7 室内楽活動調査２０１１年(平成２３年）
No

会場

月

日

時 刻 都道府県

演奏会名

団体名

東口泰之 桑原正善 田中裕美子 国府利支恵（以上ｆｇ）

ジャンル

四重奏

編成

fg４

演奏曲目

1

青山音楽記念館バロックザール

２月

５日 15 00

京都

（財）青山財団助成公演《Fagotti Foco 3rd concert 》

2

青山音楽記念館バロックザール

２月 １２日 15 00

京都

アンサンブルＢ・京都シンフォニカ合同演奏会 in KYOTO

3

青山音楽記念館バロックザール

２月 １３日 15 00

京都

(財)青山財団助成公演
《JACACEPT Vol.７ Ｓｔｒｉｎｇ Ｑｕａｒｔｅｔ「冬の日の四重奏」》

JACACEPT〔萩原合歓ｖｎ 馬渕清香ｖｎ 大槻桃子ｖa 池村佳子ｖｃ〕

四重奏

vn2、ｖa、ｖｃ

●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１９番《不協和音》●武満徹・・・ア・ウェイ・ア・ローン●ラヴェル・・・弦楽四重奏曲

4

青山音楽記念館バロックザール

２月 ２０日 15 00

京都

(財)青山財団助成公演《齋藤杏子ｖｎ・山口梨紗ｐデュオリサイタル》

齋藤杏子ｖｎ 山口梨紗ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３２番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第６番●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

5

青山音楽記念館バロックザール

３月 ２０日 14 00

京都

(財)青山財団助成公演《凛 木管五重奏演奏会》

木管五重奏
凛〔今井亨ｆｌ 上品綾香ob 山本梓ｃｌ 岡田喜美子ｈｒｎ 大森俊輔ｆｇ〕
金山千春ｐ

六重奏

ｆｌ、ob、cl、ｈｒｎ、ｆｇ、 p

●ハイドン・・・ディヴェルティメント●アーノルド・・・３つのシャンティ●プーランク・・・六重奏曲 他

6

青山音楽記念館バロックザール

３月 ２１日 14 00

京都

(財）青山財団助成公演
《オーボエで奏でる歌の世界～藤井貴宏オーボエ・リサイタル》

藤井貴宏ob マティアス・ファイトp

二重奏

ob、ｐ

●シューマン・・・アダージョとアレグロ●ホリガー・・・オーボエ・ソナタ●山田耕筰・・・この道●モーツァルト・・・歌劇《魔笛》より 他

7

青山音楽記念館バロックザール

３月 ２４日 19 00

京都

第３回 Switzerland meets Japan in concert 春の部
《Trio Adriano～２台のチェンバロとバロックチェロ》

Trio Adriano
〔ナディア・ルソルニア チャニ・ルソルニア（以上ｃemb） ヨナタン・ペシェックｖｃ〕

ｃeｍｂ２、ｖｃ

●J.S.バッハ・・・チェロとチェンバロのためのソナタBWV１028●ヴィヴァルディ・・・チェロ協奏曲RV42１●ムファット・・・シャコンヌ 他

8

青山音楽記念館バロックザール

３月 ２５日 19 00

京都

２００４年度青山音楽賞受賞研修成果披露演奏会
《上田仁トランペット・リサイタル》

上田仁tp 大堀晴津子p

二重奏

tp、p

●ゴーベール・・・カンタービレとスケルツェット●ジョリヴェ・・・コンチェルティーノ
●アルビノーニ・・・協奏曲変ロ長調●オネゲル・・・イントラーダ●ハイドン・・・協奏曲変ホ長調

9

青山音楽記念館バロックザール

５月 ２１日 18 00

京都

(財)青山財団助成公演
《初田章子フルート・リサイタル～パリへのオマージュ》

初田章子fl 長崎麻里香p

二重奏

ｆｌ、ｐ

●ドビュッシー・・・シリンクス●プーランク・・・フルート・ソナタ●マルティヌー・・・フルート・ソナタ第１番 他

10 青山音楽記念館バロックザール

５月 ２７日 19 00

京都

(財)青山財団特別助成公演
《佐藤友香ヴァイオリン・リサイタル
～エネスコとイザイ・天才ヴァイオリニストの珠玉の名曲》

佐藤友香vn 贄川二葉p ヤンネ舘野vn

三重奏

ｖｎ2、ｐ

●エネスコ・・・協奏的即興曲/ヴァイオリン・ソナタ第３番《ルーマニア民族風の》
●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲●イザイ・・・２つのヴァイオリンのためのソナタ/無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》
●ショーソン・・・詩曲op.25

11 青山音楽記念館バロックザール

６月 ３０日 19 00

京都

(財）青山財団助成公演
《フロラン・シャレール オーボエ・リサイタル》

フロラン・シャレールob トマ・デルクローｐ

二重奏・外

ob、ｐ

●サン＝サーンス・・・オーボエ・ソナタ●デュティユー・・・オーボエ・ソナタ●ジョリヴェ・・・オーボエとピアノのためのセレナード

12 青山音楽記念館バロックザール

７月

９日 17 00

京都

（財）青山財団助成公演《上敷領藍子ヴィオリン・リサイタル》

上敷領藍子vn 諸田由里子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●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op.100●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番
●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

13 青山音楽記念館バロックザール

７月 ３１日 14 30

京都

(財)青山財団助成公演
《今井亨ｆｌ＋三宅依子ｖｃ＋小澤英世ｐ 華麗なる饗宴》

今井亨ｆｌ 三宅依子ｖｃ 小澤英世ｐ

三重奏

ｆｌ、ｖｃ、ｐ

●シューベルト・・・《しぼめる花》による変奏曲●宮澤郁昭・・・委嘱新作（「源氏」千年紀記念・第５弾）
●ピエルネ・・・室内楽ソナタop.４８ 他

14 青山音楽記念館バロックザール

９月 ２４日 14 00

京都

(財）青山財団助成公演 《樋口藍フルート・リサイタル》

樋口藍fl 小幡文香p

二重奏

fl、ｐ

●C.P.E.バッハ・・・フルートと通奏低音のためのソナタ《ハンブルク・ソナタ》●ヴィードル・・・組曲op.34●ジョリヴェ・・・リノスの歌 他

15 青山音楽記念館バロックザール

９月 ２５日 14 30

京都

(財)青山財団助成公演
《萩原恵理ｐ・吉田優子marbジョイントリサイタル律のしらべ
～ピアノ＆マリンバ》

萩原恵里ｐ 吉田優子marb

二重奏

p、marb

●ショパン・・・アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ●安倍圭子・・・わらべうたによる譚章●ラヴェル・・・ツィガーヌ 他

七重奏

三重奏・外

●コールビンガー・・・ハイドンの主題による変奏曲●ヴァーゲンザイル・・・ソナタ第３番●ブルンス・・・小組曲第１番 他

●モーツァルト・・・フルート四重奏曲第１番●ベートーヴェン・・・七重奏曲●コダーイ・・・ハンガリー風ロンド 他

16 青山音楽記念館バロックザール

１０月

８日 17 00

京都

辻本玲・チェロ・リサイタル

辻本玲vc 須関裕子p

二重奏

ｖc、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第１番●ストラヴィンスキー・・・イタリア組曲●メンデルスゾーン・・・チェロ・ソナタ第２番 他

17 青山音楽記念館バロックザール

１０月 １６日 15 00

京都

(財)青山財団助成公演
《土肥敬ｖｃ室内楽シリーズNo.５８
～鈴木星彦ｖｎ氏をゲストに迎えて》

土肥敬ｖｃ 宇都宮寿子 木下智子 畑崎朋子(以上ｐ) 鈴木星彦ｖｎ

三重奏

ｐ3、ｖｎ、vc

●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第６番●ドヴォルザーク・・・ピアノ三重奏曲第３番
●チャイコフスキー・・・ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》

18 青山音楽記念館バロックザール

１０月 ３０日 15 00

京都

(財)青山財団助成公演《Trio Concert～音の戯れ》

松川朋子ｖｎ 石田聖子ｖｃ 松田みゆきｐ

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第５番《幽霊》●武満徹・・・ビトゥイーン・タイズ●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第２番

19 青山音楽記念館バロックザール

１１月

２日 19 00

京都

(財)青山財団助成公演
《クァルテット・エクセルシオ第７回京都定期演奏会》

〔西野ゆかｖｎ 山田百子ｖｎ 吉田有紀子ｖa 大友肇ｖｃ〕

四重奏

ｖｎ２、ｖa vc

●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第９番●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏曲第１４番
●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第８番《ラズモフスキー第２番》

20 青山音楽記念館バロックザール

１１月 ２０日 16 00

京都

(財)青山財団助成公演
《Bach Matinee in Barocksaal～バッハとの対話》

岸邉百百雄ｖｎ 上野真ｐ

二重奏

ｖｎ、p

●J.S.バッハ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１～６番

21 青山音楽記念館バロックザール

１１月 ３０日 19 00

京都

(財)青山財団助成公演
《長谷川真弓ｖｎ＆尾藤万希子ｐジョイントリサイタル》

長谷川真弓ｖｎ＆尾藤万希子ｐ

二重奏

ｖｎ、p

●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●タルティーニ・・・ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

22 青山音楽記念館バロックザール

１２月

４日 14 00

京都

(財)青山財団特別助成公演
《渡辺延男ギター・リサイタル 音楽を出来る喜び RE-START 60》

渡辺延男g 稗方攝子Ｓ 長山慶子fl

三重奏

g,、ｆｌ、S

●フレスコバルディ・・・アリアと変奏●ソル・・・５つの小品●ポンセ・・・ソナタ・クラシカ《Ｆ．ソル賛》 他

23 青山音楽記念館バロックザール

１２月 １１日 14 00

京都

2007年度青山音楽賞新人賞受賞研修成果披露演奏会
《内田佳宏チェロ・リサイタル》

内田佳宏vc 兼重稔宏p

二重奏

ｖc、ｐ

●J.Sバッハ・・・無伴奏チェロ組曲第１番●プーランク・・・チェロ・ソナタ
●内田佳宏・・・新作●ブラームス・・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番

