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No 会場 演奏会名 団体名 ジャンル 編成 演奏曲目

1 ＪＥＵＧＩＡ梅田ハービスＥＮＴ店ピアノスタジオ 1月11日 17:00 第11回サロン・コンサートin大阪 榊原涼子ｐ　荒巻美沙子vn　長谷川彰子vc 三 vn,vc,pf ブラームス：ピアノ三重奏曲第１番 他

2 ＪＥＵＧＩＡ梅田ハービスＥＮＴ店ピアノスタジオ 3月15日 17:00 第12回サロン・コンサートin大阪 佐久間聡一　浅井ゆきこvn　岩井英樹va　松隅千代恵vc　山本奈央子ｐ 四、五 vn2,va,vc,pf ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第6・9番、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 他

3 ＪＥＵＧＩＡ梅田ハービスＥＮＴ店ピアノスタジオ 3月21日 14:00 山中麻有里ｐ＆小倉直子ｐＰｒｅsents室内楽の愉しみ～ワイマール・ゲーテ弦楽四重奏団を迎えて 四、五・外 vn2,va,vc,pf モーツァルト：ディヴェルティメントＫ.136、シューマン：ピアノ五重奏曲、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲第2番

4 ＪＥＵＧＩＡ梅田ハービスＥＮＴ店ピアノスタジオ 3月22日 14:00 茨木セツ子ｐとワイマール・ゲーテ弦楽四重奏団 四、五・外 vn2,va,vc,pf ハイドン：弦楽四重奏曲第77番、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

5 青山音楽記念館バロックザール 1月14日 19:00 早坂宏明トランペット・リサイタル 仲香織ｐ 二 tp,pf ベルテロー：バラード、トマジ：トランペット協奏曲、エウェイゼン：セレモニーのためのバラード、スノー：ウィンター

6 青山音楽記念館バロックザール 2月14日 15:00 西谷玲子ｐアンサンブル・シリーズvol.2≪ウィーンはウィーン…≫～室内楽の宝箱から 木村直子vn　木村政雄vc田代直子va 三、四 vn,va,vc,pf モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第24番/ピアノ四重奏曲第1番、シューベルト：ピアノ三重奏曲第１番

7 青山音楽記念館バロックザール 2月21日 18:30 内田佳宏チェロ・リサイタル 谷合千文ｐ 二 vc,pf シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、メンデルスゾーン：無言歌集ニ長調、ドヴォルザーク：ユモレスク、ラフマニノフ：ヴォカリーズ、フランク：ソナタ 他

8 青山音楽記念館バロックザール 2月27日 19:00 坂口昌優ヴァイオリン・リサイタル 鈴木慎崇ｐ 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第25番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第２番、ベリオ：セクエンツァⅧ、ラヴェル：ツィガーヌ

9 青山音楽記念館バロックザール 3月20日 15:00 2003年度青山音楽賞受賞研修成果披露演奏会　渡邊玲奈フルートリサイタル 成田有花ｐ 二 fl,pf J.S.バッハ：フルート・ソナタBWV1032、シューベルト：「しぼめる花」の主題による序奏と変奏曲、シュトックハウゼン：友情にて、Ｃ.Ｐ.Ｅバッハ：無伴奏フルートソナタＷｑ.132，ブーレーズ：ソナチネ

10 青山音楽記念館バロックザール 3月28日 15:00 ピアノ＆ヴァイオリン　デュオコンサート 村上しのぶｐ　平松晶子vn　 二 vn,pf Ｊ.Ｓ.バッハ：ヴァイオリン・ソナタ第3・4番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番、ピアソラ：アディオス・ノニーノ、マスネ：タイスの瞑想曲、クライスラー：中国の太鼓 他

11 青山音楽記念館バロックザール 4月4日 15:00 田代美恵子vn&スタニスラフ・ボグニアｐ　ブラームス・ヴァイオリン・ソナタ全３曲 二 vn,pf ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全曲

12 青山音楽記念館バロックザール 4月11日 15:00 スタヴァンゲル弦楽四重奏団演奏会 四・外 vn2,va,vc モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番、アスハイム：Ｇｅｎesis～起源、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番

13 青山音楽記念館バロックザール 5月24日 15:00 土肥敬vc室内楽シリーズNo.54≪中西和代氏をゲストに迎えて≫ 黄原直美　山口陽子　高宮かおりｐ　中西和代vn 三 vn,vc,pf モーツァルト：ピアノ三重奏曲第5番、ベートーヴェン：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

14 青山音楽記念館バロックザール 6月7日 15:00 クァルテット・エクセルシオ第5回京都定期演奏会 四 vn2,va,vc モーツァルト：弦楽四重奏曲第4番、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第6・12番

15 青山音楽記念館バロックザール 6月12日 19:00 フロラン・シャレール　オーボエ・リサイタル 河合珠江ｐ　カルテット・デッラ・ヴォーチェ 五・外 ob,vn2,va,vc,pf プーランク：オーボエ・ソナタ、パスクリ：歌劇≪ファボリータ≫の主題による協奏曲、モーツァルト：オーボエ五重奏曲Ｋ．516

16 青山音楽記念館バロックザール 6月21日 15:00 おとの玉手箱Vol.7≪LOVE❤HANDEL≫ 山本優子bfl　吉田一美gamb　上尾直穀cemb 二、三 bfl,gamb,cem ヘンデル：リコーダー・ソナタop.1-4/7、Ｊ．Ｓ．バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタＢＷＶ1027 他

17 青山音楽記念館バロックザール 6月28日 14:00 アンサンブル・アンフィニ　コンサートVol.2 西尾牧子fl　松村衣里hp　高村明代va 森下幸路vn　渡邊正和vc 五 fl,vn,va,vc,hp フォーレ：金の涙、ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、ドビュッシー：子どもの領分、ジョリヴェ：リノスの歌、ダマーズ：五重奏曲 他

18 青山音楽記念館バロックザール 7月20日 17:00 ピアノ×フルート×ソプラノ・コンサート～Le cours du temps～ 池内真理子Ｓ　滝口悠子fl　崔理英　松田みゆきｐ アラカルト vo,fl,pf ドビュッシー：映像第２集、オッフェンバック：歌劇≪ホフマン物語≫より「木々を飛び交う小鳥たち」

19 青山音楽記念館バロックザール 9月13日 15:00 笠原純子＆笠原咸子ピアノ・デュオ・リサイタル《芳醇な香り・熟成のロマンチシズム》 ピアノデュオ pf2 プーランク：シテール島への船出、ラフマニノフ：組曲第2番 他

20 青山音楽記念館バロックザール 10月17日 15:00 「秋の宴」ピアノトリオの午後 青柳晋p　玉井菜採vn　ヤン・ソンウォンvc 三 vn,vｃ,pf ハイドン：ピアノ三重奏曲第43番、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第2番、シューベルト：ピアノ三重奏曲第1番

21 青山音楽記念館バロックザール 10月24日 15:00 若林暢vn＆アルバート・ロトｐデュオ・リサイタル 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番、ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ、吉田隆子：ヴァイオリンとピアノのための小品、プロコフィエフ：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21日 15:00 石橋幸子ヴァイオリン・リサイタル≪流麗なる響き≫ 山田京子ｐ 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番、Ｊ．Ｓ．バッハ：シャコンヌ 他

23 青山音楽記念館バロックザール 12月18日 19:00 堀江牧生チェロ・リサイタル 榊原紀保子ｐ 二 vc,pf Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏チェロ組曲第2番、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第4番、リゲティ：無伴奏チェロ・ソナタ、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ

24 秋篠音楽堂 1月5日 18:30 AKISHINO　ニューイヤーコンサート～春からの便り ヴィルフリート・和樹・ヘーデンボルグ　ジュン・ケラーvn　佐藤明子ｐ  他 アラカルト ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番「春」、J・シュトラウスⅡ：南国のバラ、J・シュトラウスⅠ：エルンストの思い出

25 秋篠音楽堂 5月3日 14:00 第６回秋篠音楽堂室内楽フェスタ 清水明ob　佐藤明子p　福冨博文vn　山岸孝教vc　他 四 モーツァルト：フルート四重奏曲第3番、ポップ：子どものための三重奏曲、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１番、ラフマニノフ：ピアノ三重奏曲第２番 他

26 秋篠音楽堂 10月18日 15:00 ギタリストたちの饗宴 荘村清志　鈴木大介　大萩康司ｇ 三 g3 ボッケリーニ：序奏とファンダンゴ、スカルラッティ：２つのソナタ、カルリ：デュオ第2番、ミヨー：スカラムーシュ 他

27 秋篠音楽堂 11月6日 19:00 カザルス弦楽四重奏団＆服部さやかｐ 四、五・外 vn2,va,vc,pf カタロニア民謡：鳥の歌、ハイドン：弦楽四重奏曲第39番、ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第１番、シューマン：ピアノ五重奏曲

28 あましんアルカイックホール・ミニ 3月8日 11:00 ≪うたって、あそぼう！≫親子コンサート 杉江洋子vn　末永真理vc　村山知美p　他 アラカルト 曲目不詳

29 あましんアルカイックホール・ミニ 3月8日 13:30 ≪うたって、あそぼう！≫親子コンサート 杉江洋子vn　末永真理vc　村山知美p　他 アラカルト 曲目不詳

30 いかるがホール 4月12日 14:00 トーマ・プレヴォ　フルート・リサイタル アルバート・ロトｐ 二・外 fl,pf シューベルト：「しおれた花」による変奏曲、平尾貴四男：フルートとピアノのためのソナチネ、ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、Ｒ・シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ 他

31 いずみホール 1月9日 19:00 ウィーン・リング・アンサンブル　ニューイヤーコンサート アラカルト・外 fl,cl2,hrn,vn2,va,vc,
cb

J・シュトラウスⅡ：「こうもり」序曲、「インディゴと40人の盗賊」序曲、レハール：「メリー・ウィドウ」より「マキシムへ行こう」、ツィーラー：ウィーン娘

32 いずみホール 1月16日 19:00 庄司紗矢香vn イタマール・ゴラン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3番、ブロッホ：ヴァイオリン・ソナタ第1番、メシアン：主題と変奏、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番

33 いずみホール 1月19日 11:00 いずみホール音楽講座2008「現代音楽の楽しみ方教えます」 川島素晴（講師）　ＣＯＴO-ＰＲＥＳＥＮＴ アラカルト vn2,va,vc? ペンデレツキ：弦楽四重奏曲第１番 他

34 いずみホール 3月19日 19:00 室内楽の夕べ～ドイツ・ワイマール・ゲーテ弦楽四重奏団を迎えて 松島美香ｆｌ 氏田敬子　田中伴子ｐ 四、五・外 vn2,va,vc,pf ハイドン：弦楽四重奏曲第77番、ロッシーニ：フルート四重奏曲第２番、シューマン：ピアノ五重奏曲、フランク：ピアノ五重奏曲

35 いずみホール 4月22日 19:00 有田正広≪フルート400年の旅≫ 有田千代子（p&cem) 二 fl,pf,cem クープラン：恋のうぐいす、ドビュッシー：パンの笛またはシランクス、ドンジョン：３つのサロン・エチュード、福島和夫：宴 他

36 いずみホール 4月30日 19:00 スティーヴン・イッサーリスvc コニー・シーｐ 二・外 vc,pf ベートーヴェン：ヘンデルの≪マカベウスのユダ≫の主題による12の変奏曲、Ｒ・シュトラウス：ロマンス、ブロッホ：３つのスケッチ≪ユダヤの生活から≫、マルティヌー：チェロ・ソナタ第1番 他

