慎治 池上亘 黒金寛行

四

tb4

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、カッチーニ：アヴェ・マリア、ライヒェ：トロンボーン協奏曲第２番よりアダージョ、セロニアス・モンク：セロニアス 他

215 ドルチェ・アーティストサロン

6月15日 15:00 室内楽の愉しみ

福川伸陽ｈｒｎ 長原幸太ｖｎ

三

216 ドルチェ・アーティストサロン

6月29日 14:00 植田恵子fl＆國松竜次ｇ デュオ・リサイタル

217 ドルチェ・アーティストサロン

7月15日 19:00 ジャパン・ホルン・クワルテット《ＣＤ発売記念コンサート》

218 ドルチェ・アーティストサロン

10月5日 14:30 尾崎則子fl&新谷紀子saxジョイント・コンサート

ロトラー：ソナチネ、ショパン：ポロネーズ第７番《幻想》、ガイヤー：演奏会用小品、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ（編曲） 他

ブラームス：ホルン三重奏曲 他

二

fl,g

ピアソラ：ワルツ風の詩、ヴィラ＝ロボス：《ブラジル風バッハ第５番》より「アリア」、國松竜次：フラグメントス（新作初演） 他

山岸博 久永重明 西條貴人 上間善之

四

hr4

ターナー：四重奏曲第３番、ヒンデミット：４本のホルンのためのソナタ 他

大西隆弘 樋口五葉（以上ｐ）

二、三

fl,sax,pf2

フィオッコ：協奏曲、シューマン：幻想小曲集より、Ｊ・Ｓ・バッハ：フルート・ソナタ、ケックラン：ジーン・ハーローの墓碑 他

二

fl,g,pf

リスト：ラ・カンパネッラ、ピアソラ：タンゴの歴史、ムチンスキ：フルート・ソナタ、ドビュッシー：前奏曲第２巻より《花火》 他

219 ドルチェ・アーティストサロン

10月19日 14:30 太田愛fl＆引地祐美ｐデュオ・リサイタル

加治川岳ｇ

220 ドルチェ・アーティストサロン

10月26日 17:00 トリオ・レスペランス

加瀬孝宏ob、上田希cl、東口泰之fg

三

ob,cl,fg

イベール：三重奏の５つの小品、モーツァルト：ディヴェルティメント第３番 他

221 ドルチェ・アーティストサロン

10月29日 19:00 関西室内楽協会ジョイント・シリーズＮｏ．161

品川明子ob、今里祥子cl、片寄伸也fg、吾妻優子 松本梨乃（以上ｐ）

アラカルト

ob,cl,fg,pf2

シュミット：ア・トゥール・ダンシュ、ブリテン：《オヴィディウスによる６つの変容》より、ストラヴィンスキー：３つの小品、ブラームス：クラリネット・ソナタ第２番 他

谷本華子 森悠子 中田美穂 金子鈴太郎

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１１番/第14番

223 なでしこホール

7月16日 14:00 神戸国際芸術祭2008《美しく青きドナウ～ドナウのさすらい》

アンサンブル・ラロ（ヘーデンボルク・直樹ｖｃ ダイアナ・ケトラーｐ アレクサンダー・シトコヴェツキーｖｎ ラ アラカルト・外
ズヴァン・ポポヴィッチva）川田知子vn 遠藤真理vc
中島悦子va

vn2,va2,vc,pf

Ｊ・シュトラウス：美しく青きドナウ、Ｒ・シュトラウス：歌劇《バラの騎士》よりワルツ/ロマンス ヘ長調/ピアノ四重奏曲２つの小品、シューベルト：弦楽五重奏曲

225 奈良女子大学記念館

5月25日 15:00 ボロメーオ弦楽四重奏団演奏会

ニコラス・キッチン、クリストファー・タン、元渕舞、イーサン・キム、沢和樹va

四、五・外

vn2,va2,vc,

ハイドン：弦楽四重奏曲第７９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、モーツァルト：弦楽五重奏曲第４番

226 奈良女子大学記念館

8月27日 18:30 なら国際音楽アカデミー《講師スペシャル・コンサート》

アルバート・ロトｐ、若林暢 マーク・ゴトーニ 森悠子（以上ｖｎ）村田恵子va、林裕 水谷川優子（以上ｖｃ）

三、五・外

vn3,va,vc2,pf

ベートーヴェン：弦楽三重奏曲変ホ長調、シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》

5月31日 14:00 ウィーン・セレナーデ

シャンドール・デッキィ・ラカトシュvn、シャンドール・デッキィ・ラカトシュＪｒ(vn),エァリカ・スヴォボダ（チ
ター）、ヴァレェル・ヘェゲェドュゥスｐ

アラカルト・外

vn2,pf,チター

クライスラー：愛の喜び、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、Ａ・カラス：映画「第三の男」よりハリー・ライム 他