24 青山音楽記念館バロックザール

１２月 ２１日 19 00

京都

(財)青山財団助成公演
《きょうと金管五重奏団２０１１》

きょうと金管五重奏団〔菊本和昭 福田裕司（以上ｔｐ）
水無瀬一成ｈｒｎ 松田洋介 織田貴浩（以上ｔｂ）〕

五重奏

ｔｐ２、ｈｒｎ、ｔb２

●エワルド・・・金管五重奏曲第２番●ファーナビー（ハワース編）・・・舞曲集●バック・・・トリプティーク 他

25 秋篠音楽堂

５月

１日 14 00

奈良

秋篠音楽堂 第８回室内楽フェスタ

桜井裕美ｖｃ 脇坂亮平ｖｎ 野田薫ｖa 立田早草ｐ 他

五重奏

ｖｃ、ｖｎ
ｖa、ｐ

●ロッシーニ・・・弦楽のためのソナタ第２番●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第３番
●ブラームス・・・ピアノ四重奏曲第１番●ウェーバー・・・クラリネット五重奏曲 他

26 秋篠音楽堂

６月 ２６日 14 00

奈良

フランティシェック・ノボトニーｖｎ＆伊藤ルミｐデュオ２０１１

フランティシェック・ノボトニーｖｎ 伊藤ルミｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クライスラー・・・愛の喜び●ヤナーチェク・・・ヴァイオリン・ソナタ
●プロコフィエフ(ヤンケレヴィチ編)・・・バレエ組曲《ロメオとジュリエット》より
●ユミイトウ・・・かもめ～ヴァイオリンとピアノのために（A.チェーホフ戯曲《かもめ》より）
●日本童謡・・・ 《「夕焼け 小焼け」幻想曲》 ●R.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１楽章 他

27 秋篠音楽堂

１０月

８日 15 00

奈良

天満敦子ヴァイオリン・リサイタル２０１１

天満敦子vn 吉武雅子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ショーソン・・・詩曲●ホルスト・・・組曲《惑星》より「木星」●フォーレ・・・夢のあとに
●いずみたく・・・見上げてごらん夜の星を●ポルムベスク・・・望郷のバラード 他

28 秋篠音楽堂

１２月 １０日 14 00

奈良

ミハル・カニュカｖｃ＆伊藤ルミｐ スーパーデュオ

ミハル・カニュカｖｃ 伊藤ルミｐ

二重奏

ｖｃ、ｐ

●カッチーニ・・・アヴェ・マリア●ドヴォルザーク・・・スラブ舞曲第３番、８番《フリアント》
●マルティヌー・・・ロッシーニの主題による変奏曲●イトウユミ・・・《椰子の実》の主題による幻想曲（委嘱新作）
●ワーグナー（リスト編）・・・歌劇《タンホイザー》より「夕星の歌」 他

29 赤穂市文化会館ハーモニーホール

７月

２日 19 00

兵庫

赤穂国際音楽祭～Le Pont ２０１１

アラカルト・外

不詳

30 赤穂市文化会館ハーモニーホール

７月

３日 15 00

兵庫

赤穂国際音楽祭～Le Pont ２０１１

アラカルト・外

不詳

31 赤穂市文化会館ハーモニーホール

７月

４日 18 30

兵庫

赤穂国際音楽祭～Le Pont ２０１１

アラカルト

不詳

32 芦屋市民会館ルナホール

４月 １６日 14 00

兵庫

アムネスティ・インターナショナル
設立５０周年記念・日本コンサートツァー
《ヴラダン・コチ チェロコンサート in 芦屋
～魂の自由と人間の尊厳を求めて》

ヴラダン・コチvc 有吉英奈p

二重奏・外

vc、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第４番●フランク・・・ソナタイ長調
●コチ…深き淵より●ドヴォルザーク・・・ロンドop.94●カサド・・・無伴奏チェロ組曲ニ長調 他

33

尼崎市総合文化センター
アルカイックホール・ミニ

３月 １０日 19 00

兵庫

藤井貴宏オーボエ・リサイタル
～オーボエで奏でる歌の世界

藤井貴宏ob マティアス・ファイトp

二重奏

ob、ｐ

●ドニゼッティ・・・オーボエ・ソナタ●シューマン・・・アダージョとアレグロ
● 山田耕筰 …この道●モーツァルト・・・歌劇《魔笛》より●パスクッリ・・・歌劇《ラ・ファヴォリータ》の主題による協奏曲 他

34

尼崎市総合文化センター
アルカイックホール・ミニ

５月 ２２日 14 00

兵庫

第２８９回サロンコンサート
《古澤巌ｖｎ×高橋悠治ｐ》

古澤巌ｖｎ 高橋悠治p

二重奏

vn、ｐ

●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番第１楽章●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ第３、４楽章
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

35

尼崎市総合文化センター
アルカイックホール・ミニ

１１月 ２６日 14 00

兵庫

くつろぎコンサートシリーズ
《楽器の家族たちVol.2～サックス》

篠原康浩サクソフォン四重奏団

四重奏

sax4

不詳

１１月 １３日 14 00

兵庫

グランプリ・コンサート２０１１《アタッカ・クァルテット》

〔エイミー・シュローダーｖｎ 徳永慶子ｖｎ ルーク・フレミングｖa
アンドリュー・イーｖｃ〕

vn2、ｖa、vc

●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１２番ハ短調D.703●Ｊ．アダムス・・・舞曲についてのジョン書

bfl、cemb

不詳

36 淡路市立しづかホール

37 生野マインホール

四重奏・外

２月

６日 18 30

大阪

ASAGOクラシックパーク／スペシャルコンサート

江崎浩司ｂｆｌ 長久真実子cemb

二重奏

38 生駒市中央公民館

１１月

３日 13 00

奈良

いこま国際音楽祭《オープニングガラコンサート》

韓伽耶ｐ ニコラス・チュマチェンコｖｎ レナーテ・グライス・アーミンｆｌ
ヴォルフガング・マイヤーｃｌ ラインホルト・フリードリヒ 菊本和昭（以上ｔｐ）

四重奏・外

ｐ、ｖｎ、ｆｌ、ｃｌ、ｔｐ２

●J.S.バッハ・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番●べリオ・・・セクエンツァⅠ
●メシアン・・・《世の終わりのための四重奏曲》より●ジョリヴェ・・・フルートとクラリネットのためのソナチネ
●サン＝サーンス・・・タランテラ 他

39 生駒市中央公民館

１１月

３日 18 00

奈良

いこま国際音楽祭
《ヴァイオリンとピアノのデュオ～ベートーヴェンはお好きですか？》

韓伽耶ｐ ニコラス・チュマチェンコｖｎ

二重奏・外

ｐ、ｖｎ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番、５番《春》、９番《クロイツェル》

40 イシハラホール(閉館）

３月

６日 15 00

大阪

大谷玲子ヴァイオリン・リサイタル

大谷玲子vn 岡本麻子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ヴィエニャフスキ・・・創作主題による変奏曲/華麗なるポロネーズ第１，２番
●ルトスワフスキ・・・パルティータ●シマノフスキ・・・神話～３つの詩

41 イシハラホール(閉館）

６月 ２６日 15 00

大阪

小川友子ピアノ室内楽シリーズⅤ
《気鋭のトリオ ボヘミアの大地から》

小森谷巧ｖｎ 唐沢安岐奈ｖｃ

三重奏

vn、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲変ロ長調《アレグレット》/ピアノ三重奏曲第３番
●ドヴォルザーク・・・ピアノ三重奏曲第３番

42 イシハラホール(閉館）

７月

５日 19 00

大阪

デニス・ブリアコフ フルート・リサイタル２０１１

デニス・ブリアコフfl 蒲生祥子ｐ

二重奏・外

fl、ｐ

●プロコフィエフ・・・フルート・ソナタ●ヴィドール・・・フルートとピアノのための組曲op.34
●ジョリヴェ・・・リノスの歌 他

43 イシハラホール(閉館）

８月 １０日 19 00

大阪

エミリー・バイノン フルート・リサイタル（大阪公演）

エミリー・バイノンfl 鈴木華重子ｐ

二重奏・外

fl、ｐ

●プロコフィエフ・・・５つのメロディ/フルート・ソナタ●コープランド・・・フルートとピアノのための二重奏曲
●フリューリング（バイノン編）・・・フルートとピアノのための幻想曲●プーランク・・・フルート・ソナタ 他

44 イシハラホール(閉館）

１０月 ２９日 18 30

大阪

ジャパン・エックスオー・トロンボーンクァルテットコンサート２０１１

〔栗田雅勝 若狭和良 棚田和彦 黒金寛行（以上ｔｂ）〕

四重奏

ｔｂ４

●ボザ―・・・３つの小品●ドンディーヌ・・・リズミック・プレリュード
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２章より「シャコンヌ」●シューマン・・・《子どもの情景》より 他

45 イシハラホール(閉館）

１０月 ３０日 14 00

大阪

小林苳子ヴァイオリン・リサイタル

小林苳子vn 森正p

二重奏

vn. P

●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン・ソナタop.2-2●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》
●ドヴォルザーク・・・4つのロマンティックな小品/スラヴ舞曲第10番（クライスラー編）

46 イシハラホール(閉館）

１１月

６日 17 00

大阪

俣野修子ｐ 室内楽シリーズ・楽興の時《第３回 BRAHMS》

ギオルデ・バブアゼｖｎ 上村昇ｖｃ 俣野修子ｐ

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》 ／チェロ・ソナタ第１番／ピアノ三重奏曲第１番

９月 １９日 14 00

大阪

赤ちゃんもいっしょ♪《親と子のコンサート》

大阪交響楽団メンバーによる弦楽四重奏
〔井上夕子ｖｎ 水村良子ｖｎ 坂口雅秀ｖa 荒木雅美ｖｃ〕
阪口敦子ｐ 山本かずみ(司会)