37 いずみホール 5月8日 19:00 マクサンス・ラリューfl&工藤重典ｆｌ≪奇跡のデュオ・リサイタル≫ 成田有花ｐ 二、三 fl2,pf C.P.E.バッハ：トリオ・ソナタホ長調、ルクレール：ソナタ第３番、ドップラー：≪夢遊病の女≫のパラフレーズ、クーラウ：トリオ・コンチェルタンテ

38 いずみホール 6月26日 19:00 タカーチ弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc ハイドン：弦楽四重奏曲第82番、バルトーク：弦楽四重奏曲第2番、モーツァルト：弦楽四重奏曲第21番

39 いずみホール 10月18日 14:00 ウィーン音楽祭　in OSAKA　2009≪古楽器アンサンブルの楽しみ～名器シュトライヒャーを囲んで≫ 小倉貴久子（フォルテピアノ）　桐山建志vn　長岡聡季va　花崎薫vc　笠原勝二cb 五 vn,va,vc,cb,pf ベートーヴェン：ピアノ四重奏曲WoO.36-3/交響曲第2番、シューベルト：ピアノ五重奏曲≪ます≫

40 いずみホール 11月25日 19:00 ダリ・ピアノ・トリオ 三・外 vn,vc,pf ハイドン：ピアノ三重奏曲第9番、ブラームス：ピアノ三重奏曲第3番、シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番

41 いずみホール 12月3日 19:00 竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル イタマール・ゴランｐ 二 vn,pf ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全曲

42 いずみホール 12月21日 19:00 松野迅ヴァイオリン・リサイタル 曽我尚江ｐ 二 vn,pf パガニーニ：カンタービレ、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ、ベートーヴェン：ソナタ第5番、滝廉太郎：荒城の月、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

43 茨木市民総合センター 8月23日 14:00 大阪国際音楽コンクール第10回記念《矢野正浩　フルート・コンサート》 稲内恵美ｐ 二 fl,pf ジュナン：ベニスの謝肉祭による変奏曲、ドップラー：ハンガリー田園幻想曲、ピアソラ：タンゴ・エチュードより第３・４番、ベーム：グランド・ポロネーズ、シュトックメスト：《歌の翼》による幻想曲

44 伊吹薬草の里文化センター 12月12日 14:00 聖夜のトランペット レオニド・コルキンtp　アレクサンドル・イルチェンコｐ 二・外 tp,pf ロッソ：夜空のトランペット、クリスマス・メドレー、ひばりメドレー、シューベルト：アヴェ・マリア 他

45 大阪倶楽部４階ホール 2月27日 19:00 鈴木豊人cl&右近恭子ｐ 二 cl,pf ライネッケ：序奏とアレグロ・アパッショナート、プーランク：クラリネット・ソナタ、コカール：メロディとスケルツェット、ブラームス：クラリネット・ソナタ第1番 他

46 大阪倶楽部４階ホール 4月10日 19:00 野田篁一と仲間たちＶｏｌ.2≪ホルンでクィンテット≫ 高木和弘　岩谷祐之vn　竹内晴夫　富田大輔va　河野文昭vc 五 vn,va,vc,hrn ホフマイスター：ホルン五重奏曲変ホ長調、モーツァルト：ホルン五重奏曲変ホ長調、ハウフ（ヴィーリンク編）：ホルン五重奏曲変ホ長調、ドップラー：ホルン五重奏曲変ホ長調

47 大阪倶楽部４階ホール 4月18日 16:00 相曽賢一朗vn＆野村幸代ｐ”春のソナタ” 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、シンディング：ヴァイオリンとピアノの組曲第1番≪古い様式による≫、エルガー：ヴァイオリン・ソナタ 他

48 大阪倶楽部４階ホール 5月22日 19:00 メンデルスゾーンのヴァイオリン・ソナタ 二 vn,pf メンデルスゾーン：ロンド・カプリチオーソ/ヴァイオリン・ソナタヘ長調 他

49 大阪倶楽部４階ホール 7月11日 16:00 大谷玲子vnのベストセレクション≪4Ｂ≫ 岡本麻子ｐ 二 vn,pf ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番、バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第２番、Ｊ．Ｓ．バッハ：：シャコンヌ、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番

50 大阪倶楽部４階ホール 9月3日 19:00 くらぶさん倶楽部　通奏低音コンサート～18世紀室内楽の愉しみ～ 飯島恵美　橋本依子　井石久美子　澤田知佳　公月愛子　吉田朋子cem　浅井咲乃vn　出口かよ子fl 三 fl,vn,cem ヘンデル：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタニ長調、C.P.Eバッハ：フルートと通奏低音のためのソナタ/トリオ・ソナタ、ルクレール：トリオ・ソナタ、ブラヴェ：フルートと通奏低音のためのソナタ

51 大阪市中央公会堂 10月3日 10:30 中之島国際音楽祭２００９《大阪４大オケ夢の競演～ホルンが奏でる「水上の音楽》 向井和久　松田信洋　細田昌宏　池田重一　村上哲　小曲善子hrn　松尾京子ｐ 七 6hrn,pf ヘンデル：組曲《水上の音楽》より、F.シュトラウス：op.2、シャブリエ：ラルゲット、アニシモフ：詩曲 他

52 大阪市中央公会堂 10月4日 17:00 中之島国際音楽祭2009≪川井郁子ヴァイオリン・リサイタル≫ 塩入俊哉ｐ 二 vn,pf エルガー：愛の挨拶、川井郁子：水百景、ピアソラ：リベルタンゴ、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 他

53 大阪市立総合生涯学習センター 5月15日 19:00 クヮルテットのたのしみＮｏ.150≪最終回≫ 松永みどり弦楽四重奏団 四 vn2,va,vc ブラームス：弦楽四重奏曲第3番、アリアーガ：弦楽四重奏曲第3番

54 音楽空間ネイヴ 1月17日 14:00 森下幸路ヴァイオリン・リサイタル 川畑陽子ｐ 二 vn,pf ウェーバー：ヴァイオリン・ソナタ第1番、メンデルスゾーン：無言歌より、シューマン：民謡風の５つの小品集、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第３番

55 橿原市立かしはら万葉ホール 2月11日 15:30 ウィーン・ピアノ五重奏団20周年日本公演～陽子・フォゥグｐとウィーン・フィル団員による室内楽 五・外 vn2,va,vc,cb,pf ホフマイスター：コントラバス・ソロ四重奏曲、シューベルト：ピアノ五重奏曲「ます」、ノヴァコフスキー：ピアノ五重奏曲 他

56 かやぶき音楽堂 10月3日 11:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

57 かやぶき音楽堂 10月3日 15:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

58 かやぶき音楽堂 10月4日 11:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

59 かやぶき音楽堂 10月4日 15:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

60 かやぶき音楽堂 10月10日 11:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他 

日時
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61 かやぶき音楽堂 10月10日 15:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

62 かやぶき音楽堂 10月11日 11:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

63 かやぶき音楽堂 10月11日 15:00 ザイラー・ピアノデュオ連弾連続演奏会in　かやぶき音楽堂 エルンスト・ザイラー＆和子ザイラー ピアノデュオ pf2 メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ/アンダンテと変奏曲/劇音楽≪真夏の夜の夢≫より「夜想曲」「結婚行進曲」、Ｒ．シュトラウス：楽劇≪ばらの騎士≫よりワルツ、Ｊ.シュトラウスⅡ：ワルツ≪春の声≫ 他

64 川上総合センターやまぶきホール 6月21日 15:00 源流のむら初夏のカンタービレ09≪アルバート・ロトｐと仲間たち≫ 若林暢vn　水谷川優子vc　他 三 ショパン：アンダンテスピアナートと華麗なるポロネーズ、チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番、ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第4番、ポッパー：レクイエム 他

65 川西市文化会館みつなかホール 10月17日 15:00 漆原朝子vn＆ベリー・スナイダーｐ～シューベルト・プログラム～ 二 vn,pf シューベルト：ソナチネ第1番/デュオ・ソナタ/華麗なロンド/幻想曲

66 岸和田市立浪切ホール 8月10日 19:00 JACACEPT　vol.5　in　　KISHIWADA 萩原合歓vn　馬渕晴香vn　大槻桃子va　池村佳子vc　萩原吉樹ｐ 四、五 vn2,va,vc,pf ヴォルフ：イタリアン・セレナード、スタメナ：弦楽四重奏曲第１番、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲

67 岸和田市立浪切ホール（小） 2月8日 19:00 松山冴花vn＆水本桂ｐ≪冬のコンサート≫ 二 vn,pf ノバチェック：モート・ベルベトゥオ、マスネ：タイスの瞑想曲、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

68 紀南文化会館 6月25日 19:00 ギュンター・フォルグルマイヤー　フルート・リサイタル シュテファン・メンドルｐ 二・外 fl,pf プーランク：フルート・ソナタ、シューベルト：≪しぼめる花≫による主題と変奏、エルガー：愛の挨拶、クライスラー：愛の喜び/愛の悲しみ、ボルヌ：カルメン幻想曲 他

69 京都芸術センター講堂 3月3日 19:00 ＣＯＴＯ－ＰＲＥＳＥＮＴ　参 木須すみれ　中村仁美、山本綾vn　中村公俊va　片山英摩vc 五 vn3,va,vc ケージ：４部の弦楽四重奏曲、フェルドマン：ヴァイオリンと弦楽四重奏曲 他

70 京都コンサートホール 2月13日 19:00 第2回フォゥグ陽子とウィーンフィルハーモニーのメンバーによる室内楽の夜 五・外 vn2,va,vc,cb,pf ホフマイスター：コントラバス・ソロ四重奏曲、シューベルト：ピアノ五重奏曲「ます」、ノヴァコフスキー：ピアノ五重奏曲 他

71 京都コンサートホール 3月21日 14:00 チェコ・フィル弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc ボッケリーニ：メヌエット、パッヘルベル：カノン、J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア、シューベルト：アヴェ・マリア、ドヴォルザーク：ユモレスク 他

72 京都コンサートホール 3月28日 14:00 デビュー20周年記念リサイタルシリーズ　第２回≪フランス珠玉の名曲～竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル≫ 小川典子ｐ 二 vn,pf ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、メシアン：ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 他

73 京都コンサートホール 5月30日 15:00 下村智里フルート・リサイタル 名取裕子ｐ　西田法子perc 三 fl,pf,perc モーツァルト：フルート四重奏曲第1番、グリーンスリーヴスによる変奏曲、サラサーテ：カルメン幻想曲

74 京都コンサートホール 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,pf ドヴォルザーク：ロマンチックな小品、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第4番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番 他

75 京都コンサートホール 6月24日 19:00 ムノツィル・ブラス≪魔法の瞬間～マジック・モーメント≫ 七・外 曲目不詳

76 京都コンサートホール 8月10日 19:00 京都市交響楽団メンバーによる京都ラ・ビッシュ・アンサンブルVol.7 大山平一郎va 八 メンデルスゾーン：弦楽五重奏曲第2番、ヒンデミット：八重奏曲 他

77 京都コンサートホール 8月28日 19:00 京都府立嵯峨高等学校出身者によるリサイタル～Musik abend 　音楽の夕べ２～ 村田慶子fl　柴田康平sax　中路雄介tp　上地さやかperc　池田千紗tb　澤友美cl　中村一廣tub 二 fl,sax,tp,cl,tub,
perc

メサジュ：コンクールの独奏曲、ヴィッティベル：トラベラー、バーンスタイン：ウェストサイド・ストーリーより

78 京都コンサートホール 9月29日 19:00 エリーザ弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc プッチーニ：弦楽四重奏曲、モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第2番

79 京都コンサートホール 9月30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.5 アラカルト ベーメ：六重奏曲、クーツィール：小組曲、フィリップ・ジョーンズ・ストーリー 他