太田光子bfl、平井み帆cem

二

bfl,cem

ファルコニエーリ：甘き旋律、リッチョ：カンツォン、マルチェッロ：ソナタ第12番、ヴェラチーニ：フォリア 他

222 長岡天満宮拝殿

224 なら100年会館（中）
227 ノワ・アコルデ音楽アートサロン

9月9日 18:00 第21回キオスク・コンサート

10月24日 19:00 イタリアバロック音楽の変遷～イタリアへの夢《大阪公演》

195 白沙村荘大画室存古楼

3月23日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート～春・シューベルトをあなたに

矢崎瑞p、徳岡裕紀vn、太田道宏vc

二、三

vn,vc,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/アルペジオーネ・ソナタ/ピアノ三重奏曲第１番

228 白沙村荘大画室存古楼

5月25日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート104《弦楽四重奏とピアノの出会い》

平田葉子ｐ、森本一人 山崎緑 飛田千寿子 太田道宏

四、五

vn2,va,vc,pf

ハイドン：弦楽四重奏曲第77番《皇帝》、プッチーニ：弦楽四重奏のための《菊》、ブラームス：ピアノ五重奏曲

229 白沙村荘大画室存古楼

11月2日 15:00 哲学の道プロムナード・コンサート

児玉晃美ｐ、滝沢誠友cl、太田道宏vc

三

cl,vn,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》、ベートーヴェン：クラリネット三重奏曲《街の歌》、ブラームス：クラリネット三重奏曲

230 パビリオンコート

7月25日 19:00 第１回サロン・コンサートin京都《パリを行き交う音楽家たち》

坂川奈緒子ob、田邊武士fg、中本陽子p

三

ob,fg,pf

クープラン：王宮のコンセール第１番、サンカン：オーボエとピアノのためのソナチネ、ピアソラ：リベルタンゴ、プラーンク：ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲 他

231 パルナソスホール

7月19日 18:30 室内楽演奏会《上田晴子ｐと仲間たち》

田口友子ｐ、黒川侑vn、金子鈴太郎vc

二、三

vn,vc,pf2

ラヴェル：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ/ピアノ三重奏曲、ドビュッシー：白と黒で、ミヨー：スカラムーシュ

アルミン・バッハマン 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

四・外

tb4

Ｊ・Ｆ・ミッシェル：結成35年を祝って、ヴァーゲンザイル：ソナタ第１番、ルイエ：トロンボーン四重奏のためのソナタ、ヴェルディ：歌劇《運命の力》序曲、ベスト・オブ・スローカー・カルテット～
35年のすべて 他

二

pf2

プーランク：シテール島への船出、Ｄ・スカルラッティ：ソナタＫ159・380、ルトスワフスキ：パガニーニの主題による変奏曲 他

232 パルナソスホール
233 ひこね文化プラザ・エコーホール

12月14日 15:00 スローカー・トロンボーン四重奏団《結成35周年記念スペシャル・コンサート》
5月20日 19:00 鈴木陶子＆サンウー・カン《２台のピアノによる音のカーニバル》

234 姫路市市民会館

6月8日 14:00 関西フィル・ブラス・セレクション・コンサート

川上肇tb,吉野竜城tub、碓井淳一hrn、石川義治tb 関西フィルセクションと歌おう合唱団 他

アラカルト

235 兵庫県立芸術文化センター（大）

1月4日 11:30 ワンコイン・コンサート《井上麻子～サクソフォン・ヒストリー》

藤井快哉p

二

sax,pf

J・T・フェルドハウス：Grab it!、ピアソラ：タンゴの歴史、J・S・バッハ：G線上のアリア、モーリス：プロヴァンスの風景 他

236 兵庫県立芸術文化センター（大）

4月4日 19:00 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

寺嶋陸也p

二

vn,pf

エルガー：愛の挨拶、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、ブラームス：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 他

浦壁信二p

二・外

tp,pf

ホック：愛の夢、アルビノーニ：オーボエ協奏曲、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、アーバン：ヴェニスの謝肉祭 他