五重奏

vn2、ｖa、ｖｃ、ｐ

●アイネ・クライネ・ナハトムジーク第１楽章／花のワルツ／アンパンマンのマーチ 他

48 いずみホール

１月 １４日 19 00

大阪

ジョゼフ・アレッシ トロンボーン・リサイタル

ジョゼフ・アレッシtb 長尾洋史p

tb、ｐ

●ロパルツ・・・演奏会用小品●ギルマン・・・交響的小品●ボザ・・・バラード
●セロツキ・・・ソナチネ●ブライアー・・・エア・ヴァリエ 他

49 いずみホール

１月 ２７日 19 00

大阪

ストラディバリウス＆デル・ジェス チャリティコンサート２０１１
《２つの１７３６年製ヴァイオリン「ムンツ」》

ストラディバリウスvn デル・ジェスvn 渡辺玲子 有希・マヌエラ・ヤンケ（以上ｖｎ） 江口玲ｐ

三重奏

ｖｎ3、ｐ

●ルクレール・・・２つのヴァイオリンのためのソナタ第２番●サン＝サーンス・・・序奏とロンド・カプリチオーソ
●ワックスマン・・・カルメン幻想曲●サラ＝サーテ・・・ヴァイオリン二重奏曲《ナバラ》

50 いずみホール

２月

５日 13 30

大阪

天満敦子ヴァイオリンコンサート

天満敦子vn 酒井愛可p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●J.S.バッハ・・・アダージョ/シャコンヌ●マスネ・・・タイスの瞑想曲
●シューベルト・・・アヴェ・マリア●ポルムベスク・・・望郷のバラード 他

51 いずみホール

２月

６日 14 00

大阪

舘野泉ピアノ・リサイタル

舘野泉p ヤンネ舘野ｖｎ 舘野英司vc 溝入敬三ｃｂ
野口龍ｆｌ 浜中浩一ｃｌ 北村源三ｔｐ 菅原淳perc

八重奏

vn、ｖｃ、ｃｂ、ｆｌ、ｃｌ、ｔｐ
ｐerc、p

●間宮芳生・・・風のしるしーオッフェルトリウム
●末吉保雄・・・アイヌ断章～左手ピアノ、フルート、コントラバス、打楽器のために
●coba・・・記憶樹●吉松隆・・・組曲《優しき玩具たち》～左手ピアノ、クラリネット、トランペット、ヴァイオリン、チェロのために

52 いずみホール

３月

９日 19 00

大阪

国立リヨン・コンセルヴァトワール教授
フィリップ・ベルノルド フルート・リサイタル２０１１

フィリップ・ベルノルドfl アリアンヌ・ヤコブp

二重奏・外

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/2つの歌曲
●T.ベーム・・・シューベルトの主題による幻想曲●マルタン・・・フルートとピアノのためのバラード
●マントヴァーニ・・・アペルデール●プロコフィエフ・・・フルート・ソナタ

53 いずみホール

３月 １１日 19 00

大阪

Ｉｚｕｍｉ Ｈａｌｌ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ミュージック・サプリ Vol.６

いちむじん〔宇高靖人＆山下俊輔（ｇデュオ） 〕

二重奏

ｇ２

不詳

54 いずみホール

３月 １２日 18 30

大阪

大阪アーティスト協会設立２５周年記念 Duo Festival ２０１１

澤近真紀＆堀田淳子 辰玲奈＆堀茜 前田峰子＆田村映子
加納くみ子＆髙崎裕（以上ｐデュオ） 菊本恭子ｖｎ
一ノ瀬夏美 中川美穂（以上ｐ） 近藤浩志ｖｃ

二重奏

pデュオ、vn、vc、ｐ

●アレンスキー・・・組曲第１番●インファンテ・・・アンダルシア舞曲
●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●サン＝サーンス・・・ポロネーズ
●ラフマニノフ・・・組曲第２番より●ショパン・・・チェロ・ソナタ

55 いずみホール

３月 ２８日 11 30

大阪

いずみホール ランチタイム・コンサートVol.７５
《東洋と西洋のコラボレーション「KOBUDOー古武道ー」》

KOBUDO- 古武道-〔古川展生ｖｃ 妹尾武ｐ 藤原道山（尺八）〕
日下部吉彦（企画＆構成＆お話）

アラカルト

ｖc、ｐ、尺八

●妹尾武・・・翼（ＴＢＳテレビ《NEWS２３》オープニングテーマ）
●三代杵屋正次郎（藤原道山編）・・・《元禄花見踊》より「百花繚乱」
●プッチーニ(KOBUDO編)・・・Intermezzo(歌劇《マノン・レスコー》より)
● ラフマニノフ（KOBUDO編）・・・Adagio Sostenuto(ピアノ協奏曲第２番第２楽章)
●古川展生・・・TANGO-J 他

56 いずみホール

４月

９日 13 30

大阪

レッド・プリースト～Japan Tour ２０１１Red Hot Baroque

レッド・プリースト〔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 デイヴィッド・ライトcemb〕

四重奏・外

ｂｆｌ、vn、vc、cemb

●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲集《四季》●J.S.バッハ・・・トッカータとフーガニ短調
●テレマン・・・トリオ・ソナタ●アルビノーニ・・・アダージョト短調●ヘンデル・・・歌劇《セルセ》より「オン・ブラ・マイ・フ」他

57 いずみホール

４月 ２９日 14 00

大阪

村治佳織ｇ＆村治奏一ｇデュオリサイタル

村治佳織ｇ 村治奏一ｇ

二重奏

ｇ２

●ソル・・・２人の友●グラナドス・・・オリエンタル
●ファリャ・・・バレエ音楽《三角帽子》より「粉屋の踊り」/歌劇《はかなき人生》より「スペイン舞曲第１番」
●ピアソラ・・・タンゴ組曲 他

58 いずみホール

５月 ２５日 14 00

大阪

第７回大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ披露演奏会（第１部）

カリヨン、アンサンブル・ミクスト、ウェールズ弦楽四重奏団、シューマン・クァルテット、
イン・メディアス金管五重奏団、ネポムク・クインテット

四重奏

vn2,va,vc,ｔｐ２、ｈｒｎ、ｔb２

●リゲティ・・・六つのバガテル●カプア・・・オー・ソレ・ミオ●ヴィラ＝ロボス・・・ショーロ形式の五重奏
●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第２番ト長調op.18-2●ルトスワフスキー・・・小組曲●ボザ・・・ソナチネ
●ドヴォルザーク・・・スラブ舞曲第１５番ハ長調●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲イ長調Ｄ．６６７第３，４楽章
●モンティ・・・チャルダーシュ

59 いずみホール

５月 ２５日 19 00

大阪

第７回大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ披露演奏会（第２部）

トリオ「国境なきクラシック」、モーフィン・クァルテット、アタッカ・クァルテット

四重奏

vn2,va,vc,p,、ドムラ２

●メンデルスゾーン・・・交響曲第４番イ長調op90●パガニーニ・・・ヴェネツィアの謝肉祭op.10
●シュトニケ・・・コンチェルト・グロッソ第１番よりロンド●チャイコフスキー・・・イタリア奇想曲●ゴロドフスカヤ・・・カリンカｘ
●野平一郎・・・サクソフォン四重奏曲●ハイドン・・・四重奏曲へ短調op20●メンデルスゾーン・・・弦楽四重奏曲第４番ホ短調op22-2

60 いずみホール

７月

５日 19 00

大阪

室内楽の悦び～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ｖｎ カジミール・コシュラーチュｖｃ
京極輝子 堺多恵 李家和馬(以上ｐ) 他

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ３

●ヴィエニャフスキ・・・《ファウスト》の主題による幻想曲●ラロ・・・ピアノ三重奏曲第３番
●ショパン・・・アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

61 いずみホール

７月 ２２日 18 30

大阪

TSUKEMEN LIVE ２０１１

TSUKEMEN〔TAIRIKU KENTA(以上ｖｎ)SUGURU（ｐ）〕

三重奏

ｖｎ２、ｐ

●C.コリア(長生淳編）・・・スペイン●植松伸夫(長生淳編）・・・《ファイナルファンタジーⅦ》より「闘う者達」
●ジマー（渡辺俊幸編）・・・パイレーツ・オブ・カリビアン 他

62 いずみホール

８月 ３０日 19 00

大阪

室内楽の悦び ソフィアトリオを迎えて

ソフィアトリオ〔パヴェル・ズラタロフｖｎ ミリエラ・ズラタロヴァｖa
エレナ・ジャコヴァｖｃ〕

三重奏・外

ｖｎ、ｖa、ｖｃ

不詳

63 いずみホール

９月 ２８日 19 00

大阪

Ｍｕｓｉｃ Ｓｔａｇｅ４ エマニュエル・パユfl
《華麗なるオペラ・ファンタジー》

河原忠之p

二重奏・外

fl、p

●クラカンプ＆ブリッチャルディ・・・ヴェルディの歌劇《椿姫》による幻想曲
●ライヒャルト・・・ファンタジー・メランコリック●タファネル・・・ウェーバーの歌劇《魔弾の射手》による幻想曲
●ドップラー・・・ハンガリー田園幻想曲●ビゼー・・・歌劇《カルメン》より第３幕への間奏曲 他

47

和泉シティプラザ
３階レセプションホール

二重奏・外

64 いずみホール

１０月

９日 15 00

大阪

加古隆クァルテット２０１１

〔加古隆ｐ 相川麻里子ｖｎ 番場かおりｖａ 植木昭雄ｖｃ〕

四重奏

ｐ、vn、ｖa、ｖｃ

不詳

65 いずみホール

１０月 １２日 19 00

大阪

ハイブリッド・トロンボーン四重奏団リサイタル

ハイブリッド・トロンボーン四重奏団

四重奏

tb4

●ハイドン・・・オラトリオ《天地創造》より●ロイケアー・・・ニールセンの主題による変奏曲 他

66 いずみホール

１０月 １７日 11 30

大阪

いずみホール ランチタイム・コンサートVol.７７
《オーボエのプリンス古部賢一ob
ふるさと大阪で演奏活動２０周年コンサート≫

古部賢一ob 中野振一郎cemb 中島慎子ｖｎ
大江のぞみｖa 内田佳宏ｖｃ 日下部吉彦(お話)