80 京都コンサートホール 10月10日 14:00 生誕200年記念～メンデルスゾーン室内楽の魅力 ギオルギ・バブアゼ　梅原ひまりvn　山本由美子va　林裕vc　田隅靖子ｐ 四、五 vn2,va,vc,pf メンデルスゾーン：チェロソナタ第2番/弦楽四重奏曲第2番/ピアノ三重奏曲第2番

81 京都コンサートホール 10月14日 19:00 クラリネット・ジャンクション～Ｗ．フックス×ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・クラリネッティスツ～ ヴェンツェル・フックスcl　ヨナタン・アネルｐ　他 アラカルト ブラームス：クラリネット・ソナタ第1番、ヘンリー：バード・ウォッチング、森田一浩：サンバ・オスティナート、モーツァルト：２つのクラリネットと３つのバセットホルンのためのアダージョ、ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 他

82 京都コンサートホール 11月13日 19:00 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル 二 曲目不詳

83 京都コンサートホール 12月15日 19:00 華麗なる饗宴Vol.4≪今井亨+三宅依子　with 小澤英世≫ 三 vn,vc,pf ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第2番、正門憲也：遊戯第18番≪浮舟≫、ピアソラ：リベルタンゴ、デュティユー：ソナチネ 他

84 京都生涯学習センターアスニーホール 9月5日 14:00 京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル《アンフィニ・コンサート》 西尾牧子fl　高村明代va　松村衣里hp 三 fl,va,pf モーツァルト：歌劇《魔笛》より、ルグラン：シェルブールの雨傘、チャップリン：映画《街の灯》より、ディズニー映画より 他

85 京都府立府民ホールアルティ 3月20日 18:00 モーツァルトに会いたい5 河野美砂子ｐ　玉井菜採vn　河野文昭vc　　他 五 モーツァルト：ピアノ協奏曲第23・24番

86 京都府立府民ホールアルティ 6月1日 19:00 ActⅡ-Scene39≪今、飛躍の時～新進演奏家の夕≫ 田中智穂ｐ　松浦梨沙vn　松浦亜季ｐ 二 vn,pf ブラームス：シューマンの主題による変奏曲、シューマン：クライスレリアーナ、チャイコフスキー：なつかしい土地の思い出、ガーシュウィン：３つの前奏曲、サラサーテ：カルメン幻想曲

87 京都府立府民ホールアルティ 6月25日 19:00 古川展生チェロ・リサイタル≪Alone～そして二人≫ 古川由美ｐ 二 vn,pf ソッリマ：アローン、フランク：チェロ・ソナタ 他

88 京都府立府民ホールアルティ 6月30日 19:00 ミケーレ・インチェンツォ　クラリネット・コンサート 山田慶子ｐ 二・外 cl,pf ヴェルディ：歌劇≪椿姫≫より「さようなら、過ぎ去った日々よ」、プッチーニ：≪ジャンニ・スキッキ≫より「私のお父さん」、インチェンツォ：３つの小品 他

89 京都府立府民ホールアルティ 10月4日 14:00 2009年第23回京都芸術祭音楽部門コンクール入賞者による≪世界に翔く若き音楽家たち≫ 清水里紗　村田千穂ｐ　中村悦子fl　竹田舞音Ｓ　松村湧太Ｔ　内尾文香　周防亮介vn 　他　 アラカルト リスト：B-A-C-Hの主題による幻想曲とフーガ/スペイン狂詩曲、ボックラーリ：幻想協奏曲 他

90 京都府立府民ホールアルティ 10月29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,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・リサイタル第6番、フォーレ：ヴァイオリン・リサイタル第1番、Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番、ショーソン：詩曲

91 京都府立府民ホールアルティ 11月23日 14:00 田村安紗美vn＆崔理英ｐデュオコンサート 二 vn,pf 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/ヴァイオリン・ソナタ第1・2番

92 京都府立府民ホールアルティ 12月5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 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、シューベルト：ロンド、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番 他

93 京都府立文化芸術会館 12月11日 19:00 聖夜のトランペット レオニド・コルキンtp　アレクサンドル・イルチェンコｐ 二・外 tp,pf ロッソ：夜空のトランペット、クリスマス・メドレー、ひばりメドレー、シューベルト：アヴェ・マリア 他

94 黒豆の館 3月14日 13:30 ベートーヴェンプログラムによるデュオコンサート～公開リハーサル 森悠子vn　ルドルフ・マイスターｐ 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5・6番/ピアノ・ソナタ第23番

95 黒豆の館 3月15日 13:30 ベートーヴェンプログラムによるデュオコンサート～公開リハーサル 森悠子vn　ルドルフ・マイスターｐ 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5・6番/ピアノ・ソナタ第23番

96 神戸学院大学メモリアルホール 5月9日 15:00 林裕vc＆ボリス・ベクテレフｐ≪デュオ・リサイタル≫ 二 vc,pf プロコフィエフ：チェロ・ソナタ、ブレヴァル：チェロ・ソナタ、ダヴィドフ：噴水のほとりで、カサド：アチャーレス

97 神戸学院大学メモリアルホール 6月6日 15:00 フランティシェック・ノボトニーvn＆伊藤ルミｐ≪デュオの午後≫ 二 vn,pf シューベルト：幻想曲D934、サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第1番、パガニーニ：ロッシーニの≪モーゼ≫の主題による変奏曲 他

98 神戸学院大学メモリアルホール 10月24日 15:00 小林美恵vn＆清水和音ｐ　デュオの午後 二 vn,pf ストラヴィンスキー：イタリア組曲、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第３番、ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ/ツィガーヌ

99 神戸学院大学メモリアルホール 11月21日 15:00 長谷川陽子vc三舩優子ｐ～デュオの午後～ 二 vc,pf メンデルスゾーン：チェロ・ソナタ第1・2番/歌の翼に/無言歌op.109 他

100 神戸芸術センターシューマンホール 7月4日 14:30 ヴァイオリンとピアノ　デュオ・コンサート≪三瀬俊吾vn＆長谷川ゆきｐ≫ 二 vn,pf プーランク：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、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

101 神戸芸術センターシューマンホール 10月17日 14:00 エバルト・ダネルvn＆伊藤ルミｐデュオ2009 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番、ドヴォルザーク：ロマンティックな小品、ブラームス：ハンガリー舞曲第１・５番/スケルツォ 他

102 神戸芸術センターシューマンホール 10月24日 15:00 デュオ”ル・ヴァン・ドゥ” 伊藤真貴vn　雪原典子ｐ 二 vn,pf プーランク：ヴァイオリン・ソナタ、ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ、ファリャ：スペイン民謡による組曲、Ｊ．Ｓ．バッハ：ヴァイオリン・ソナタ、ＢＷＶ1015 他

103 神戸松蔭女子学院大学チャペル 5月13日 15:00 前田りり子（バロックfl）リサイタル～ヴェルサイユのフルート音楽 ロベール・コーネンcem　平尾雅子gamb 二、三 fl,gamb,cem オトデール：組曲第３・４番、クープラン：王宮のコンセール第2番、モレル：シャコンヌ 他

104 神戸新聞松方ホール 2月15日 15:00 ウィーン・ピアノ五重奏団～ウィーン・フィルトップメンバーがお贈りする本場の室内楽 五・外 vn,va,vc,pf シューベルト：ピアノ五重奏曲「ます」、ストルペ：ポロネーズ、フンメル：ピアノ七重奏曲第１番（ピアノ五重奏版） 他

105 神戸新聞松方ホール 3月7日 16:00 鈴木華重子ｐが奏でるラヴェルとメシアン≪引き継がれる近代フランス音楽の対話≫ 長原幸太vn　金子鈴太郎vc　金井信之cl 四 cl,vn,vc,pf ラヴェル：夜のガスパール/ソナチネ/ハイドンの名によるメヌエット、メシアン：世の終わりのための四重奏曲 他

106 神戸新聞松方ホール 3月8日 14:00 矢野正洪フルート・リサイタル 池村佳子vc　澤田知佳cem 三 fl,vc,cem C.P.E.バッハ：ハンブルガー・ソナタ、ライネッケ：フルート・ソナタ≪水の精≫、武満徹：ヴォイス、ベーム：うつろな心による変奏曲 他

107 神戸新聞松方ホール 4月11日 16:00 第11回松方ホール音楽賞特賞受賞記念≪青谷友香里ヴァイオリン・リサイタル≫ アラン・ブラウンｐ 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第40番、ミルシテイン：パガニーニアーナ変奏曲、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、ヴィエニャフスキー：創作主題による華麗なる変奏曲 他

108 神戸新聞松方ホール 4月20日 19:00 シュトイデ弦楽四重奏団 岡原慎也ｐ 四、五・外 vn2,va,vc,pf ハイドン：弦楽四重奏曲第78番、モーツァルト：弦楽四重奏曲第14番、ドホナーニ：ピアノ五重奏曲第1番

109 神戸新聞松方ホール 6月20日 14:00 フランティシェック・ノボトニーvn＆伊藤ルミｐデュオ2009 二 vn,pf シューベルト：幻想曲D934、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、イトウユミ：カモメ、サン=サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第1番/白鳥 他

110 神戸新聞松方ホール 12月4日 19:15 堀米ゆず子vn＆エル＝パシャｐヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第1-3・9番

111 神戸文化ホール（中） 1月12日 15:00 ベルリン・フィル八重奏団 森麻季Ｓ 八・外 cl,fg,hrn,vn2,va,vc,c
b シューベルト：八重奏曲、Ｊ・シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ、レハール：「メリー・ウィドウ」より「ヴィリアの歌」 他

112 神戸文化ホール（中） 3月14日 19:00 Ｎ響メンバーによる≪木管五重奏の夕≫ 神田寛明fl　青山聖樹ob　磯部周平cl　水谷総fg　今井仁志hrn 五 fl,ob,cl,fg,hrn ハイドン：ディヴェルティメント、ファルカシュ：17世紀のハンガリー舞曲、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番、ガーシュウィン：≪ポーギーとベス≫メドレー 他

113 神戸文化ホール（中） 7月20日 14:00 ライプツィヒ弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第2番、ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第11番

114 神戸文化ホール（中） 10月12日 18:00 神戸国際芸術祭2009《ロシアの憧れ～マトリョーシカが聴いた音楽》 ヘーデンボルク・直樹vc、川田友子vn　アンサンブル・ラロ　　他 六 ゴリホフ：クラリネット五重奏曲、チャイコフスキー：弦楽六重奏曲

115 神戸文化ホール（中） 11月14日 16:00 ウィーン・フィルハーモニア・ピアノトリオ ウェルナー・ヒンクvn　フリッツ・ドレシャルvc　ジャスミンカ・スタンチュールｐ 三・外 vn,vc,pf ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番、シューベルト：ピアノ三重奏曲第１番 他

116 神戸文化ホール（中） 11月20日 14:00 アフタヌーン・コンサート≪奥村愛ヴァイオリン・リサイタル≫ 丹千尋ｐ 二 vn,pf エルガー：愛の挨拶、クライスラー：愛の悲しみ/愛の喜び、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、ラヴェル：ツィガーヌ 他

117 ザ・シンフォニーホール 2月7日 14:00 2009年デビュー30周年記念コンサート≪天満敦子ｖｎプレミアム・リサイタル≫ 小林英之org 二 vn,org カザルス：鳥の歌、カッチーニ：アヴェ・マリア、ポルムベスク：望郷のバラード 他

118 ザ・シンフォニーホール 2月14日 14:00 千住真理子vnスウィート・バレンタイン～愛の夢 藤井一興ｐ 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、ドニゼッティ：人知れぬ涙、プッチーニ：私のお父さん、エルガー：愛のあいさつ、リスト：愛の夢 他

119 ザ・シンフォニーホール 5月17日 14:00 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,pf モーツァルト：フルート・ソナタＫ.376、プーランク：フルート・ソナタ、ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、ボルヌ：カルメン幻想曲 他