237 兵庫県立芸術文化センター（大）

9月23日 14:00 ルベン・シメオ トランペット・リサイタル

238 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月3日 14:00 宮川彬良（P&話）＆アンサンブル・ベガwithバイマーヤンジン（歌）

239 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月5日 14:00 タブラトゥーラ《謹賀新年初笑いライヴ！》

240 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月6日 14:00 タブラトゥーラ《謹賀新年初笑いライヴ！》

つのだたかし（ラウダ、ウート、lut）、田崎瑞博（フィドル）、江崎浩司（bfl、ショーム）、近藤郁夫（per、ハン
マーダルシマー）、山崎まさし（ビウエラ、波多野睦美Ms
つのだたかし（ラウダ、ウート、lut）、田崎瑞博（フィドル）、江崎浩司（bfl、ショーム）、近藤郁夫（per、ハン
マーダルシマー）、山崎まさし（ビウエラ、波多野睦美Ms

川上肇：１１人のためのファンファーレ、フィンランディア/雷鳴と電光/組曲《動物の謝肉祭》より 他

アラカルト

エルガー：行進曲《威風堂々》、窪田聡：母さんの歌、チベット民謡：ギャツォメメ、ヴェルディ：歌劇《ナブッコ》より「行け、わが思いよ、金色の翼に乗って」 他

アラカルト

つのだたかし：新しい自転車、田崎瑞博：ごわごわ、レセルカーダ（１６世紀スペイン）／ラグルタグルジプシーズ（イギリス古謡） 他

アラカルト

つのだたかし：新しい自転車、田崎瑞博：ごわごわ、レセルカーダ（１６世紀スペイン）／ラグルタグルジプシーズ（イギリス古謡） 他

241 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月8日 19:00 新春・室内楽への誘い

242 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月29日 19:00 兵庫県立文化センター管弦楽団室内楽シリーズ１２《工藤重典フルート三昧！》

243 兵庫県立芸術文化センター（小）

2月26日 19:00 中村真美ｃｌ＆パトリック・ジグマノフスキーｐ

244 兵庫県立芸術文化センター（小）

3月1日 14:00 山根亜美子マリンバ・リサイタル

山中淳史fl、新暁子cl、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、五

fl,cl,vn2,va,vc

兵庫県立芸術文化センター管弦楽団メンバー

アラカルト

fl他

ルーセル：フルート、ヴィオラとチェロのための三重奏曲、モーツァルト：フルート四重奏曲第１番・フルート協奏曲第１番、グノー：小交響曲 他

二

cl,pf

ドビュッシー：狂詩曲第１番、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、シーゲル：バス・クラリネットとコンピュータのためのJackdaw、ジグマノフスキー：バス・クラリネットとピアノのための魁
音Ⅱ（初演） 他

石幸千照p,山下嘉範ds&per,間瀬尚美vib,亀崎拓史per 他

モーツァルト：フルート四重奏曲第１番、ウェーバー：クラリネット五重奏曲 他

一柳慧：パガニーニ・パーソナル、ウイッチバー：リズムダンス、ロサウロ：マリンバコンチェルト第２番（perアンサンブル版） 他

アラカルト

245 兵庫県立芸術文化センター（小）

3月15日 14:00 ウィーン室内合奏団

アラカルト・外

246 兵庫県立芸術文化センター（小）

3月23日 14:00 ヒロ・クロサキ（バロックvn）＆リンダ・ニコルソン（フォルテｐ）デュオ・リサイタル

二・外

vn,pf

247 兵庫県立芸術文化センター（小）

4月19日 18:00 楽 ことば 心 其の３

佐々木真fl、河野文昭vc、河野美砂子p、永田和宏（講演）

三

fl,vc,pf

クーラウ：三重奏曲op119、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番、宵待草 他

248 兵庫県立芸術文化センター（小）

5月17日 14:00 ガブリエル・リプキン チェロ・リサイタル

ロマン・ザスラフスキーp

二・外

vc,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：無伴奏チェロ組曲第５番より、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第４番、シューマン：（リプキン編）：アダージョとアレグロ 他

榎田雅祥 中務晴之（以上ｆｌ）大奥由紀子ｐ

二・外

fl3,pf

Ｊ・Ｓ・バッハ：ソナタ第６番、プーランク：フルートとピアノのためのソナタ、ドップラー：リギの思い出 他

二・外

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第２番/平均律クラヴィーア曲集第１巻より第８番、ビーバー：ロザリオのソナタ第１番《受胎告知》 他