四重奏

ob、 cemb、ｖｎ、va、vc

●テレマン・・・《忠実な音楽の師》より「オーボエ・ソナタ」●J.S.バッハ・・・ソナタＢＷＶ１０２０
●ブリテン・・・幻想曲●モーツァルト・・・オーボエ四重奏曲

67 いずみホール

１１月

大阪

NAOTO(VN) Classical Concert 20１１

啼鵬(バンドネオン他) 清塚信也ｐ NAOTO Strings

バンドネオン
p

不詳

６日 13 00

アラカルト

68 いずみホール

１１月

７日 19 00

大阪

宮田大チェロ・リサイタル

宮田大vc 柳谷良輔p

二重奏

vc、ｐ

●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ●ポッパー・・・ハンガリー狂詩曲op.68
●ラフマニノフ・・・ヴォカリーズ●Ｒ．シュトラウス・・・チェロ・ソナタ

69 いずみホール

１１月 １１日 19 00

大阪

第２回 日韓若い絆のクラシック in Ｏｓａｋａ

萩原麻末ｐ ヤン・インモｖｎ

二重奏

ｐ、vn

不詳

70 いずみホール

１１月 ２１日 19 00

大阪

ヤマハXeno20周年記念コンサート

秋月孝之 菊本和昭 白水大介 徳田知希 早坂宏明
ハラルド・ナエス 松田貴之（以上ｔｐ） 佐竹裕介ｐ

八重奏

ｔｐ７、ｐ

●マスカーニ・・・カヴァレリア・ルスティカーナ●プレスティ・・・５本のトランペットのための組曲
●エワイゼン・・・セレモニーのためのバラード●酒井格・・・委嘱作品

71 いずみホール

１１月 ２２日 19 00

大阪

グランプリ・コンサート２０１１《アタッカ・クァルテット》

〔エイミー・シュローダーｖｎ 徳永慶子ｖｎ
ルーク・フレミングｖa アンドリュー・イーｖｃ〕

四重奏・外

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ

●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第２１番●バーバー・・・弦楽四重奏曲第１番●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１５番

72 伊丹アイフォニックホール

１１月

３日 19 00

大阪

アイフォニック・セレクションVol.２
《村治佳織ｇ＆リチャード・ヨンジェ・オニールｖaデュオ・リサイタル》

村治佳織ｇ リチャード・ヨンジェ・オニールｖa

二重奏

g、ｖa

不詳

73 逸翁美術館・マグノリアホール

１０月 １０日 13 00

大阪

マグノリア サロンコンサート

ギオルギ・バブアゼｖｎ 村田睦美ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３５番●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

74 ウェスティ(西文化会館)

１０月 ２９日 13 00

京都

第３回堺古楽コンサート タブラトゥーラ・コンサート

倉橋昌之（講師） 講演《堺の祭り》 レセルカーダ（１６世紀スペイン）
つのだたかし 田崎瑞博 江崎浩司 山崎まさし 他

75 宇治教会

１２月 １１日 15 00

京都

宇治教会クリスマスコンサート《トリオ・ミンストレル》

木野雅之ｖｎ 小川剛一郎ｖｃ 北住淳ｐ

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●リスト・・・ペストの謝肉祭 他

76 宇治市文化センター(小)

１０月 ２９日 18 00

京都

髙木知寿子プロデュース
外来アーティストとの共演シリーズVol.１
《ザルツブルガー・ゾリステンとの室内楽の夕べ》

東由美 井実悦子 高橋周子 平木雅美（以上ｐ）
ザルツブルガー・ゾリステン〔ルッツ・レスコヴィッツ ミンジュン・カン
エレーナ・イエサンコーヴァ（以上ｖｎ） ウラディミール・メンデルスゾーンｖa
ウーヴェ・ヒルト＝シュミットｖｃ〕

五重奏

ｐ４、ｖｎ３、ｖa、vc

●ラフマニノフ・・・ピアノ三重奏曲第１番《悲しみの三重奏曲》●ショスタコーヴィチ・・・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●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

77 大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス

１月 １６日 14 00

大阪

ザ・カレッジ・オペラハウス第２５回推薦コンサート２０１０

辻田結城彦va 高瀬恵理也ｖｃ 松村則子ｐ 他

四重奏

va、vc2、ｐ

●チャイコフスキー・・・ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》●ブラームス・・・ピアノ四重奏曲第１番

78 大阪倶楽部4階ホール

１月 １４日 19 00

大阪

ウジェーヌ・イザイへの憧憬
～近代フランス＆ベルギーヴァイオリン作品の神髄(第１日)

高木和弘ｖｎ、佐藤勝重ｐ

二重奏

ｖn、ｐ

●サン=サーンス(イザイ編)・・・ワルツ形式の奇想曲●フォーレ・・・子守歌/モルソー・ドゥ・レクチュール/ロマンス/アンダンテ
●ショーソン・・・詩曲● フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

79 大阪倶楽部4階ホール

１月 １５日 16 00

大阪

ウジェーヌ・イザイへの憧憬
～近代フランス＆ベルギーヴァイオリン作品の神髄(第２日)

高木和弘ｖｎ、佐藤勝重ｐ

二重奏

vn、ｐ

●イザイ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第６番/悲劇的な詩●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタ(遺作)/ツィガーヌ
●ルクー・・・ヴァイオリン・ソナタト長調

80 大阪倶楽部4階ホール

２月

９日 19 00

大阪

ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．５４
《４１５→４４２scordature～チェロの進化論》

齋藤千尋ｖｃ 小林幸子ｖｎ

二重奏

ｖｃ、ｖｎ

●テレマン・・・幻想曲第９、１０番●ダラバッコ・・・カプリース第１、２、５、８，９、１１番
●デュティユー・・・ザッハーの名による３つの詩節● クルターク・・・サイン●コダーイ・・・二重奏曲op.７

81 大阪倶楽部4階ホール

４月 ２５日 19 00

大阪

ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．５５
《プロコフィエフ!プロコフィエフ!!プロコフィエフ!!!
相曽賢一朗ｖｎ＆野村幸代ｐプロコフィエフ・プロジェクト》

相曽賢一朗ｖｎ 野村幸代ｐ

二重奏

vn、ｐ

●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１、２番/無伴奏ヴァイオリン・ソナタ/《束の間の幻影》より

82 大阪倶楽部4階ホール

７月

４日 19 00

大阪

ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．５８
《名建築に響く“エステ荘の噴水” 》

久合田緑ｖｎ 阿部裕之ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●リスト・・・巡礼の年第２年《イタリア》より「ダンテを読んで」、第３年より「アンジェルス」「エステ荘の噴水」
●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●サン＝サーンス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

83 大阪倶楽部4階ホール

８月

４日 19 00

大阪

ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series at Ｏｓａｋａ Club No.５９
《トリオ・ダンシュ・デ・コロン》

トリオ・ダンシュ・デ・コロン
〔吉田智春ob アンディ・マイルスｃｌ 水間博明ｆｇ〕
右近恭子ｐ

四重奏

ob、cl、ｆｇ、ｐ

●プーランク・・・ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲●J.S.バッハ・・・シンフォニア第１、４，８番
●ブルグミュラー(水間博明編)・・・《２５の練習曲op.１００》より●ガーシュウィン・・・I Got Fascinatin' Rhythm 他

84 大阪倶楽部4階ホール

８月 １１日 19 00

大阪

第４２５回テレマン・マンスリーコンサート
～室内楽のベートーヴェン

高田泰治(フォルテｐ) 浅井咲乃ｖｎ 曽田健ｖｃ 他

三重奏

フォルテｐ、ｖｎ、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》／ピアノ三重奏曲Biamonti４２５（原曲：交響曲第２番） 他

85 大阪倶楽部４階ホール

１０月 ３１日 19 00

大阪

ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６０
《パノハ弦楽四重奏団 》

パノハ弦楽四重奏団

四重奏

vn2、va、ｖｃ

●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏のための《糸杉》より●シューベルト…弦楽四重奏曲第１３番《ロザムンデ》
●スメタナ・・・弦楽四重奏曲第１番《わが生涯より》

●講演《堺の祭り》●レセルカーダ（１６世紀スペイン）●つのだたかし・・・新しい自転車
●田崎瑞博・・・タルタリア●江崎浩司・・・チャンバラ●山崎まさし・・・コンパス 他

アラカルト

86 大阪市役所玄関ホール

４月

５日 12 20

大阪

大阪市音楽団おでかけコンサート２０１１
～親子で楽しもう！《シティホールコンサート》

大阪市音楽団木管五重奏

五重奏

ｆｌ、ob、cl、ｈｒｎ、ｆｇ

不詳

87 大阪市役所玄関ホール

４月 １２日 12 20

大阪

大阪市音楽団おでかけコンサート２０１１
～親子で楽しもう！《シティホールコンサート》

大阪市音楽団ホルン四重奏

四重奏

hrn4

不詳

88 音楽空間ネイヴ

１月 １５日 14 00

京都

森下幸路ヴァイオリン・リサイタル
《森下幸路１０年シリーズ＋第１４回～ドイツのうた》

森下幸路vn 川畑陽子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番●ベートーヴェン・・・ゲーテによる３つの歌/ヴァイオリン・ソナタ第８番
●Ｒ．シュトラウス・・・《３つの歌op.29》より「赤いばら」「たそがれの夢」
●ブラームス・・・サッフォー頌歌/ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

５日 14 00

兵庫

ヴァイオリンコンサート～アナスタシア

アナスタシア・チェボタリョーワvn 原田英代p

二重奏・外

ｖｎ、ｐ

●エルガー・・・愛の挨拶●バッジーニ・・・妖精の踊り●ロシア民謡《あなたに会ったことがある》《黒い瞳》
●サラサーテ・・・愛の挨拶●チャイコフスキー・・・バレエ音楽《くるみ割り人形》より 他