120 ザ・シンフォニーホール 5月24日 14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル～三大Ｂを弾く 山洞智ｐ 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、Ｊ．Ｓ.バッハ：Ｇ線上のアリア/ヴァイオリン・ソナタＢＷＶ.1014、ブラームス：子守唄/ヴァイオリン・ソナタ第1番



121 ザ・シンフォニーホール 6月13日 14:00 前橋汀子vn≪ヴァイオリン名曲選≫ イーゴリ・ウリヤシュｐ 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番、ドヴォルザーク：わが母の教え給いし歌、クライスラー：愛の喜び、ファリャ：スペイン舞曲第1番

122 ザ・シンフォニーホール 6月23日 19:00 ムノツィル・ブラス≪魔法の瞬間～マジック・モーメント≫ トーマス・ガンシュ　ローマン・リンドベルガー　ロベルト・ローターtp　レオンハルト・パウル　ゲアハルト・フュッスル
ゾルタン・キスtb　ヴィルフリート・ブランドシュテッターtub

七・外 tp,tb,tub Ｊ・シュトラウス：メドレー、シューマン：トロイメライ、プッチーニ：弦楽四重奏曲、アーバン：ヴェニスの謝肉祭 他

123 ザ・シンフォニーホール 8月30日 14:00 五嶋龍ヴァイオリン・ソナタ2009ジャパンツアー マイケル・デュセクｐ 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番、サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第1番 他

124 ザ・シンフォニーホール 10月3日 14:00 サー・ジェームズ・ゴールウェイ　フルート・リサイタル～７０歳記念プロジェクト～ レディ・ジニー・ゴールウェイfl　フィリップ・モルp 二、三・外 fl2,pf ゴーベール：フルート・ソナタ第3番、ドビュッシー：小舟にて、マルティヌー：フルート・ソナタ、ドップラー：《夢遊病の女》の主題によるパラフレーズ 他

125 ザ・シンフォニーホール 10月17日 14:00 千住真理子vnトーク＆リサイタル～歌曲の旅～ 藤井一興ｐ 二 vn,pf Ｊ．Ｓ．バッハ（グノー編）：アヴェ・マリア、シューベルト：アヴェ・マリア、山田耕筰：赤とんぼ、プッチーニ：私のお父さん 他

126 ザ・シンフォニーホール 11月5日 19:00 ミッシャ・マイスキー　チェロ・リサイタル2009 リリー・マイスキーｐ 二・外 vc,pf ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第2番、ファリャ：スペイン民謡組曲、ブラームス：子守唄、Ｊ．Ｓ．バッハ（グノー編）：アヴェ・マリア、サン=サーンス：白鳥 他

127 ザ・シンフォニーホール 11月29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ｐ

六・外 fl,ob,cl,hrn,fg,pf マルティヌー：六重奏曲、ヒンデミット：５つの管楽器のための小室内音楽、プーランク：六重奏曲 他

128 ザ・パレスサイドホテル京都２Ｆ 3月25日 19:00 齋藤綾子vn＆アダルベルト・スコチッチvc DUOコンサート 二 vn,vc プレイエル：ヴァイオリンとチェロのための３つの二重奏曲第２番、Ｊ.Ｓ.バッハ：無伴奏チェロ組曲第５番、テレマン：無伴奏ヴァイオリンのための12の幻想曲第１番、ハイドン：ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲他

129 ザ・フェニックスホール 1月23日 14:00 藤川真弓ヴァイオリン・リサイタル オリヴァー・マークソンｐ 二 vn,pf コレッリ：ヴァイオリン・ソナタ第5番、フォーレ：アンダンテ、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ 他

130 ザ・フェニックスホール 1月24日 18:00 20世紀音楽6「モラヴィアから世界へ～土俗のひびき、越境のしらべ」 三谷研爾（お話）　古典四重奏団 四 vn2,va,vc ヤナーチェク：弦楽四重奏第１番、コルンゴルト：弦楽四重奏曲第２・３番より 他

131 ザ・フェニックスホール 1月25日 14:00 大阪アーティスト協会≪室内楽シリーズ≫ 佐々木しのぶ　柴田牧ｐ　木村直子vn　白木原有子va　木村政雄vc  他 五 カサド：ピアノ・トリオ、シューマン：ピアノ五重奏曲 他

132 ザ・フェニックスホール 2月8日 14:00 音楽工房21vol.11≪Valentine's Day Concert≫ 宮井愛子　森下美和　鈴木晴賢　藤井快哉ｐ　波木基子mrb　北島佳奈vn アラカルト vn,mrb,pf リスト：「超絶技巧練習曲集」より第１０番、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番、ロサウロ：マリンバ・コンチェルト第2番、フランク：ヴァイオリン・ソナタ第２番 他

133 ザ・フェニックスホール 2月11日 16:00 南部靖佳フルート・リサイタル　 藤井快哉ｐ 二 fl,pf ベーム：グランド・ポロネーズ、シューマン：３つのロマンス、ボルヌ：カルメン幻想曲、フォス：３つのアメリカ風小品、オネゲル：雄山羊の踊り 他

134 ザ・フェニックスホール 3月3日 19:00 センチュリー・レディースカルテット　スプリングコンサート 杉江洋子　池原衣美　永松祐子　末長真理 四 vn2,va,vc モーツァルト：ディヴェルティメントＫ.136第１楽章、パッヘルベル：カノン、ハイドン：弦楽四重奏曲第17・67番 他

135 ザ・フェニックスホール 3月4日 19:00 フェニックス・エヴォリューション・シリーズ52≪ものがたりと音楽で綴るいにしえの旅playford1/10～        英国・幻想
世界の舞曲≫

横山和彦（バロックvn）　中西歩gamb　吉竹百合子（スピネットcem）　HATAO（アイリッシュｆｌ）　高野直子（語り） アラカルト fl,vn,gamb,cem ジョン・プレイフォード編：≪The English Dancing Master≫より 他

136 ザ・フェニックスホール 3月20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 田中絵里　本家規代　金澤佳代子p　平田昭浩cb 四、五・外 vn2,va,vc,cb,pf シューマン：ピアノ四重奏曲、ウォルトン：ピアノ四重奏曲、シューベルト：ピアノ五重奏曲≪ます≫

137 ザ・フェニックスホール 3月27日 19:00 室内楽の夕べ～ドイツ・ワイマール・ゲーテ弦楽四重奏団を迎えて 大附恵美fl　平井好子ob　吉野那月　菅野万利子　南依里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、シューマン：ピアノ五重奏曲、マルティヌー：オーボエ・ヴァイオリン・チェロ・ピアノのための四重奏曲、フランク：ピアノ五重奏曲

138 ザ・フェニックスホール 3月28日 16:00 アンサンブル・ア・ラ・カルト44≪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Ｈｅｓｓ34、第4番、第12番

139 ザ・フェニックスホール 4月24日 19:00 注目アーティストシリーズ≪ハンスイェルク・シェレンベルガーob　マルギット＝アナ・シュースhp≫ 二・外 ob,hp Ｊ．Ｓバッハ：ソナタＢＷＶ1020、テレマン：≪無伴奏オーボエのためのファンタジー≫より、マレ：≪スペインのフォリア≫による変奏曲、パスクッリ：ベッリーニへのオマージュ、サン＝サーンス：オーボエ・ソナタ他

140 ザ・フェニックスホール 4月25日 14:00 アンサンブルの愉しみＶｏｌ．２≪春薫≫ 久保敦子　山本賀世子p　釋伸司　八幡順vn　三木香奈va　上塚憲一　大町剛　安野英之vc　新暁子cl ニ、三、四 cl,vn,va,vc,pf モーツァルト：ピアノ四重奏曲第1番、コダーイ：ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲、ブラームス五重奏曲 他

141 ザ・フェニックスホール 5月10日 14:00 小川友子ｐピアノ室内楽シリーズ４≪変容するベートーヴェン≫ 小森谷巧vn　唐沢安岐奈vc 二、三 vn,vc,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第1番/チェロ・ソナタ第3番、ピアノ三重奏曲第7番

142 ザ・フェニックスホール 5月12日 19:00 廣狩亮va＆宮下直子ｐデュオ・リサイタル2009 二 va,pf シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ブラームス：ヴィオラとピアノのためのソナタ第2番、武満徹（細川俊夫編）：ア・ストリング・アラウンド・オータム、ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ

143 ザ・フェニックスホール 5月14日 19:00 林裕チェロ・リサイタル ボリス・ベクテレフｐ 二 vc,pf カサド：アチャーレス、ダヴィドフ：泉のほとり、ポッパー：コンサート・ポロネーズ、プロコフィエフ：チェロ・ソナタ

144 ザ・フェニックスホール 5月18日 19:00 水谷川優子チェロ・リサイタル 山田武彦ｐ 二 vc,pf シベリウス：マリンコニア/４つの小品、キルピネン：チェロ・ソナタ、プロコフィエフ：組曲≪ロミオとジュリエット≫より 他

145 ザ・フェニックスホール 5月29日 14:00 ティータイム・コンサートシリーズ70≪アントネッロ　躍動する古楽の世界≫ 濱田芳通cor&bfl　石川かおりgamb　西山まりえcemb&hp　 三 cor,bfl,gamb,cem,hp ダウランド（ビショップ編）：涙のパヴァーヌ、パレストリーナ（サラヴェルデ編）：草原と丘 他

146 ザ・フェニックスホール 6月4日 19:00 ヴィオラスペース2009大阪～協賛公演 小栗まち絵　長原幸太vn　今井信子　川崎雅夫va　第1回東京国際ヴィオラ・コンクール1～3位入賞者
フランソワ・キリアンｐ

アラカルト vn,va,pf ドヴォルザーク：三重奏曲ハ長調、プロコフィエフ：バレエ≪ロミオとジュリエット≫より、ボーエン：幻想曲 他

147 ザ・フェニックスホール 6月5日 19:00 平尾多美納フルート・リサイタル 今岡淑子ｐ　保坂博光Ｔ　藤井一男cl 二 vo,cl,fl,pf タファネル：≪ミニヨン≫の主題によるグランド・ファンタジー、シューベルト：≪しぼめる花≫の主題による変奏曲/岩上の牧人、草野次郎：フルートとピアノのための≪オーロラ≫、ダンツィ：フルートとクラリネットのための協奏交響曲

148 ザ・フェニックスホール 6月8日 19:00 ＩＣＥＰ2008インドネシア活動報告会コンサート≪五嶋みどりvnと若き演奏家たち≫ ティー・クーン・タンvn カーメン・フローレスva　マーチン・スミスvc 四 vn2,va,vc ドビュッシー：弦楽四重奏曲 他

149 ザ・フェニックスホール 6月9日 19:00 デュオ・ハヤシ・リサイタル≪村田公一さんに捧ぐ≫ 林俊昭vc　林由香子ｐ 二 vc,pf ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタop.40

150 ザ・フェニックスホール 6月13日 19:00 モルゴーア・クァルテット演奏会 四・外 vn2,va,vc ハイドン：弦楽四重奏曲第37番、シューベルト：弦楽四重奏曲第9番、ベルク：抒情組曲

151 ザ・フェニックスホール 7月10日 18:30 夏祭なにわなくとも室内楽2009≪フレンチはお好き？≫第１夜「フレンチ管管」 大江浩志fl　福田淳ob　篠原猛浩cl　野田篁一hrn　東口泰之fg　大江健司tb　辻本剛志　河本明子
岩本雄太　中平雄大sax

六 fl,ob,hrn,cl,tb,sax トマジ：田園のコンセール、カストレーデ：ソナティネ、フランセ：木管五重奏曲第1番、ブーレーズ：ドメーヌ、シュミット：サクソフォン四重奏曲、プーランク：六重奏曲 他