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９番《クロイツェル》、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第４番 他

249 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月5日 19:00 デニス・ブリアコフ スペシャル・フルート・コンサート

250 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月8日 14:00 アンドルー・マンゼvn＆リチャード・エガーcem

モーツァルト：ディヴェルティメントK136/クラリネット五重奏曲、J・シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ/皇帝円舞曲 他
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第35・40・41番/ピアノ・ソナタ第11番

251 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月11日 19:00 有希・マヌエラ・ヤンケ ヴァイオリン・リサイタル

（ｐｆ不明）

252 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月28日 15:00 バロック・アンサンブル《パルナッスの歓び》

マーヤ・アムライン（バロックvc) ダヴィッド・ブランティエー（バロックvn） 野入志津子（アーチリュート） ア 四・外
ンドレア・マルキオル（cem,org)

vn,vc,lut,cem,org ヴォルター：組曲第９番/セレナータ第28番、Ｊ・Ｓ・バッハ：トッカータ ニ長調ＢＷＶ912、ヴァイス：リュート組曲より

ゲルノット・ヴィニッシュホーファーvn ギア・ケオシヴィリvc

三

vn,vc,pf3

ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲《ドゥムキー》 他

前田綾子fl、日比浩一vn、日野俊介vc、杉野和世ｐ

アラカルト

fl,vn,vc,pf

フランセ：宮廷の音楽、ヴィラ＝ロボス：ジェット・ホイッスル、ラヴェル：ツィガーヌ、ヴィドール：組曲、ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 他

253 兵庫県立芸術文化センター（小）
254 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月2日 19:00 植野恭子＆山本安祈子＆山内鈴子《ピアノ・トリオの夕べ》
7月17日 19:00 パリの夕映え《室内楽の愉しみ》

二

255 兵庫県立芸術文化センター（小）

8月6日 11:30 ワンコイン・コンサート清永あやｖｎ

富岡順子ｐ

二

vn,pf

エルガー：愛の挨拶、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、武満徹：妖精の距離、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

256 兵庫県立芸術文化センター（小）

8月6日 15:00 ワンコイン・コンサート清永あやｖｎ

富岡順子ｐ

二

vn,pf

エルガー：愛の挨拶、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、武満徹：妖精の距離、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

257 兵庫県立芸術文化センター（小）

9月17日 19:00 第２回谷本華子ｖｎ＆山畑誠ｐデュオ・リサイタル

宮城浩信hrn

二、三

hrn,vn,pf

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》、エルガー：ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス：ピアノ三重奏曲

258 兵庫県立芸術文化センター（小）

9月28日 15:00 鈴木秀美vcと仲間たち《オール・モーツァルト・プログラム》

若松夏美 高田あずみ 竹嶋祐子 荒木優子（以上vn）森田芳子va、西澤誠治cb

アラカルト

vn4,va,vc,cb

モーツァルト：ディヴェルティメントＫ.136/セレナード第13番/アダージョとフーガＫ.546 他

259 兵庫県立芸術文化センター（小）

10月2日 19:00 ピアノ・デュオ・ドゥオール（藤井隆史＆白水芳枝）リサイタル第3回定期公演

二

pf2

ブラームス：大学祝典序曲、レーガー：ベートーヴェンの主題による変奏曲とフーガ、メシアン：アーメンの幻影、ラヴェル：ラ・ヴァルス

260 兵庫県立芸術文化センター（小）

10月26日 14:00 トリオ・ミンストレル コンサート・ツアー2008《大阪公演》

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、リムスキー＝コルサコフ：ピアノ三重奏曲、ピアソラ：コラール、ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第４番《ドゥムキー》

261 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月15日 14:00 フルートとギター《幻想の午後》

アンドレア・グリミネッリfl、エマヌエーレ・セグレg

二 ・外

fl,g

モーツァルト：トルコ行進曲、ピアソラ：タンゴの歴史/リベルタンゴ、ビゼー（ボルヌ編）：カルメン幻想曲、モンティ：チャールダーシュ 他

262 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月28日 19:00 豊嶋泰嗣withＰＡＣストリングス《晩秋のチャイコフスキー》