３月 ２１日 15 00

奈良

マドンナの舞踏会
《仲道郁代ｐ＆川井郁子ｖｎピアノ・デュオコンサート》

仲道郁代ｐ 川井郁子ｖｎ

二重奏

ｐ、ｖｎ

●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第３番より「ガヴォット」●ショパン・・・バラード第１番
●モンティ・・・チャールダーシュ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》 他

89

加古川ウェルネスパーク
アラベスクホール

90 橿原市立かしはら万葉ホール

１１月

91 カトリック奈良教会

９月 １６日 19 00

奈良

東日本大震災チャリティーコンサート～バロック音楽の輝き

中村洋彦ｂｆｌ 頼田麗gamb 高田富美org

三重奏

ｂｆｌ、gamb、org

●J.S.バッハ・・・６つのコラール集(シュブラー・コラール集)●ヘンデル・・・リコーダー・ソナタへ長調
●テレマン・・・トリオ・ソナタハ長調 他

92 カルチャーサロンアトリエミック

１２月

４日 14 00

兵庫

古楽の贈り物
～バロックリコーダーとリュートによるヘンデルソナタ集

水越美鈴ｂｆｌ 佐野健二lute

二重奏

ｂｆｌ、lute

●ヘンデル・・・ソナタヘ長調、イ短調 他

93 京都駅前広場

１１月

１日 13 00

京都

第２６回国民文化祭京都２０１１
ウェルカムステージin京都駅～ハープでウェルカム

山根ひろみｈｐ 谷敏子ｆｌ 津舟里英子ｐ

三重奏

ｈｐ、ｆｌ、ｐ

●ロドリーゴ（尾崎編）・・・フルート、パラグアイハープ、２台のグランドハープによる《アランフェス協奏曲》第２楽章
●グラナドス（尾崎編）・・・２台のハープよる《オリエンタル》《アンダルーサ》 他

94 京都会館第２ホール

７月 １６日 15 00

京都

髙木知寿子ワルシャワピアノトリオコンサート

〔髙木知寿子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〕

三重奏

ｐ、ｖｎ、ｖｃ

●チャイコフスキー・・・花のワルツ●エルガー・・・愛の挨拶●日本唱歌《もみじ》
●ラフマニノフ・・・ヴォカリーズ●J.S.バッハ・・・主よ、人の望みの喜びよ 他

95 京都コンサートホール

３月

４日 19 00

京都

チェコ・フィル ストリングカルテット
《これが聴きたいアンコール“超名曲”ベスト２０！》

チェコ・フィル弦楽四重奏団
〔ペトゥル・ノヴォビルスキーｖｎ フランティシェク・バールティークｖｎ
ヤン・シモンｖa ヨゼフ・シュパチェクｖｃ〕

四重奏・外

ｖｎ２、ｖa,vc

●パッヘルベル・・・カノン●シューベルト・・・アヴェ・マリア●シューマン・・・トロイメライ
●サン＝サーンス・・・白鳥●エルガー・・・愛の挨拶●ハチャトゥリアン・・・剣の舞 他

96 京都コンサートホール

４月

２日 14 00

京都

京都新聞トマト倶楽部
親子のためのクラシックコンサート《音楽の絵本》

ズーラシアンブラス＆弦うさぎ

アラカルト

vn2、va、ｖｃ

●７６本のトロンボーン/マドリガル/いつか王子様が/魔女の宅急便
美しく青きドナウ/おもちゃのメドレー/一週間の歌/雷鳴と稲妻 他

97 京都コンサートホール

５月

７日 17 00

京都

葉加瀬太郎vn クラシックシアター

葉加瀬太郎vn 他

六重奏

vn、ｐ

● [第１部]ヴァイオリンとピアノによるブラームスのソナタ中心
[第２部]ピアノ＋ストリングスクインテットを加えての葉加瀬太郎のクラシカルな世界

98 京都コンサートホール

１０月 １５日 14 00

京都

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

千住真理子vn 丸山滋p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●J.S.バッハ・・・Ｇ線上のアリア（グノー編）/アヴェ・マリア（グノー編）●カッチーニ・・・アヴェ・マリア
●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●ラヴェル・・・亡き王女のためのパヴァーヌ
●ドビュッシー・・・月の光●モンティ・・・チャールダーシュ 他

99 京都コンサートホール

１２月

１日 18 45

京都

横山幸雄ｐ ２０周年記念コンサート

矢部達哉ｖｎ 鈴木学ｖa 山本裕康ｖｃ 横山幸雄ｐ

四重奏

ｐ、ｖｎ、ｖａ、ｖｃ

●横山幸雄・・・ヴァイオリン・ソナタ●ブラームス・・・ピアノ四重奏曲第１番 他

100 京都コンサートホール（小）

２月 １１日 14 00

京都

三浦友理枝ｐ＆遠藤真理ｖｃデュオ・リサイタル～ミューズの午後

三浦友里枝ｐ 遠藤真理ｖｃ

二重奏

ｐ、vc

●ドビュッシー・・・月の光●佐藤直紀・・・龍馬伝紀行Ⅲ●プーランク・・・チェロ・ソナタ 他

101 京都コンサートホール（小）

２月 ２７日 14 00

京都

京都市交響楽団奏者
岡本哲ｔｂ＆菊本和昭ｔｐデュオ・リサイタル

岡本哲ｔｂ 菊本和昭tp 佐竹裕介ｐ

三重奏

ｔｂ、ｔｐ、ｐ

●ダヴィッド・・・トロンボーン協奏曲●ハイドン・・・トランペット協奏曲
●クーツィール・・・大三重奏曲●プログ・・・小協奏曲 他

102 京都コンサートホール(小）

３月 １１日 19 00

京都

辻本玲デビュー・チェロ・リサイタル

辻本玲vc 有森直樹p

二重奏

ｖc、ｐ

●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
●エルガー・・・愛の挨拶●クライスラー・・・愛の喜び●ラフマニノフ・・・チェロ・ソナタ 他

103 京都コンサートホール（小）

４月 １３日 19 00

京都

モザイク・クアルテット

〔エーリッヒ・へーバルトｖｎ アンドレア・ビショップｖｎ
アニタ・ミッテラーｖa クリストフ・コワンｖｃ〕

ｖｎ２、ｖa、vc

●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１５番、１７番《狩》、１９番《不協和音》

104 京都コンサートホール（小）

５月 ２１日 18 00

京都

安永徹ｖｎ・市野あゆみｐデュオ・コンサート

安永徹ｖｎ 市野あゆみｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３６番●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番
●エルガー・・・夜の歌/朝の歌 他

105 京都コンサートホール(小）

６月

２日 19 00

京都

石井啓一郎ヴァイオリン・リサイタル

石井啓一郎vn 石井啓子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●エルガー・・・朝の歌●ベートーヴェン・・・ヴァイオリ・ソナタ第６番●外山雄三・・・七つの山口民謡
●エネスコ・・・ルーマニア地方の歌●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

106 京都コンサートホール（小）

６月 １６日 19 00

京都

河合隼雄Presents《室内楽のひととき》

竹澤恭子ｖｎ 豊嶋泰嗣ｖa 堤剛ｖｃ

三重奏

vn、ｖa、vc

●ドホナーニ・・・弦楽三重奏のためのセレナード●モーツァルト・・・二重奏曲K.４２４
●ヘンデル(ハルヴォルセン編)・・・パッサカリア●ベートーヴェン・・・２つのオブリガード眼鏡付の二重奏曲
●フランセ・・・弦楽三重奏曲

107 京都コンサートホール（小）

６月 １８日 14 00

京都

大萩康司＆松尾俊介ギター・デュオリサイタル

大萩康司 松尾俊介（以上ｇ）

二重奏

ｇ２

●カルッリ・・・対話風二重奏曲第２番 アルベニス組曲《イベリア》より「エヴォカシオン」/
《旅の思い出》より「入江のざわめき～マラゲーニャ」/ 組曲《スペインの歌》より「椰子の木陰で」
●ブローウェル・・・トリプティコ ●サイ・・・リキアの王女●アサド・・・３つのブラジルの風景
●藤井眞吾・・・ラプソディー・ジャパン 他

108 京都コンサートホール（小）

６月 ３０日 19 00

京都

室内楽の夕べ～関西の名手たちによるアンサンブルの妙技

ギオルギ・バブアゼｖｎ 梅原ひまりｖｎ 山本由美子ｖa 林裕ｖｃ 田隈靖子ｐ

五重奏

ｖｎ２、va、vc、ｐ

●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１４番《死と乙女》●マーラー・・・ピアノ四重奏曲断章
●ショスタコーヴィチ・・・ピアノ五重奏曲

109 京都コンサートホール(小)

９月 １７日 12 30

京都

音楽と戯れる集い２０１１

四重奏

vn2、va、vc

●フォーレ・・・ピアノ三重奏曲●J.S.バッハ・・・《無伴奏チェロ組曲第３番≫より「前奏曲」
●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏曲第１２番《アメリカ》 他

110 京都コンサートホール(小)

９月 ２２日 19 00

京都

第１５回 京都の秋 音楽祭 《ドビュッシー弦楽四重奏団》

〔クリストフ・コレットｖｎ ドリアン・ラモットｖｎ
ヴァンサン・デュプレクｖa アランド・ブル二エｖｃ〕

四重奏

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ

●モーツァルト・・・ディヴェルティメントK.１３８／弦楽四重奏曲第１２番／レクイエム(弦楽四重奏版、リヒテンタール編） 他

111 京都コンサートホール(小)

１０月 ２５日 19 00

京都

第１５回 京都の秋 音楽祭
《オーボエ・ジャンクション
～Ｔ.インデアミューレ×ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・オーボイスト》