152 ザ・フェニックスホール 7月14日 18:30 夏祭なにわなくとも室内楽2009≪フレンチはお好き？≫第2夜「絃高き調べ、いと高き世界…」 笹村直子　細見理恵　宮本聖子ｐ　青山秀直cl　田辺良子 池川章子vn　三木香奈va　日野俊介　斎藤建寛vc 四 cl,vn,va,vc,pf ミヨー：バレエ音楽≪世界の創造≫、ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、ラヴェル：ピアノ三重奏曲、フォーレ：エレジー/シシリエンヌ、メシアン：世の終わりのための四重奏曲

153 ザ・フェニックスホール 8月5日 19:00 フェニックス・エヴォリューション・シリーズ54北島佳奈＆前田勇祐　ブラームス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ全曲演奏会 二 vn,pf ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全曲/《F.A.E.ソナタ》第３楽章

154 ザ・フェニックスホール 8月21日 14:00 ティータイムコンサートシリーズ71《チャールズ・ナイディック　クラリネット・リサイタル》 大島直子ｐ 二・外 cl,pf プーランク：クラリネット・ソナタ、プロコフィエフ：フルート・ソナタ、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

155 ザ・フェニックスホール 9月22日 17:00 スーパーリコーダーカルテット～こんなリコーダーが聴きたかった！Vol.5～ 藤田隆　北村正彦　秋山滋　松浦孝成bfl 四 bfl4 バード：セレンガー・ラウンド、テレマン：協奏曲イ短調、モーツァルト：セレナード第１３番、チャイコフスキー：くるみ割人形より、レリヒ：セレナードヘ長調他

156 ザ・フェニックスホール 9月26日 17:00 榊原大ｐ《DVD発売記念ツアー　with セレブ弦楽四重奏団》 五 vn2,va,vc,pf 曲目不詳

157 ザ・フェニックスホール 9月28日 19:00 エリーザ弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc プッチーニ：弦楽四重奏曲、モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第2番

158 ザ・フェニックスホール 9月30日 18:30 金子鈴太郎チェロ・リサイタル 近藤亜紀ｐ 二 vc,pf J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタBWV１０２７、ブリテン：無伴奏チェロ組曲第３番、ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ、ヤナーチェク：おとぎ話、フランク：チェロ・ソナタ

159 ザ・フェニックスホール 10月3日 17:00 トリオ・ミストレル　コンサート・ツアー２００９《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、モーツァルト：ピアノ三重奏曲第４番、バックス：ピアノ三重奏曲、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番 他

160 ザ・フェニックスホール 10月5日 19:00 西尾恵子vn＆伊藤野笛pデュオ・リサイタル 二 vn,pf シューベルト：ヴァイオリン・ソナタ第4番、バルトーク：ヴァイオリンとピアノのためのラプソディ第2番、ルトスワフスキ：スビト 他

161 ザ・フェニックスホール 10月14日 19:00 バイロイト祝祭ヴァイオリン・カルテット 四・外 vn4 Ｊ．Ｓ．バッハ：２つの４声カノンＢＷＶ1073／1074、テレマン：２つのヴァイオリンのための協奏曲ト長調、モーツァルト：歌劇≪魔笛≫より、ライヒ：２つのヴァイオリンのための≪相≫、クプコヴィッチ：４つのヴァ
イオリンのための≪ローエングリン・ヴァリエーション≫ 他

162 ザ・フェニックスホール 10月23日 19:00 吉田恭子ヴァイオリン・リサイタルVol.10 白石光隆ｐ 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリン・リサイタル第1番、イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第４番、ショーソン：詩曲、サラサーテ：モーツァルト≪魔笛≫の主題による幻想曲

163 ザ・フェニックスホール 11月27日 19:00 プラジャーク弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc ハイドン：弦楽四重奏曲第77番、スメタナ：弦楽四重奏曲第1番、ドヴォルザーク：：弦楽四重奏曲第14番

164 ザ・フェニックスホール 12月3日 19:00 ティータイムコンサートシリーズ≪マチュー・デュフォー　フルート・リサイタル≫ 志茂征彦ｐ 二・外 fl,pf メシアン：黒つぐみ、マルタン：フルートとピアノのためのバラード、プーランク：フルート・ソナタ 他

165 ザ・フェニックスホール 12月4日 14:00 ティータイムコンサートシリーズ≪フォーレ四重奏団≫ 四・外 vn,va,vc,pf マーラー：ピアノ四重奏曲断章、ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番 他

166 ザ・フェニックスホール 12月7日 19:00 冬のチェンバロ音楽祭2009≪ヒロ・野口トランペット・リサイタル～奏でられる詩情≫ 城綾乃ｐ 二 tp,pf スノー：ウィンター、ズビンデン：コンチェルティーノ、イウェイゼン：エレジー、コープランド：静かなる街 他

167 サンケイホールブルーゼ 7月29日 19:00 チョン・ミュンフンｐ＆樫本大進vn＆趙静vc≪Maestro&Friends≫大阪公演 三 vn,vc,pf シューベルト：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

168 三田市総合文化センター郷の音ホール(大) 6月14日 14:00 フランティシェック・ノボトニーvn＆伊藤ルミｐデュオ2009 二 vn,pf シューベルト：幻想曲D934、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、イトウユミ：カモメ、サン=サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第1番/白鳥 他

169 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール 1月24日 14:00 内田雪子ｐ＆今田香織ｍｒｂジョイント・コンサート 二 mrb,pf ショパン：バラード第３番、セジュルネ：マリンバと弦楽のための協奏曲 他

170 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール 10月3日 15:00 神戸国際芸術祭2009《ロシアの憧れ～マトリョーシカが聴いた音楽》 ヘーデンボルク・直樹vc、川田友子vn　アンサンブル・ラロ　他 五 グリンカ：三重奏曲、ショスタコーヴィチ：２台のヴァイオリンとピアノのための５つの小品、タネーエフ：ピアノ五重奏曲

171 重要文化財・杉本家住宅 8月9日 16:00 大文字国際交流音楽祭’09第４部《黄金のひととき》 トーマ・プレヴォfl　アルバート・ロトｐ 二・外 fl,pf 曲目不詳

172 すずらんホール 8月9日 16:00 神戸国際芸術祭2009プレ・コンサート《遠藤真理vc　三浦友理枝ｐデュオ・コンサート》 二 vc,pf ショパン：チェロ・ソナタ、フォーレ：夢のあとに、メンデルスゾーン：《無言歌集》より「春の歌」、ラフマニノフ：ヴォカリーズ、ラヴェル：水の戯れ

173 すずらんホール 10月10日 14:00 神戸国際芸術祭2009《ロシアの憧れ～マトリョーシカが聴いた音楽》 ヘーデンボルク・直樹vc、川田友子vn　アンサンブル・ラロ　他 五 チャイコフスキー：なつかしい土地の思い出、ストラヴィンスキー：兵士の物語、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ

174 すばるホール 6月28日 14:00 奥村愛ヴァイオリン・リサイタル 加藤昌則ｐ 二 vn,pf エルガー：愛の挨拶、加古隆：ポエジー、クライスラー：愛の喜び/悲しみ、ハチャトゥリアン：≪仮面舞踏会≫より、ラヴェル：ツィガーヌ 他

175 すばるホール・プラネタリウム室 2月6日 19:00 栗コーダーカルテット≪星空コンサート≫ 栗原正己bfl＆ピアニカ　川口義之bfl&saxほか　近藤研二bfl&g　他 アラカルト 曲目不詳

176 スピカホール 6月21日 14:00 ギュンター・フォルグルマイヤー　フルート・リサイタル シュテファン・メンドルｐ 二・外 fl,pf プーランク：フルート・ソナタ、シューベルト：≪しぼめる花≫による主題と変奏、エルガー：愛の挨拶、クライスラー：愛の喜び/愛の悲しみ、ボルヌ：カルメン幻想曲 他

177 高槻現代劇場 11月28日 14:00 小形美香子ｐ＆ポール・ヴブラニィエツclソロ＆デュオ・リサイタル 二 cl.pf バーンスタイン：クラリネット・ソナタ、ショパン：夜想曲第7番、ロス：ドリーム・ダンス 他

178 宝塚ベガホール 10月30日 19:00 外囿祥一郎ユーフォニアム・コンサート 藤原亜美ｐ 二 eu.pf 吉松隆：４つの小さな夢の歌、ユステ：ソロ・デ・コンクール、ブートリー：モザイク、池辺晋一郎：ユーフラテスの響き 他

179 宝塚ベガホール 11月20日 19:00 ウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏団≪宝塚公演≫ 福村麻矢ｐ 四、五・外 vn2,va,vc,pf モーツァルト：ピアノ四重奏曲第1番、ハイドン：弦楽四重奏曲第67番、ブラームス：ピアノ五重奏曲

180 たんば田園交響ホール 4月17日 19:00 トーマ・プレヴォ　フルート・リサイタル≪故郷で河合隼雄を偲ぶコンサート≫ 二・外 曲目不詳



181 テーネ・ザール 6月21日 14:00 フランティシェック・ノボトニーvn＆伊藤ルミｐデュオ2009 二 vn,pf シューベルト：幻想曲D934、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、イトウユミ：カモメ、サン=サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第1番/白鳥 他

182 天理市文化センター 5月26日 18:30 米田誠一vn＆重左恵里ｐデュオ・リサイタル 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、スーク：４つの小品、北方寛丈：委嘱新作、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

183 ドルチェ・アーティストサロン 2月1日 15:00 大阪芸術大学大学院芸術研究科・室内楽研究発表会 アラカルト シューマン：おとぎ話、シューベルト：岩上の牧人、モーツァルト：ピアノ五重奏曲 他

184 ドルチェ・アーティストサロン 2月14日 18:00 稲田寿代cl&池上尚里vnジョイント・コンサート 真壁泰江ｐ 二、三 cl,vn,pf ハチャトゥリアン：三重奏曲、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1・2番、バルトーク：コントラスト

185 ドルチェ・アーティストサロン 2月25日 19:00 くつろぎの音楽空間≪Ｓｗｅet　Ｃｌａｓｓｉｃ≫第７回オーボエ＆ハープリサイタル 藤井貴宏ob　佐々木千恵hp 二 ob,hp サン＝サーンス：動物の謝肉祭より「白鳥」、ボクサ：ノクチュルヌ、パスクッリ：ベッリーニへのオマッジョ 他

186 ドルチェ・アーティストサロン 2月27日 19:00 津村美紀Saxophone Recital2009 原田恭子ｐ 二 sax,pf ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ、コルニオ：エグローグとダンス・パストラーレ

187 ドルチェ・アーティストサロン 3月9日 19:00 押部朋子フルート・リサイタル 羽石道代ｐ 二 fl,pf J.S.バッハ：フルート・ソナタイ長調、ユン・イサン：ソリ、ジョリヴェ：リノスの歌 他

188 ドルチェ・アーティストサロン 3月29日 14:00 大江浩志fl・高橋博clジョイント・リサイタル 松尾京子ｐ 二、三 fl,cl,pf ショスタコーヴィチ（アトヴミアン編）：４つのワルツ、サン＝サーンス：タランテラ、ウェブスター：カルメンラプソディー 他

189 ドルチェ・アーティストサロン 3月31日 19:00 関西室内楽協会ジョイント・シリーズＮｏ.163 松林靖子fl　吾妻優子cem　成川昭代vc 二 fl,vc,cem Ｊ．Ｓ．バッハ：フルート・ソナタＢＷＶ1031・1034、ヘンデル：組曲第２番、クープラン：組曲第14番 他