263 兵庫県立芸術文化センター（小）
264 兵庫県立芸術文化センター（小）

12月9日 19:00 ネマニャ・ラドゥロヴィッチvn＆ロール・ファブル＝カーンｐ デュオ・リサイタル
12月14日 15:00 《ロザリオのソナタ》全曲演奏

チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲第１番/弦楽六重奏曲

三、六
二 ・外

パヴロ・ベズノシウク（バロックｖｎ）デイヴィッド・ロブロウcem＆org、ポーラ・シャトーネウフ（テオルボ）リ
チャード・タニクリフェgamb 新井弘順（語り）

四・外

林ゆかりｆｌ、野村朋子vn、神永強正p

二、三

vn,pf

シューベルト：華麗なロンド、ピアソラ：リベルタンゴ、ラヴェル：ハバネラ、ハチャトゥリアン：剣の舞 他
ビーバー：ロザリオのソナタ

fl,vn,pf

キュイ：フルート、ヴァイオリンとピアノのための５つの小品、平尾貴四男：フルート、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲、ユン・イサン：フルート・ソロのためのエチュード第５番 他

266 びわ湖ホール（小）

1月20日 14:00 レクチャー・コンサート～後期ベートーヴェンの素顔を探る第１章《古典四重奏団》

川原千真、花崎淳生、三浦真樹、田崎瑞博

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第９番《ラズモフスキー第３番》・第１５番

267 びわ湖ホール（小）

3月16日 14:00 レクチャー・コンサート～後期ベートーヴェンの素顔を探る第２章《古典四重奏団》

川原千真、花崎淳生、三浦真樹、田崎瑞博

四

vn2,va,vc

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》・第１４番

268 びわ湖ホール（小）

7月17日 14:00 びわ湖の午後シリーズ30《アンサンブル・ラロ》

アンサンブル・ラロ（ヘーデンボルク・直樹ｖｃ ダイアナ・ケトラーｐ アレクサンダー・シトコヴェツキーｖｎ ラ アラカルト・外
ズヴァン・ポポヴィッチva）川田知子vn 遠藤真理vc

vn2,va2,vc,pf

ブラームス：ピアノ四重奏曲第３番、シューベルト：弦楽五重奏曲、Ｒ・シュトラウス：楽劇《バラの騎士》よりワルツ 他

9月23日 17:00 ロータス・カルテットwith澤和樹va

小林幸子 マティアス・ノインドルフ 山碕智子 斎藤千尋

四、五

vn2,va2,vc

モーツァルト：弦楽四重奏曲《狩り》/弦楽五重奏曲Ｋ.516、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》

アナトリー・バジェノフvn、イワン・クーチャーvc、柴田さおり 森田みず希 中須賀真弓（以上ｐ）

三・外

vn,vc,pf3

チャイコフスキー：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、アレンスキー：ピアノ三重奏曲第１番

光永三姉妹

三

fl,pf2

（おなじみの曲からクラシックの名作まで）

265 びわ湖ホール

269 フィガロホール
270 フェリーチェホール
271 文芸セミナリヨ

5月9日 19:00 音工房ＭＯＣＯ室内楽コンサートVol.1

11月23日 15:00 ピアノ・トリオの楽しみ～キエフの名手達を迎えて
3月8日 10:30 ワンコイン・コンサート・シリーズ１３《アンサンブルの愉しみ》

272 文芸セミナリヨ

9月20日 10:30 ワンコイン・コンサート・シリーズ⑲《音のおとぎ話》

デュオｍｆ（福留弘子ｖｎ 福留真循ｐ）

二

vn,pf

曲目不詳

273 ベルギーフランドル交流センター

6月29日 14:00 煌デュオ・コンサートＶｏｌ．３

北村奈美vn、三村哲子p

二

vn,pf

ヘンデル：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２番、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》

274 法然院

4月14日 19:00 河村典子vn＆伊藤深雪（フォルテｐ）デュオ

二

vn,pf

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第２８・３５番、ハイドン：ピアノ・ソナタ第５０番、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》 他

高橋博cl、宮本謙二fg、平林知子p

二

ob,cl,fg,pf

ブレヴィーユ：オーボエとピアノのためのソナチネ、フランセ：オーボエ、クラリネット、バスーンのためのディヴェルティメント、マーラー（宮本謙二編）：交響曲第４番より第１楽章

松村英臣ｐ

二

vn,pf

シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第１番、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第27番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第４番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

イージー・ポスピーハルｖｎ オルガ・イェリンコヴァーS

アラカルト・外
アラカルト・外

sax

J・S・バッハ：トッカータとフーガ、ホルスト：組曲《惑星》より木星、リード：アルメニアン・ダンス・パート１ 他

五

vn2,va,vc,pf

275 ムラマツリサイタルホール大阪
276 ムラマツリサイタルホール大阪
277 守山市民ホール

6月4日 19:00 宮本克江オーボエ・リサイタル《My favorite MAHALER》
10月4日 18:00 住吉のり子ヴァイオリン・リサイタル
12月17日 19:00 チェコ・フィル合奏団のクリスマス