トーマス・インデアミューレ 高山郁子 高島美紀 土井恵美
フロラン・シャレール 徳山奈美 加納律子 佛田明希子（以上ob）
岡純子ｐ

八重奏

ob８、ｐ

●C.P.E.バッハ・・・オーボエと通奏低音のためのソナタWq.１３５●バウニング・・・オーボエ八重奏曲
●テレマン・・・協奏曲変ロ長調 他

112 京都コンサートホール(小)

１０月 ３１日 19 00

京都

黄原直美ｐ＆林真紀子ｐ
with ザルツブルガー・ゾリステンvn 室内楽コンサート

黄原直美ｐ 林真紀子ｐザルツブルガー・ゾリステンvn

五重奏

p2、ｖｎ 他

●モーツァルト・・・セレナード第１３番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》●エルガー・・・・愛の挨拶
●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第４番／ピアノ五重奏曲●ドヴォルザーク・・・ピアノ五重奏曲第２番

113 京都コンサートホール(小)

１１月

京都

エベーヌ弦楽四重奏団

〔ピエール・コロンブｖｎ ガブリエル・ル・マガデュールｖｎ
マチュー・ヘルツォクｖa ラファエル・メルランｖｃ〕

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ

●ドビュッシー・・・弦楽四重奏曲●ブラームス・・・弦楽四重奏曲第２番●B.メルドー・・・報われぬ思い
●ピアソラ・・・リベルタンゴ●M. デイヴィス・・・オール・ブルース＆ソー・ホワット 他

３日 17 00

四重奏・外

四重奏・外

114 京都コンサートホール(小)

１１月 １５日 19 00

京都

第１５回京都の秋 音楽祭
《タブラトゥーラ 変幻自在の古楽器バンド～心躍る世界》

タブラトゥーラ

アラカルト

115 京都コンサートホール（小）

１２月

１日 19 00

京都

ダニエル・ゲーデ ヴァイオリン・リサイタル

大須賀恵理p ダニエル・ゲーデvn

二重奏・外

116 京都コンサートホール(小)

１２月

２日 19 00

京都

河合隼雄Presents 文化創造主義《第１１回 室内楽のひととき》

豊嶋泰嗣 矢部達哉（以上ｖｎ） 篠﨑友美 川本嘉子（以上ｖa）
上村昇 辻本玲（以上ｖｃ）

117 京都コンサートホール(小)

１２月

４日 14 00

京都

ミート・ザ・アンサンブル２０１１～１０ｔｈ Anniversary

118 京都コンサートホール(小)

１２月

８日 11 00

京都

119 京都コンサートホール(小)

１２月

８日 14 00

●つのだたかし・・・新しい自転車●中世ルネサンスの舞曲《レセルカーダ》 他

ｖｎ、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ変ロ長調 他

六重奏

ｖn２、ｖa２、vc２

●モーツァルト・・・ディヴェルティメントＫ.５６３●ブラームス・・・弦楽六重奏曲第１番

ブラスアンサンブルL.J.C 京都黒笛音楽隊
プレインブラスクィンテット

五重奏

tp2、tub、tb、hrn

●エワルド・・・金管五重奏曲第１番 他

京都コンサートホール
田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト”
～ステキな曲とチョットいいお話第７回
《メリークリスマス！～ヴァイオリンが奏でる音楽の捧げもの》

中村公俊ｖｎ 小石みなみｐ 田隅靖子（お話）

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クライスラー・・・前奏曲とアレグロ●パガニーニ・・・カンタービレ
●シューベルト（ウィルヘルミ編）・・・アヴェ・マリア●J.S.バッハ・・・シャコンヌ 他

京都

京都コンサートホール
田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト”
～ステキな曲とチョットいいお話第７回
《メリークリスマス！～ヴァイオリンが奏でる音楽の捧げもの》

中村公俊ｖｎ 小石みなみｐ 田隅靖子（お話）

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クライスラー・・・前奏曲とアレグロ●パガニーニ・・・カンタービレ
●シューベルト（ウィルヘルミ編）・・・アヴェ・マリア●J.S.バッハ・・・シャコンヌ 他

120

京都市生涯学習センター
アスニ―ホール

１月 ２２日 14 00

京都

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 ニューイヤーコンサート》

〔田村安祐美 片山千津子（以上ｖｎ） 高村明代ｖa 渡邉正和ｖｃ
神吉正ｃｂ 鈴木祐子ｃｌ 仙崎和男ｆｇ 小椋順二ｈｒｎ〕

八重奏

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ、ｃｂ、
ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●ドヴォルザーク（Ｗ－Ｇ.シェーファー編）・・・チェコ組曲
●J.シュトラウスⅡ・・・ワルツ《春の声》 《美しく青きドナウ》／トリッチ・トラッチ・ポルカ
●J.シュトラウスⅡ＆ヨゼフ・ストラウス・・・ピツィカート・ポルカ

121

京都市生涯学習センター
アスニ―ホール

２月

５日 14 00

京都

京都市交響楽団ブラスアンサンブル

〔早坂宏明 菊本和昭(以上ｔｐ) 澤嶋秀昌ｈｒｎ 岡本哲ｔｂ 武貞茂夫ｔuｂ〕

五重奏

tp2、hｒm、tb、tub

●ヘンデル・・・水上の音楽●エワルド・・・金管五重奏曲●モーツァルト・・・アヴェ・ヴェルム・コルプス
●エルガー・・・愛の挨拶●すぎやまこういち・・・《ドラゴンクエスト》より

122

京都市生涯学習センター
アスニ―ホール

５月

７日 14 00

京都

ピアノとマリンバによるジョイントコンサート

武田早智ｐ 高橋摩紀marb

二重奏

p、marb

●ヴィヴァルディ・・・四季●モーツァルト・・・アイネ・クライネ・ナハトムジーク
●チャイコフスキー・・・くるみ割り人形●ホルスト・・・ジュピター●ドヴォルザーク・・・新世界より

123

京都市生涯学習センター
アスニ―ホール

６月

４日 14 00

京都

トリオ・クラシコ バロック音楽への誘い
～フルートゲストを迎えて

清水信貴ｆｌ トリオ・クラシコ〔呉山平煥ob 仙崎和男ｆｇ 綱島ゆうこｐ〕

四重奏

ｆｌ、ob、ｆｇ、p

●ヴィヴァルディ・・・協奏曲●バッハ・・・トリオ・ソナタ

124

京都市生涯学習センター
アスニ―ホール

８月

６日 14 00

京都

京都市交響楽団新旧首席奏者たちによる木管五重奏

呉山平煥ob、仙崎和男ｆｇ 清水信貴ｆｌ
垣本昌芳ｈｒｎ 鈴木祐子ｃｌ 西脇小百合ｐ

五重奏

ob、fg、fl、hrn、cl、p

●ロッシーニ・・・木管四重奏曲●グリンカ・・・悲愴三重奏曲 他

125 京都市立京都堀川音楽高等学校ホール

３月 ２６日 15 00

京都

梅原ひまりｖｎ 上野真ｐ デュオコンサート

梅原ひまりｖｎ 上野真ｐ

二重奏

vn、ｐ

●シューベルト・・・ロンドＤ．８９５●エネスコ・・・ヴァイオリンとピアノのための《幼き頃の印象》
●細川俊夫・・・エレジー（ヴァイオリンのため）（日本初演）●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

126 京都市呉竹文化センター

２月 ２４日 19 00

京都

宮本笑里 vn リサイタルツアー２０１１"for"

宮本笑里vn 浦壁信二p

二重奏

vn、p

●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン●エルガー・・・愛の挨拶●ポンセ・・・エストレリータ

127 京都府立府民ホールアルティ

３月 ３１日 18 30

京都

第２２回 京都フランス音楽アカデミー
アンサンブル・スペシャル・コンサート ２０１１

有森直樹p 他

五重奏

cl、ｐ、 vn、va、 vc

●ヴィヴァルディ・・・歌劇《オリュンピアス》シンフォニー/ヴァイオリン協奏曲《お気に入り》
●デュリュフレ・・・前奏曲、レチラティーヴォと変奏曲
●ベルリオーズ・・・歌曲集《夏の夜》より●サン＝サーンス・・・クラリネット・ソナタ/ピアノ五重奏曲 他

128 京都府立府民ホールアルティ

４月 １０日 15 00

京都

水野雅子ｐ＆大嶋義実ｆｌデュオ・リサイタル

水野雅子ｐ 大嶋義実ｆｌ

二重奏

ｐ、ｆｌ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》（ｆｌ＆ｐ）版）●トップラ―・・・ハンガリー田園幻想曲
●十川陽一・・・ソナチネ《春》●グリーグ・・・《抒情小曲集第３集》より「蝶々」「小鳥」「春に寄す」 他

129 京都府立府民ホールアルティ

６月 １８日 14 00

京都

チェコ・フィルハーモニー・ゾリステン

〔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・ポンジェリーチェクｖa フランティシェク・ホストｖｃ
イルジー・フデッツｃｂ〕 笠原純子ｐ

vn2、ｖa、vc、cb、ｐ

●パッヘルベル・・・カノン
●モーツァルト・・・セレナード第１３番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》/ ピアノ協奏曲第１２番（ｐ六重奏版）
●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》

130 京都府立府民ホールアルティ

７月 ２３日 15 00

京都

アルティ演奏家支援シリーズVol.5-2
《黒川侑ヴァイオリン・リサイタル》

黒川侑vn 北村朋幹p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第６番●山中惇史・・断続●ラヴェル・・ハバネラ/子守歌/ヴァイオリン・ソナタ 他

131 京都府立府民ホールアルティ

９月 １７日 14 30

京都

児玉桃ｐピアノ・ファンタジーVol.１
～フランスのトップチェリスト フランソワ・サルクを迎えて

児玉桃ｐ フランソワ・サルクvc

二重奏

ｐ、ｖｃ

●シューマン・・・民謡風の５つの小品●権代敦彦・・・３．１１突然未来を絶たれた子どもたちへの哀歌(委嘱世界初演）
●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ●ショパン・・・チェロ・ソナタ 他