190 ドルチェ・アーティストサロン 4月5日 17:00 フルートアンサンブルSAKURAジェンヌ～花風に誘われて2009 アラカルト ヘンデル：オラトリオ《ソロモン》より「シバの女王の入場」、ヴェルディ：歌劇《椿姫》より、J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲第３番 他

191 ドルチェ・アーティストサロン 4月12日 14:00 佐々木真fl&石橋衣里pスプリング・コンサートｉｎドルチェ 二 fl,pf ベートーヴェン：ソナタ≪春≫（フルート版）、フランク：ソナタイ長調、林光：三つの小品、岡野貞一（野田暉行編）：おぼろ月夜 他

192 ドルチェ・アーティストサロン 4月12日 17:00 佐々木真fl&石橋衣里pスプリング・コンサートｉｎドルチェ 二 fl,pf ベートーヴェン：ソナタ≪春≫（フルート版）、フランク：ソナタイ長調、林光：三つの小品、岡野貞一（野田暉行編）：おぼろ月夜 他

193 ドルチェ・アーティストサロン 4月26日 15:00 アンサンブル・アノー～多彩な音色の輪 吉野裕子　吉岡美恵子　山本靖子　隺岡茂樹fl 四 fl4 ジャンジャン：４本のフルートのためのスキー・シンフォニー、ドビュッシー：小組曲、ダマーズ：フルート四重奏曲、Ｗ．Ｆバッハ：２本のフルートのための６つのソナタ第４番 他

194 ドルチェ・アーティストサロン 5月10日 16:00 ラシェス・クインテット≪スプリング・コンサート≫ 田中裕絵fl　菱谷沙千子ob　木佐貫史織cl　滝本博之fg　藤本典子hrn 五 fl,ob,cl,fg,hrn ダンツィ：木管五重奏曲op.68-1、クルークハルト：木管五重奏曲、ドヴィエンヌ：木管三重奏曲第2番、タファネル：木管五重奏曲

195 ドルチェ・アーティストサロン 5月13日 19:00 吉岡一郎サクソフォン・リサイタル 小柳美奈子ｐ 二 sax,pf ベダール：ファンタジー、シューマン：アダージョとアレグロ、ボルヌ：カルメン・ファンタジー 他

196 ドルチェ・アーティストサロン 5月23日 19:00 中村一廣チューバ・サロンコンサート≪新しいチューバの響きを求めて≫ 山本かおりｐ 二 tub,pf ブルジョワ：ロマンス、ケラウェイ：マーティン・ルーサー・キング牧師の思い出、サルゲイロ：チューバ協奏曲 他

197 ドルチェ・アーティストサロン 5月25日 19:00 ジャン＝ミシェル・ダマーズの音楽≪メルリウスアンサンブル第４回演奏会≫ 亀野陽香fl　香野友美ob　北川靖明cl　山名雅之fg　伊藤数仁hrn　松尾京子ｐ 三、四、五 fl,cl,o,fg,hrn,p ダマーズ：木管五重奏のための17の変奏曲/四重奏曲/三重奏曲 他

198 ドルチェ・アーティストサロン 6月13日 18:00 総銀製クラリネット　リベルタの響き 渡邊一穀cl　大野真由子ｐ 二 cl,pf プーランク：ソナタ、ブルッフ：ロマンス、コープランド・ソナタ 他

199 ドルチェ・アーティストサロン 6月28日 15:00 関西室内楽協会ジョイント・シリーズＮｏ.164 松村麻未cl　中塚哲司va　吾妻優子　宮本瞳ｐ 二 cl,va,pf ドビュッシー：第１狂詩曲、Ｋ・シュターミッツ：ヴィオラ協奏曲ニ長調、シューマン：おとぎ話 他

200 ドルチェ・アーティストサロン 6月29日 19:00 持丸秀一郎クラリネット・リサイタル 榊原契保ｐ 二 cl,pf シューマン：幻想小曲集、レンドヴァイ：Ｍｒ．グッドマンによろしく！、ヴェイネル：バラード、吉松隆：鳥の形をした４つの小品、ブラームス：クラリネット・ソナタ第2番他

201 ドルチェ・アーティストサロン 7月10日 19:00 Trio vioclano concert 神原いづみva　本濱寿明cl　神原あゆみｐ 三 cl,va,pf モーツァルト：ピアノ三重奏曲、ブルッフ：８つの小品、ライネッケ：クラリネット三重奏曲

202 ドルチェ・アーティストサロン 7月19日 15:00 オーボエとチェンバロで聴く「バロック音楽の印象」Barocco Impression Plus! Vol.3 小林千晃ob　中田聖子cem 二 ob,cem ボワモルティエ：組曲第2番、ラモー：第２コンセールより、Ｊ．Ｓ．バッハ：オーボエとチェンバロのためのソナタＢＷＶ1020/フランス組曲第2番/管弦楽組曲第1番 他

203 ドルチェ・アーティストサロン 7月19日 18:00 オーボエとチェンバロで聴く「バロック音楽の印象」Barocco Impression Plus! Vol.3 小林千晃ob　中田聖子cem 二 ob,cem ボワモルティエ：組曲第2番、ラモー：第２コンセールより、Ｊ．Ｓ．バッハ：オーボエとチェンバロのためのソナタＢＷＶ1020/フランス組曲第2番/管弦楽組曲第1番 他

204 ドルチェ・アーティストサロン 7月20日 18:30 コルプス・トロンボーンクァルテット演奏会 四・外 tb4 曲目不詳

205 ドルチェ・アーティストサロン 7月24日 19:00 Sweet Classic Vol.10≪フルート＆オーボエ＆ピアノの饗宴≫ 山腰まりfl　藤井貴宏ob 新居幸枝ｐ 三 fl,ob,pf ドゥメルスマン＆ベルテルミ：「ウィリアム・テル」の主題によるフルートとオーボエのための華麗なるデュオ、Ｗ．Ｆ.バッハ：フルートとオーボエのための二重奏曲集より、ドゥリング：三重奏曲

206 ドルチェ・アーティストサロン 7月27日 18:30 トリオ・サンクァンシュ 池田昭子ob　松本健司cl　菅原恵子fg 三 ob,cl,fg Ｊ．Ｓ．バッハ：３声のシンフォニア、トマジ：田園のコンセール、オーリック：トリオ 他

207 ドルチェ・アーティストサロン 8月9日 17:00 マグナムトリオ 多久潤一朗　神田勇或　梶原一紘fl　川崎翔子ｐ＆keyb 四 fl3,pf,keyb マグナムアラブレボリューション/Monkey/juvenescene-MON JU-/ファイナル・ヘヴン/Go！笛吹きヒーロー、リゲティ：ピアノエチュードより 他

208 ドルチェ・アーティストサロン 9月11日 19:00 大阪サウンドコラボ演奏会vol.26 山村茂va　北崎一恵fl　徳元由加cl　八上裕美her　内田博世p 三、四 fl,cl,her,pf ハイドン：ピアノ三重奏曲、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第１番 他

209 ドルチェ・アーティストサロン 9月15日 19:00 ファゴッティ・フォーコ 東口泰之　桑原正善　大塚利崇　国府利支恵　田中裕美子fg 五 fg4 ヤンセン：３つの小品、カスティル＝ブラーズ：三重奏曲、シュテファンソン：ディヴェルティメント、ハイドン：ディヴェルティメント変ロ長調、ブランズ：小組曲第２番

210 ドルチェ・アーティストサロン 10月4日 15:00 中野幸代＆藤井皇子フルート・デュオリサイタル 水上亜紀ｐ 二、三 fl2,pf Ｃ．Ｐ．Ｅ．バッハ：トリオ・ソナタ、Ｔ．ベーム：メンデルスゾーンとバッハナーのための３つのデュオ、矢代秋雄：２本のフルートとピアノのためのソナタ 他

211 ドルチェ・アーティストサロン 11月1日 14:00 安藤範子＆田中幸子フルート・デュオ・リサイタル 古津智子ｐ 二、三 fl2,pf ドップラー：アンダンテとロンド、ボルヌ：カルメン幻想曲、シャミナード：コンチェルティーノ 他

212 ドルチェ・アーティストサロン 11月22日 15:00 レジェンド・オブ・アーツ　サロン・コンサートVol.2 瓦田成美　谷原いづみ　西川一也fl 三 fl3 ショッカー：フルート・イン・ザ・ガーデン、ロレンツォ：≪３人の名人≫華麗なる奇想曲、フュルシュテナウ：大三重奏曲 他

213 ドルチェ・アーティストサロン 12月13日 17:00 トゥジュール・サクソフォン・クァルテット≪いつもＳＡＸ！！クリスマス・スペシャルＶｏｌ.9≫ 辻本剛志　森下知子　岩本雄太　山添悟sax 四 sax4 フランセ：組曲、ドビュッシー：ベルガマスク組曲、クリスマスお楽しみコーナー他

214 西脇市立音楽ホールアピカホール 3月13日 19:00 チェコ・フィル弦楽四重奏団 四・外 vn2,va,vc ボッケリーニ：メヌエット、パッヘルベル：カノン、J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア、シューベルト：アヴェ・マリア、ドヴォルザーク：ユモレスク 他

215 西脇市立音楽ホールアピカホール 10月6日 19:00 第108回しばざくらコンサート≪アンサンブル・ラロ　ピアノ四重奏団≫ 四、五 cl,vn2,va,vc,pf モーツァルト：ピアノ四重奏曲第2番、プロコフィエフ：ヘブライの主題による序曲、タネーエフ：ピアノ五重奏曲

216 日本基督教団東梅田教会 4月11日 15:00 リコーダーとピアノの19世紀音楽≪水上陽一bfl＆松井正樹ｐデュオ・リサイタルＶｏｌ.3≫ 二 bfl,pf ホーク：ソナタop.99-2、ルドルフ大公：リコーダー伴奏によるピアノ変奏曲、クレーマー：序奏と変奏曲/デュオ・コンチェルタントop.16

217 日本基督教団東梅田教会 7月14日 18:30 アフター・アワーズ・セッション"Summer Winds"夏！情熱の管楽器！ 大島弥州夫ob　松原央樹cl　渡邊悦朗fg　渋井満hr　植田恵子fl　右近恭子p 四、五 fl,ob,clfg,hrn,pf ベートーヴェン：ピアノと管楽器のための五重奏曲、ロッシーニ：木管四重奏曲、Ｊ．Ｓ．バッハ：３声のインヴェンション

218 日本基督教団東梅田教会 7月30日 18:30 第14回サロン・コンサートin大阪 八段悠子cl　滝本博之fg　福川伸陽hrn　蒲生祥子ｐ 三、四 cl,hrn,fg,pf ライネッケ：クラリネット、ホルンとピアノのための三重奏曲、ベルヴァルト：ピアノ、クラリネット、ホルンとファゴットのための四重奏曲 他

219 日本基督教団東梅田教会 10月30日 18:30 村井祐児cl　with アフター・アワーズ・セッション≪ドイツ・クラリネットの響き≫ 松原央樹（バセットhrn）　ギオルギ・バブアゼ　日比浩一vn　三木香奈va　池村佳子vc　右近恭子ｐ 五 cl,hrn,vn2,va,vc,pf モーツァルト：クラリネット五重奏曲、メンデルスゾーン：クラリネット、バセットホルンとピアノのための演奏会用小品 他

220 白沙村荘大画室存古楼 4月5日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート１０７ 矢崎瑞ｐ　大田道宏vc 二 vc,pf 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・ソナタ第２番、ショパン：チェロ・ソナタ

221 白沙村荘大画室存古楼 5月10日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート１０８～2009初夏≪弦楽四重奏とピアノの出会い≫ 植村照ｐ　森本一人　山崎緑vn　飛田千寿子va　大田道宏vc 四、五 vn2,va,vc,pf ハイドン：弦楽四重奏曲第39番、メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第2番、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲第2番