278 八尾市文化会館プリズムホール

2月15日 19:00 ミ・ベモル サクソフォン・アンサンブル

279 八尾市文化会館プリズムホール（小）

6月20日 19:00 大阪フィル・トップ奏者による 室内楽に夢中っ！

長原幸太ｖｎ、佐久間聡一ｖｎ、小野眞優美va、秋津智承vc、鈴木華重子ｐ

J・S・バッハ：Ｇ線上のアリア、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、シューベルト、カッチーニ：アヴェ・マリア 他
サラサーテ：ナヴァラ、ハイドン：弦楽四重奏曲第５番《ひばり》、シューマン：ピアノ五重奏曲

280 山村サロン

9月6日 14:30 21世紀音楽浴Ｖｏｌ．15《音楽における装飾性》

渡邊可奈 田中梨沙 岸上ゆりか 亀野春香（以上ｆｌ）栗脇紀奈 岡本惟禎 山口ひろ子（以上ｐ）川勝美歌ｖｃ、森川陽子
アラカルト
（ｐ＆作曲）、ピエールーイヴ・アルトー＆久保洋子デュオ

モーツァルト：フルート・ソナタＫ.12、ファーニホウ：４つのミニアチュール、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、近藤圭：伝統と構造Ⅴ、久保洋子：ピュリフィカシオン（世界初演） 他

281 山村サロン

9月6日 15:30 21世紀音楽浴Ｖｏｌ．15《音楽における装飾性》

渡邊可奈 田中梨沙 岸上ゆりか 亀野春香（以上ｆｌ）栗脇紀奈 岡本惟禎 山口ひろ子（以上ｐ）川勝美歌ｖｃ、森川陽子
アラカルト
（ｐ＆作曲）、ピエールーイヴ・アルトー＆久保洋子デュオ

モーツァルト：フルート・ソナタＫ.12、ファーニホウ：４つのミニアチュール、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、近藤圭：伝統と構造Ⅴ、久保洋子：ピュリフィカシオン（世界初演） 他

9月6日 16:30 21世紀音楽浴Ｖｏｌ．15《音楽における装飾性》

渡邊可奈 田中梨沙 岸上ゆりか 亀野春香（以上ｆｌ）栗脇紀奈 岡本惟禎 山口ひろ子（以上ｐ）川勝美歌ｖｃ、森川陽子
アラカルト
（ｐ＆作曲）、ピエールーイヴ・アルトー＆久保洋子デュオ

モーツァルト：フルート・ソナタＫ.12、ファーニホウ：４つのミニアチュール、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、近藤圭：伝統と構造Ⅴ、久保洋子：ピュリフィカシオン（世界初演） 他

9月6日 18:00 21世紀音楽浴Ｖｏｌ．15《音楽における装飾性》

渡邊可奈 田中梨沙 岸上ゆりか 亀野春香（以上ｆｌ）栗脇紀奈 岡本惟禎 山口ひろ子（以上ｐ）川勝美歌ｖｃ、森川陽子
アラカルト
（ｐ＆作曲）、ピエールーイヴ・アルトー＆久保洋子デュオ

モーツァルト：フルート・ソナタＫ.12、ファーニホウ：４つのミニアチュール、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、近藤圭：伝統と構造Ⅴ、久保洋子：ピュリフィカシオン（世界初演） 他

282 山村サロン
283 山村サロン
284 八幡市文化センター

10月13日 15:00 京響メンバーによる金管五重奏《ロビー・コンサートＶｏｌ．19》

早坂宏明 ハラルドナエス（以上ｔｐ）井谷明彦ｔｂ,武貞茂夫tub、野澤秀昌hrn

五

285 八幡市文化センター

12月12日 19:00 チェコ・フィル合奏団のクリスマス

イージー・ポスピーハルｖｎ オルガ・イェリンコヴァーS

アラカルト・外

tp2,hrn,tb,tub

アンダーソン：トランペット吹きの子守歌、クラーク：トランペット・ヴォランタリー、サン＝サーンス：ロマンス、フィルモア：ボーンズ・トロンボーン 他

J・S・バッハ：Ｇ線上のアリア、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、シューベルト、カッチーニ：アヴェ・マリア 他