132 京都府立府民ホールアルティ

９月 ２１日 19 00

京都

長岡京室内アンサンブルメンバーによる～室内楽の夕べ

長岡京室内アンサンブルメンバー＆JEUNESSE

六重奏

vn2,va2,vc2

●ブラームス・・・弦楽六重奏曲第１、２番

133 京都府立府民ホールアルティ

１０月 ２０日 19 00

京都

第１５回京都アルティ弦楽四重奏団

アルティ弦楽四重奏団〔豊嶋泰嗣ｖｎ 矢部達哉ｖｎ 川本嘉子ｖa 上村昇ｖｃ〕

四重奏

ｖn２、ｖa、ｖｃ

●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第７９番《ラルゴ》●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第５番
●チャイコフスキー・・・弦楽四重奏曲第１番

134 京都府立府民ホールアルティ

１１月 １３日 14 30

京都

１５th 午後の室内楽’１１ クララとロベルト
《井上まゆみピアノトリオ演奏会》

〔井上まゆみｐ、日比浩一ｖｎ 雨田一孝ｖa〕

三重奏

ｐ、ｖｎ、ｖa

●シューマン・・・幻想小曲集op.８８／ピアノ三重奏曲第３番●C.シューマン・・・ピアノ三重奏曲op.１７

135 京都府立府民ホールアルティ

１２月

１日 19 00

京都

山本裕樹ヴァイオリン・リサイタル

山本裕樹vn 西脇千花p

二重奏

vn、p

●イザイ・・・悲しい詩/無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》、６番
●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタ（遺作）●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ

136 京都府立府民ホールアルティ

１２月 ２５日 14 00

京都

Duo bel Sogno Violin Duo Concert

Duo bel Sogno〔中村公俊ｖｎ 中村仁美ｖｎ〕

二重奏

ｖｎ２

●ホフマイスター・・・二重奏曲ト長調
●フックス・・・２つのヴァイオリンのための２０の二重奏曲op.５５
●ハイドン・・・２つのヴァイオリンのための２０の二重奏曲op.９９－３
●チャイコフスキー(増田真結編）・・・バレエ組曲《くるみ割り人形》より

六重奏・外

137 京都文化博物館・別館ホール

１２月 ２０日 18 00

京都

長谷川彰子ｖｃ 田中絢子ｐ デュオリサイタル

長谷川彰子ｖｃ 田中絢子ｐ

二重奏

ｖｃ、ｐ

●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第２番●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第３番 他

138 神戸学院大学メモリアルホール

５月 ２１日 15 00

兵庫

平野玲音ｖｃ 村本麻里子ｐ《デュオの午後》

平野玲音ｖｃ 村本麻里子ｐ

二重奏

vc、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第３番●ダンツィ・・・モーツァルトの歌劇《ドン・ジョヴァンニ》の主題による変奏曲
●パラディス・・・シシリエンヌ フンメル・・・チェロ・ソナタ 他

139 神戸学院大学メモリアルホール

６月

４日 15 00

兵庫

佐久間聡一ｖｎ藤井快哉ｐデュオの午後

佐久間聡一ｖｎ 藤井快哉ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●タルティーニ・・・ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番
●ショーソン・・・詩曲●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第６番

１０月 ２２日 15 00

兵庫

長谷川陽子ｖｃ 風呂本佳苗ｐ《デュオの午後》

長谷川陽子ｖｃ 風呂本佳苗ｐ

二重奏

vc、p

●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ●フランク・・・チェロ・ソナタ●カサド・・・無伴奏チェロ組曲
●ファリャ・・・スペイン民謡組曲●ピアソラ・・・ル・グラン・タンゴ

３日 14 30

兵庫

リタ・ダルカンジェロ スプリング・フルート・リサイタル

リタ・ダルカンジェロfl 森田洋美p

二重奏・外

ｆｌ、ｐ

●ヴィドール・・・フルートとピアノのための組曲op.34●プロコフィエフ・・・フルート・ソナタ
●ジャシント・・・リタ・ダルカンジェロに捧げる《コンサートのためのカデンツ》●ドップラー・・・田園幻想曲
●バッジーニ・・・妖精の踊り●プリッチャルディ・・・ヴェニスの謝肉祭

１１月 ２８日 19 00

兵庫

驚異のブラス・アンサンブル！《ムノツィル・ブラス》

〔トーマス・ガンシュ ロベルト・ローター
ローマン・リンドベルガー（以上ｔｐ）
ゲアハルト・フュッスル レオンハルト・パウル ゾルタン・キス（以上ｔｂ）
ヴィルフリート・ブランドシュテッタ―tub〕

七重奏・外

ｔｐ3、tb3、tub

●映画《００７》シリーズより／映画《サイコ》メイン・テーマ
●ハチャトゥリアン・・・組曲《仮面舞踏会》より「ワルツ」
●ザヴィヌル・・・バードランド●ガンシュ…ジェラール・モナムール／ビック●パウル・・・カントリー・マッドネス 他

143 神戸新聞松方ホール

６月 ２５日 15 00

兵庫

フランティシェック・ノボトニーｖｎ＆伊藤ルミpデュオ２０１１

フランティシェック・ノボトニーｖｎ 伊藤ルミp

二重奏

ｖn、ｐ

●ブロッホ・・・組曲《バール・シェム》より「ニーグン」●シューベルト(ウィルヘルミ編)・・・アヴェ・マリアハ長調
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第７番●プロコフィエフ(ヤンケレヴィチ編）・・・バレエ組曲《ロメオとジュリエット》より
●R.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ

144 神戸新聞松方ホール

７月

２日 15 00

兵庫

ハンス・ペーター・シュー・ トランペット・リサイタル

ハンス・ペーター・シューtp 児島一江p

二重奏・外

tp、ｐ

●ピルス・・・ソナタ●リスト・・・超絶技巧練習曲第１１番《夕べの調べ》●タカーチ・・・ソナタ・ブリーブ
●ハイドン・・・トランペット協奏曲●モーツァルト・・・デュポールの主題による変奏曲●ヘンデル・・・組曲ニ長調

145 神戸新聞松方ホール

７月 １４日 19 00

兵庫

神戸灘ライオンズクラブ アクティヴィティコンサートNo.９３
《井上麻子sax×藤井快哉ｐデュオ・コンサート》

井上麻子sax 藤井快哉ｐ

二重奏

sax、p

●ピアソラ・・・タンゴの歴史●ガーシュウィン・・・３つの前奏曲
●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲●デザングロ・・・前奏曲、カデンツァと終曲 他

140 神戸学院大学メモリアルホール

141 神戸芸術センターショパンホール

142 神戸国際会館こくさいホール

４月

146 神戸新聞松方ホール

１０月

７日 19 00

兵庫

天満敦子ヴァイオリン・リサイタル２０１１

天満敦子vn 吉武雅子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ショーソン・・・詩曲●ホルスト・・・組曲《惑星》より「木星」●フォーレ・・・夢のあとに
●いずみたく・・・見上げてごらん夜の星を●ポルムベスク・・・望郷のバラード 他

147 神戸新聞松方ホール

１２月

６日 19 00

兵庫

藤原道山（尺八） ×シュトイデ＆仲間たち

〔フォルクハルト・シュトイデｖｎ ミハル・マチアシュチェックｖｎ
エルマー・ランダラーｖa ヴォルフガング・ヘルテルｖｃ〕 岡原慎也ｐ 藤原道山（尺八）

五重奏

尺八、ｖｎ２、ｖa、ｖｃ、ｐ

●ドヴォルザーク・・・ピアノ五重奏曲第２番●J.S.バッハ…管弦楽組曲第２番より
●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲●ダウランド・・・流れよわが涙●藤原道山・・・東風 他

148 神戸新聞松方ホール

１２月

８日 19 00

兵庫

三浦文彰ｖｎ＆児嶋一江ｐ デュオ・リサイタル

三浦文彰ｖｎ 児嶋一江ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●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２番
●Ｒ．シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ

149 神戸新聞松方ホール

１２月

９日 19 00

兵庫

ミハル・カニュカｖｃ＆伊藤ルミｐ スーパーデュオ

ミハル・カニュカｖｃ 伊藤ルミｐ

二重奏

ｖｃ、ｐ

●カッチーニ・・・アヴェ・マリア●ドヴォルザーク・・・スラブ舞曲第３番、８番《フリアント》
●マルティヌー・・・ロッシーニの主題による変奏曲●イトウユミ・・・《椰子の実》の主題による幻想曲（委嘱新作）
●ワーグナー（リスト編）・・・歌劇《タンホイザー》より「夕星の歌」 他

150 神戸文化ホール(小）

２月 １７日 19 00

兵庫

東京クヮルテットwithストラディヴァリウス
《阪神淡路大震災「１・１７希望の灯り」チャリティコンサート》

〔マーティン・ビーヴァ―ｖｎ 池田菊衛ｖｎ 磯村和英ｖa
クライヴ・グリーンスミスｖｃ〕

四重奏

vn２、va、vc

●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第６７番《ロプコヴィッツ》●バーバー・・・弦楽のためのアダージョ
●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１７番《狩》 他

151 神戸文化ホール（中）

９月 ２４日 15 00

兵庫

エマニュエル・パユ フルート・リサイタル

エマニュエル・パユfl 河原忠之p

二重奏・外

ｆｌ、ｐ

●クラカンプ＆ブリッチャルディ・・・ヴェルディの歌劇《椿姫》による幻想曲
●チャイコフスキー（ブラウンシュタイン編）・・・レンスキーのアリア（歌劇《エフゲニー・オネーギン》によるパラフレーズ）
●グルック・・・精霊の踊り●フォッブス・・・モーツァルトの歌劇《魔笛》による幻想曲●ボルヌ・・・カルメン幻想曲 他

１１月 ２８日 19 00

兵庫

ウィーン室内合奏団

〔ヨゼフ・ヘル アンドレアス・グロスバウアー（以上ｖｎ）
トバイアス・リーｖa タマーシュ・ヴァルガｖｃ
クリストル・ヴィンマーｃｂ ゲラルト＝アロイス・パッヒンガーｃｌ
リヒャルト・ゲラーｆｇ ヴォルフガング・トムベックｈｒｎ〕