222 白沙村荘大画室存古楼 10月11日 16:00 哲学の道プロムナードコンサート109 児玉晃美ｐ　虎谷朋子fl　大田道宏vc 三 fl,vc,pf ハイドン：ピアノ三重奏曲第29番、マルティヌー：フルート、チェロとピアノのための三重奏曲、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲

223 パルナソスホール 6月4日 19:00 ジャン＝マルク・ルイサダｐ　with　ジャン・フェランディスｆｌデュオ・リサイタル 二・外 fl,pf フランク：フルート・ソナタ、プーランク：フルート・ソナタ、ドビュッシー：シランクス、ショパンの作品

224 ピアノサロン遊音堂 6月20日 14:30 第13回サロン・コンサートin大阪～大阪フィルハーモニー交響楽団メンバーによる室内楽 佐久間聡一vn　岩井英樹va　松隅千代恵vc　後藤彩子ｐ 三、四 vn,va,vc,pf モーツァルト：ピアノ三重奏曲第6番、シューマン：おとぎの絵本、フォーレ：ピアノ四重奏曲第1番 他

225 ピアノサロン遊音堂 11月28日 18:30 第15回サロン・コンサートin大阪 大阪フィルハーモニー交響楽団メンバーによる弦楽四重奏団　他 五 ブラームス：ピアノ五重奏曲　他

226 東大阪市立文化会館 12月13日 14:00 聖夜のトランペット レオニド・コルキンtp　アレクサンドル・イルチェンコｐ 二・外 tp,pf ロッソ：夜空のトランペット、クリスマス・メドレー、ひばりメドレー、シューベルト：アヴェ・マリア 他

227 日野町民会館わたむきホール虹 1月17日 14:00 ハイドン没後200年記念・メンデルスゾーン生誕200年記念ピアノ・トリオ・コンサート 長原幸太vn　金子鈴太郎vc　奈良田朋子ｐ 三 vn,vc,pf ハイドン：ピアノ三重奏曲第39番、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第2番、チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲

228 姫路文化センター 9月9日 18:30 瀬尾和紀フルート・リサイタル 中川賢一p 二 fl,pf ヴィターリ：シャコンヌ、パガニーニ：カプリース第24番、ドップラー：ハンガリー田園幻想曲、ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、プーランク：フルート・ソナタ 他

229 兵庫県立芸術文化センター（大） 1月3日 16:00 宮川彬良＆アンサンブル・ベガ　ニューイヤーコンサート 辻井淳　釋伸司vn　馬渕昌子va　近藤浩志vc　新真二cb　鈴木豊人cl　星野則雄fg　池田重一hrn アラカルト cl,fg,hrn,vn2,va,vc,c
b

デーレ（宮川編曲）：すみれの花咲く部屋、ブラームス：ハンガリー舞曲第５番、ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より「女心の歌」、スメタナ：モルダウ、音符の国ツアー 他

230 兵庫県立芸術文化センター（大） 1月12日 14:00 ヒラリー・ハーン　ヴァイオリン・リサイタル 　 二・外 vn,pf イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第４番、ブラームス：ハンガリー舞曲集、アイヴズ：ヴァイオリン・ソナタ第２番、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 他

231 兵庫県立芸術文化センター（大） 5月5日 14:30 宮川彬良＆アンサンブル・ベガ　≪こどもの日スペシャル≫ 辻井淳　釋伸司vn　馬渕昌子va　近藤浩志vc　新真二cb　鈴木豊人cl　星野則雄fg　池田重一hrn アラカルト cl,fg,hrn,vn2,va,vc,c
b デーレ（宮川編曲）：すみれの花咲く部屋、ハチャトゥリアン：剣の舞、エルガー：威風堂々、ベートーヴェン：交響曲第５番より 他

232 兵庫県立芸術文化センター（大） 5月17日 14:00 戸田弥生ヴァイオリン・リサイタル 林達也ｐ 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリンソナタＫ.304、バルトーク：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ、ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女、サラサーテ（ジンバリスト編）：カルメン幻想曲 他

233 兵庫県立芸術文化センター（大） 7月25日 15:00 千住真理子vnとイタリアの名手たち ピエロ・トーゾvn　ピエルパオロ・トーゾvc　エルネスト・メルリーニcem 四 vn2,vc,cem ヴィヴァルディ：トリオ・ソナタoｐ1-6/ヴァイオリン協奏曲集≪四季≫より「春」/２つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲第11番、ヴィターリ：ソナタop.2RV.31 他

234 兵庫県立芸術文化センター（大） 9月8日 11:30 ワンコイン・コンサート《中島悦子va～ヴィオラの歌声》 ベルンハルト・パルツp 二 va,pf ヘンデル：歌劇《リナルド》より「私を泣かせてください」、シューマン：アダージョとアレグロ、ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ、ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第2番

235 兵庫県立芸術文化センター（大） 11月12日 19:00 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル 宮本聖子ｐ 二 vn,pf モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第25番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番 他

236 兵庫県立芸術文化センター（小） 3月7日 14:00 春の室内楽 兵庫県立芸術文化センター管弦楽団のメンバー 六 ドビュッシー：フルート・ヴィオラ・ハープのためのソナタ、Ｒ・シュトラウス（ハーゼンエール編）：もう１人のティル・オイレンシュピーゲル、ドホナーニ：六重奏曲ｏｐ.37 他

237 兵庫県立芸術文化センター（小） 4月7日 19:00 奏明会コンサートＶｏｌ.30 上田智子ｐ　稲垣りのvn　林はるかvc　金靖美恵Ｓ　 三 vo,vn,vc,pf プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第７番、チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲第１楽章、ポッパー：ハンガリー狂詩曲、ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番 他

238 兵庫県立芸術文化センター（小） 4月12日 14:00 西村志保チェロ・リサイタル 矢部紀子ｐ 二 vc,pf ブラームス：チェロ・ソナタ第2番、シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ

239 兵庫県立芸術文化センター（小） 5月9日 15:00 松山冴花vn＆津田裕也ｐデュオ・リサイタル 二 vn,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番、ドヴォルザーク：ロマンス、シューマン：３つのロマンス、フランク：ヴァイオリン・ソナタ

240 兵庫県立芸術文化センター（小） 5月22日 19:00 レ・クロッシュ　ソロ＆デュオ・リサイタル～コンサートツアー2009 宇宿真紀子p　宇宿直彰vc 二 vc,pf リスト：ラ・カンパネッラ、Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番、シューマン：謝肉祭、ポッパー：ハンガリー狂詩曲 他



241 兵庫県立芸術文化センター（小） 5月29日 19:00 ＰＡＣ　ＳＴＲＩＮＧＳ！With 四方恭子vn 兵庫県立芸術文化センター管弦楽団のメンバー 五 vn,va,vc シューベルト：弦楽三重奏曲第1番、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、ドホナーニ：弦楽三重奏のためのセレナード、ドヴォルザーク：弦楽五重奏曲第2番

242 兵庫県立芸術文化センター（小） 5月31日 14:00 斎藤建寛vc&細見理恵ｐデュオリサイタル～チェロとピアノで奏でる魂のソナタ 二 vc,pf ドビュッシー：チェロ・ソナタ、シュニトケ：チェロ・ソナタ、ハイドン：ディヴェルティメントニ長調、Ｒ・シュトラウス：チェロ・ソナタ

243 兵庫県立芸術文化センター（小） 6月12日 19:00 西本淳サクソフォン・リサイタル 原田恭子ｐ　高鍋歩perc 二 sax,pf,perc 夏田昌和：西、あるいは秋の夕べの歌、ルルー：ＳＰＰ、デニゾフ：ソナタ、シュミット：伝説 他

244 兵庫県立芸術文化センター（小） 6月20日 14:00 日下紗矢子vn＆アレッシオ・バックスｐデュオ・リサイタル 二 vn,pf ブラームス：≪F.A.E.ソナタ≫第3楽章/ヴァイオリン・ソナタ第1番、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲、エネスコ：ヴァイオリン・ソナタ第3番

245 兵庫県立芸術文化センター（小） 6月21日 14:00 アムステルダム・ルック・スターダスト・カルテット 四・外 bfl4 ヴィヴァルディ：協奏曲ニ長調op.3-11、ピアソラ：天使の死、タリス：オン・ノミネ 他

246 兵庫県立芸術文化センター（小） 6月28日 14:00 ウィーン・ゴールデン・ハープ・トリオ グザヴィエ・ドゥ・メストレhp　ウォルフガング・シュルツfl　フランツ・バルトロメイ 三・外 fl,vc,pf ハイドン：トリオ/アダージョ/変奏曲、Ｊ．シュトラウスⅡ：３つのロマンス、グランジャニー：ハイドンの主題による幻想曲、フォーレ：シシリエンヌ/幻想曲、ラヴェル：ソナチネ

247 兵庫県立芸術文化センター（小） 9月22日 19:00 持田洋フルート・リサイタル～バッハと２０世紀～ 小林道夫cem 林裕vc 二、三 fl,vc,cem ドビュッシー：シランクス、ヴァレーズ：比重２１.5、ジョリヴェ：《５つの呪文》より「首長の死へ～その魂の庇護を得るために」、J.S.バッハ：ＢＷＶ１０２０・１０３０・１０３２・１０３５

248 兵庫県立芸術文化センター（小） 9月25日 19:00 中務晴之フルート・リサイタル 阿部裕之ｐ 二 fl,pf リンドペイナー：ベートーヴェンの主題による変奏曲、サンカン：ソナチネ、バルトーク：ハンガリー農民組曲、モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番、ワックスマン：カルメン幻想曲

249 兵庫県立芸術文化センター（小） 11月14日 14:00 パック・ブラス！ サイモン・ウィルスtrb　ＰＡＣブラス・セクション 五 プーランク：ソナタ、エヴァルド：五重奏第1番、バーンスタイン：≪オン・ザ・タウン≫組曲 他

250 兵庫県立芸術文化センター（小） 11月19日 19:00 日比浩一×日野俊介～ヴァイオリンとチェロで奏でる二人組 二 vn,vc Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第３番より前奏曲/無伴奏チェロ組曲第1番より前奏曲、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、ラヴェル：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ

251 兵庫県立芸術文化センター（小） 11月23日 14:00 カレファックス・リード・クインテット オリヴァー・ブックホールンob　イーヴァル・ベリックスcl　イェルテ・アルタウス（バスcl）　ラーフ・ヘッケマ
sax　アルバン・ウェスリーfg

五・外 ob,cl,bcl,sax,fg ドビュッシー：ベルガマスク組曲、ラヴェル：スペイン狂詩曲、サンチェス＝ヴェルドゥ：装飾の本、チャイコフスキー：≪くるみ割り人形≫ジャズ組曲 他

252 兵庫県立芸術文化センター（小） 11月27日 19:00 池田寿美子＆永井玲子～姉妹による連弾の調べ～ ピアノデュオ pf2 レーガー：６つのワルツ、シューベルト：幻想曲、ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集より、ドビュッシー：６つの古代のエピグラフ、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー

253 兵庫県立芸術文化センター（小） 12月5日 13:00 レッド・プリースト≪四季≫ ピアーズ・アダムスbfl　ジュリア・ビショップvn　アンジェラ・イーストvc　ハワード・ビーチcem 四・外 bfl,vn,vc,cem Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏パルティータ第3番/ブランデンブルク協奏曲第3番/トッカータとフーガＢＷＶ565、ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲≪四季≫ 他

254 兵庫県立芸術文化センター（小） 12月5日 18:00 レッド・プリースト≪天使と悪魔≫ ピアーズ・アダムスbfl　ジュリア・ビショップvn　アンジェラ・イーストvc　ハワード・ビーチcem 四・外 bfl,vn,vc,cem ヴィヴァルディ：フルート協奏曲≪夜≫より「悪魔のコンチェルト」、タルティーニ：ヴァイオリン・ソナタ≪悪魔のトリル≫、ルクレール：悪魔のエアとシンフォニー 他

255 兵庫県立美術館芸術の館アトリエホール 2月1日 15:00 井上麻子サクソフォーン・リサイタル2009 藤井快哉ｐ 二 sax,pf J・Ｓ・バッハ：フルートとチェンバロのためのソナタＢＷＶ1031、ベリオ：セクエンツァ9ｂ、カサド：愛の言葉 他

256 兵庫県立美術館芸術の館アトリエホール 5月31日 15:00 木田雅子ヴァイオリン・リサイタル 真壁泰江ｐ 二 vn,pf エルガー：愛の挨拶、クライスラー：中国の太鼓、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

257 枚方市立メセナひらかた会館多目的ホール 2月21日 14:00 室内楽の午後～春を待ちわびて～　 安部り麻Ｓ　川村顕ob　志賀雅子　中井由貴子ｐ　蓮輪真理cl　山岸孝教vc 三 vo,ob,cl,vc,pf メンデルスゾーン：無言歌集より、ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第３番、シューマン：アダージョとアレグロ、ブラームス：クラリネット三重奏曲 他

258 枚方市立メセナひらかた会館多目的ホール 10月29日 19:00 大阪センチュリー交響楽団8≪木管五重奏の調べ≫ ニコリンヌ・ピエルーfl　宮本克江ob　持丸秀一郎cl　木川博史hrn　宮本謙二fg 五 fl,ob,cl,hrn,fg ファルカシュ：古いハンガリーの民俗舞曲、モーツァルト：セレナード第11番、ピアソラ：タンゴの歴史 他

259 びわ湖ホール 4月4日 14:00 びわ湖音楽の春”GIFT”2009≪ＫEIBUN２５周年スペシャル・コンサート～環境と音楽の素敵な出会山形由美fl 玉井菜採vn　２５周年スペシャル・アンサンブル アラカルト ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲《四季》より「春」、ジュナン：ヴェニスの謝肉祭、ヘンデル：水上の音楽より 他

260 びわ湖ホール 4月5日 10:30 びわ湖音楽の春”GIFT”2009 ≪ ０歳からのコンサート≫ 山形由美fl 玉井菜採vn　２５周年スペシャル・アンサンブル アラカルト ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲《四季》より「春」、ヘンデル：水上の音楽より 他

261 びわ湖ホール 4月5日 11:00 びわ湖音楽の春”ＧＩＦT”2009≪朝の室内楽ピアノ・トリオ≫ 谷本華子vn　金子鈴太郎vc　奈良田朋子p 三 vn,vc,pf ハイドン：ピアノ三重奏曲第39番、メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番

262 びわ湖ホール 4月5日 13:30 びわ湖音楽の春”ＧＩＦT”2009≪ショパン・ピアノ協奏曲室内楽版演奏会Ⅰ≫ 南千勢子ｐ 五 ショパン：ピアノ協奏曲第1番

263 びわ湖ホール 4月5日 17:30 びわ湖音楽の春”ＧＩＦT”2009≪ベートーヴェン～スプリング・ソナタ≫ 玉井菜採vn　稲垣聡ｐ 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14番

264 びわ湖ホール 4月5日 19:30 びわ湖音楽の春”ＧＩＦT”2009≪ショパン・ピアノ協奏曲室内楽版演奏会Ⅱ≫ 椿佳美ｐ 五 ショパン：ピアノ協奏曲第2番/スケルツォ第2番

265 びわ湖ホール 5月4日 14:00 名曲コンサートＶｏｌ．４≪川久保賜紀vn～プレイズ・ピアソラ≫ 遠藤真理vc　江口玲ｐ 二、三 vn,vc,pf ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、ピアソラ：≪ブエノスアイレスの四季≫より/リベル・タンゴ/ル・グラン・タンゴ 他

266 びわ湖ホール 5月9日 15:00 メンデルスゾーン生誕200年室内楽プロジェクト第１回 中村公俊vn＆va　大西泰徳vc　小石みなみ　榊原契保ｐ　溝渕悠理Ｍｓ 二、三 vo,vn,va,vc,pf メンデルスゾーン：序曲≪フィンガルの洞窟≫/ヴァイオリン・ソナタ/歌曲≪５月の歌≫、ピアノ三重奏曲第2番 他

267 びわ湖ホール 7月4日 15:00 メンデルスゾーン生誕200年室内楽プロジェクト第2回 中村公俊vn＆va　大西泰徳vc　小石みなみ　榊原契保ｐ　 四 vn2,va,vc,pf メンデルスゾーン：劇音楽≪真夏の夜の夢≫序曲／ヴィオラ・ソナタ/チェロ・ソナタ第1番/弦楽四重奏曲第4番、井藤麻衣子：メンデルスゾーン・オマージュ作品（委嘱）

268 びわ湖ホール 9月23日 15:00 びわ 湖大津  秋の音楽《メンデルスゾーン生誕２００年～室内楽プロジェクト第３回》 木須すみれ　中村仁美、山本綾vn　中村公俊va　片山英摩vc 四 vn2,va,vc,pf メンデルスゾーン：序曲《静かな海と楽しい航海》/ピアノ四重奏曲 他

269 びわ湖ホール 9月25日 13:00 びわ湖大津　秋の音楽祭《エラールで奏でる秋の調べ》 岩林千春　白子正樹cl　若林かをりｐ 三 fl,cl,pf 曲目不詳

270 びわ湖ホール 9月28日 13:00 びわ湖大津　秋の音楽祭《フルートとハープが紡ぐ、優雅なひととき》 ニコリンヌ・ピエルーfl　鈴木貴子ｐ 二 fl,pf 曲目不詳

271 びわ湖ホール 9月30日 19:00 びわ湖大津　秋の音楽祭《アンサンブル・ラロ》 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　ラズヴァン・ポポヴィッチva　ヘーデンボルク・直樹vc 四・外 vn,va,vc,pf モーツァルト：ピアノ四重奏曲第2番、R.シュトラウス：ピアノ四重奏曲、シェーンベルク：浄夜

272 びわ湖ホール 10月3日 14:00 びわ湖大津　秋の音楽祭≪クァルテット・エクセルシオ～プレイズ叙情組曲≫ 四 vn2,va,vc ハイドン：弦楽四重奏曲第3番、ウェーベルン：弦楽四重奏のための五楽章/弦楽四重奏のための６つのバガテル、ベルク：叙情組曲

273 びわ湖ホール 11月8日 15:00 びわ湖からはばたく４ 難波薫fl  加藤真一郎ｐ 二 fl,pf フォーレ：シチリアーノ、Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏フルートのためのパルティータ 他

274 文芸セミナリヨ 3月14日 15:00 宮本笑里ヴァイオリン・リサイタル 浦壁信二ｐ 二 vp,pf パッヘルベル：カノン、大島ミチル：風笛、モンティ：チャールダーシュ、ヴィターリ：シャコンヌ 他

275 文芸セミナリヨ 6月13日 10:30 ワンコイン・コンサート・シリーズ28≪音でつづる絵本♪～ヴァイオリン＆ピアノ≫ 越後真理vn　松田千夏ｐ 二 vn,pf 久石譲：≪となりのトトロ≫より、モンティ：チャールダーシュ、マスカーニ：≪カヴァレリア・ルスティカーナ≫間奏曲 他

276 ムラマツリサイタルホール新大阪 3月2日 15:00 若林千春作品展2009 若林かをりfl　桑原正善（コントラfg）　橋本晋哉tub　長原幸太　海和伸子vn　佐藤佳子va　多井智紀vc アラカルト fl,fg,vn2,va,vc 若林千春：ＵＴＵ－原響Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ/木霊～隠喩の森Ⅰ/meta-morphon-genesisⅡ 他

277 ムラマツリサイタルホール新大阪 6月5日 19:00 浦川宣也vn＆Ｍ.ラプシャンスキーｐデュオ・リサイタル2009 二 vn,pf ドヴォルザーク：ヴァイオリン・ソナティナ 他

278 ムラマツリサイタルホール新大阪 6月18日 19:30 木曜リサイタル～作曲家シリーズ（5）モーツァルト≪中村勝樹ピアノ・リサイタル≫ ギオルギ・バブアゼvn　日野俊介vc 三 vn,vc,pf モーツァルト：幻想曲Ｋ．475/ピアノ・ソナタ第14番/ピアノ三重奏曲第3番

279 ムラマツリサイタルホール新大阪 11月15日 14:00 酒井秀明フルート・リサイタル≪デュオ結成30周年記念≫ 伊吹このみｐ 二 fl,pf アラン：３つの楽章、フランク：フルート・ソナタ 他

280 メディア・アートホール 5月9日 14:00 廣狩亮va＆宮下直子ｐデュオ・リサイタル2009 二 va,pf シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ、ブラームス：ヴィオラとピアノのためのソナタ第2番、武満徹（細川俊夫編）：ア・ストリング・アラウンド・オータム、ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ

281 八尾市文化会館プリズムホール 6月3日 19:00 大阪フィルメンバーによる室内楽に夢中っ！Ｖol.2 野津臣貴博fl　佐久間聡一vn　上野博孝va　林口眞也vc 三、四 fl,vn,va,vc モーツァルト：フルート四重奏曲第1・3番、ルーセル：フルート三重奏曲 他

282 山村サロン 6月20日 19:00 初夏のカンタービレ09≪アルバート・ロトｐと仲間たち≫ 若林暢vn　水谷川優子vcほか 三 ショパン：アンダンテスピアナートと華麗なるポロネーズ、チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ、ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番、ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第4番、ポッパー：レクイエム 他

283 山村サロン 7月11日 19:00 21世紀音楽浴vol.17≪ピエール・モンティfl＆久保洋子ｐデュオ・リサイタル≫ 二 fl,pf レヴィ：フルートとピアノのためのソナチネ、久保洋子：コノタシオン（世界初演）、ケックラン：フルートとピアノのためのソナタ、タンスマン：フルートとピアノのためのソナチネ、近藤圭：伝統と構造ⅣⅠⅠ

284 山村サロン 11月15日 17:00 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,pf モーツァルト：クラヴィーアとフルートのためのソナタＫ．15、ジョリヴェ：５つの呪文、久保洋子：エグザラシオン、Ｊ．Ｓ．バッハ：フルートと通奏低音のためのソナタＢＷＶ1033、近藤圭：伝統と構造Ⅸ≪冷え≫

285 栗東芸術文化会館さきらホール 1月10日 14:00 玉井菜採　ニュー・イヤー・ヴァイオリン・リサイタル 中島由紀ｐ 二 vn,pf プーランク：ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第１番、ショーソン：詩曲、武満徹：妖精の距離、ドヴォルザーク：ロマンス　ヘ短調、サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ

286 栗東芸術文化会館さきらホール 4月23日 18:30 福山久美vn&山田武彦ｐデュオ・リサイタル 二 vn,pf ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番、ハチャトゥリアン：剣の舞、ドビュッシー：レントより遅く、ファリャ：≪恋は魔術師≫よりパントマイム、バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 他

287 和歌山県書道記念館・多目的ホール 10月22日 19:00 デュオ”ル・ヴァン・ドゥ” 伊藤真貴vn　雪原典子ｐ 二 vn,pf プーランク：ヴァイオリン・ソナタ、ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ、ファリャ：スペイン民謡による組曲、Ｊ．Ｓ．バッハ：ヴァイオリン・ソナタ、ＢＷＶ1015 他

288 和歌山市民会館 12月23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,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、ドビュッシー：月の光、千住明：君を信じて、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他
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