八重奏・外

ｖｎ2、ｖa、ｖｃ、ｃｂ
ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●モーツァルト・・・ディヴェルティメント第７番●R.シュトラウス（ハーゼンエール編）・・・もう一人のティル・オイレンシュピーゲル
●スッペ・・・序曲《ウィーンの朝、昼、晩》●J.シュトラウスⅡ・・・ワルツ《春の声》
●ヨゼフ・シュトラウス・・・ポルカ・シュネル《スポーツ・》ポルカ 他

153 ザ・シンフォニーホール

２月 １１日 14 00

大阪

千住真理子vn スウィート・バレンタイン～トーク＆リサイタル

千住真理子vn 藤井一興p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ロマンス第２番●エルガー・・・愛の挨拶
●クライスラー・・・愛の悲しみ/愛の喜び●ロシア民謡《黒い瞳》 他

154 ザ・シンフォニーホール

２月 ２０日 14 00

大阪

大萩康司ギター・リサイタル

大萩康司g 江戸聖一郎fl

二重奏

g、 fl

●J.S. バッハ・・・組曲ホ短調(原曲：リュート組曲第１番）●タルレガ・・・アルハンブラの思い出
●武満徹・・・海へ●ピアソラ・・・タンゴの歴史 他

155 ザ・シンフォニーホール

２月 ２０日 14 00

大阪

ロシアン・ブラス
～サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー金管五重奏団

〔イーゴリ・シャラポフｔｐ アレクセイ・ベリャーエフｔｐ
イーゴリ・カールゾフｈｒｎ マキシム・イグナティエフｔｂ
ヴァレンティン・アヴァクーモフtub〕

五重奏・外

tp２、ｈｒｎ、ｔｂ、ｔub

●ムソルグスキー・・・交響詩《はげ山の一夜》●チャイコフスキー・・・バレエ音楽《くるみ割り人形》ハイライト
●モーツァルト・・・歌劇《フィガロの結婚》序曲●ビゼー・・・歌劇《カルメン》より「ハバネラ」
●ヴェルディ・・・歌劇《リゴレット》より「愛する美しきおとめよ」 他

156 ザ・シンフォニーホール

３月 １１日 19 00

大阪

プロジェクト３×３ Vol.1 《パク・ヘユン ヴァイオリン・リサイタル》

パク・ヘユンvn マリアンナ・シリニャンp

二重奏・外

vn、p

●べートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第７番●ワックスマン・・・カルメン幻想曲
●R.シュトラウス・・ヴァイオリン・ソナタ●ラヴェル・・・ツィガーヌ

157 ザ・シンフォニーホール

４月

９日 17 00

大阪

ギドン・クレーメルｖｎ トリオ・コンサート

ギドン・クレーメルｖｎ ギードレ・ディルヴァナウスカイテｖｃ カティア・ブニアティシヴィリｐ

三重奏・外

ｖｃ、ｐ、ｖｎ

●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２番より「シャコンヌ」
●ポリェーヴァ・・・ガルフ・ストリーム
～バッハ、シューベルト、グノーの主題によるヴァイオリンとチェロのための二重奏曲
（クレーメルとディルバナウスカイテのために書かれた２０１０年の新作）
●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第３番●チャイコフスキー・・・ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》

158 ザ・シンフォニーホール

６月

４日 14 00

大阪

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル～ベートーヴェン
ヴァイオリン・ソナタ・セレクション

千住真理子vn 山洞智p

二重奏

ｖｎ、ｐ

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

159 ザ・シンフォニーホール

６月 １９日 14 00

大阪

前橋汀子vn ヴァイオリン名曲選

前橋汀子vn イーゴリ・ウリヤシュp

二重奏

ｖｎ、ｐ

●エルガー・・・愛の挨拶●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２５番
●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●ヴィエニャフスキ・・・モスクワの思い出
●ドヴォルザーク・・・わが母の教え給いし歌●サン＝サーンス・・・序奏とロンド・カプリチオーソ

152 神戸文化ホール(中)

160 ザ・シンフォニーホール

５月 ２２日 15 00

大阪

セルゲイ・ナカリャコフ（ｔｐ＆フリューゲルホルン）
トランペット・リサイタル

セルゲイ・ナカリャコフ（ｔｐ＆フリューゲルホルン） ヴェラ・ナカリャコワｐ

二重奏・外

tp、ｐ

●トルチンスキー・・・カプリッチョ●ブルッフ（ナカリャコフ編）・・・コル・ニドライ
●シューマン・・・３つのロマンスop.94●アーバン・・・ヴェニスの謝肉祭
●マーラー・・・交響曲第５番第４楽章●スクリャービン・・・前奏曲ニ長調●ブラームス…間奏曲op.119-2

161 ザ・シンフォニーホール

７月

２日 14 00

大阪

ゲザ＆ザ・５デヴィルス ジプシー楽団
《「天才」か「奇才」か !? 炸裂する超絶技巧 !!》

ゲザ・ホッス＝レゴツキｖｎ
ザ・５デヴィルズ〔ライ・サルコズィｖｎ ユリウシュ・チク(ツィンバロン)
ラツィ・オノディｇ＆ｖa ゲオルゲ・スチｃｂ チャバ・ルカチｃｌ〕
女性ダンサー

六重奏・外

ｖｎ２、ツィンバロン
ｇ, va、cb、cl

●モンティ・・・チャールダーシュ●ディニーク・・・ひばり/ホラ・スタッカート
●ハチャトゥリアン・・・剣の舞●サラサーティ・・・ツィゴイネルワイゼン 他

162 ザ・シンフォニーホール

７月

６日 19 00

大阪

プロジェクト３×３
Ｖol.3《三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル》（大阪）

三浦文彰vn イタマール・ゴランp

二重奏

vn、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３４番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１０番
●ストラヴィンスキー・・・ディヴェルティメント●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

163 ザ・シンフォニーホール

１０月 １０日 14 00

大阪

サー・ジェームズ・ゴールウェイ フルート・リサイタル

サー・ジェームズ・ゴールウェイfl レディ・ジニー・ゴールウェイfl マイケル・マックヘイルp

三重奏・外

fl２、p

●フォーレ・・・幻想曲op.79●ドビュッシー・・・月の光●ハーティ・・・アイルランドにて
●ドップラー・・・リゴレット幻想曲●ボルヌ（ゴールウェイ編）・・・カルメン幻想曲 他

164 ザ・シンフォニーホール

１１月

６日 14 00

大阪

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

アナスタシア・チェボタリョーワvn 原田英代p

二重奏・外

ｖｎ、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/カルメン幻想曲
●マスネ・・・タイスの瞑想曲●エルガー・・・愛の挨拶 他

165 ザ・シンフォニーホール

１１月 ２３日 14 00

大阪

カール・ライスター クラリネット・リサイタル

カール・ライスターcl 佐藤卓史p

二重奏・外

cl、ｐ

●メンデルスゾーン・・・クラリネット・ソナタ●シューマン・・・幻想小曲集op.73
●ダンツィ・・・クラリネット・ソナタ●リスト・・・愛の夢第３番●ブラームス・・・クラリネット・ソナタ第２番 他

二重奏

ｖc、ｐ

●J.Sバッハ・・・無伴奏チェロ組曲第１番●サリネン・・・セバスチャン・ナイトのためのエレジー
●ドヴォルザーク・・・ロンド/ユモレスク●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第２番 他

八重奏・外

ob２、ｃｌ２、hｒm２、ｆｇ２

●ベートーヴェン・・・管楽八重奏曲●モーツァルト・・・セレナード第１２番《夜曲》
●ロッシーニ(セドゥラック編)・・・歌劇《セビリャの理髪師》より 他

166 ザ・フェニックスホール

１月

９日 14 00

大阪

水谷川優子チェロ・リサイタル

水谷川優子vc 岡田将p

167 ザ・フェニックスホール

１月 ２２日 16 00

大阪

アンサンブル・ゼフィロ《古楽のハーモニー》

〔アルフレード・ベルナルディーニ パオロ・グラッツィ（以上ob）
ロレンツォ・コッポラ ダニーロ・ツァウリ(以上ｃｌ)
ディレーノ・バルディン フランチェスコ・メウッチィ（ｈｍ）
アルベルト・グラッツィ ジョルジョ・マンドレーズ（以上ｆｇ）〕

168 ザ・フェニックスホール

２月

２日 19 00

大阪

フェニックス・エヴォリューション・シリーズ５９
《アンサンブル・バラトン～ドナウ音楽紀行》

アンサンブル・バラトン
〔中島慎子ｖｎ 古味亜紀ｖa 大田智美（アコーディオン） 斉藤浩（ツィンバロン） 他〕

四重奏

vn、va、アコーディオン
ツィンバロン

●J.シュトラウスⅡ・・・ポルカ《雷鳴と稲妻》
●ハンガリー音楽《チャールダーシュ》
●ルーマニア音楽《シルバ＋ジャンパラ＋ダンス》《ムジツタ》●ブルガリア音楽《カテリノ・モメ》 他

169 ザ・フェニックスホール

２月

６日 16 00

大阪

アンサンブル・ア・ラ・カルト４８
《フルート・ライブ・セッション in フェニックス
～工藤重典ｆｌ＆関西の笛吹きたちVol.１》

榎田雅祥 小林志穂 長山慶子 山腰まり（以上ｆｌ) 鈴木華重子ｐ

五重奏

ｆｌ４、ｐ

●ボワモルティエ・・・５本のフルートのための協奏曲第３番第１楽章
●ベルリオーズ・・・オラトリオ《キリストの幼時》より「若いイシマエルのトリオ」
●ドップラー・・・シューベルトの主題によるコンセール・パラフレーズ
●ボリング・・・《フルートとジャズ・ピアノのための組曲第２番》より「エスピエーグル」
●ロレンツォ・・・シンフォニエッタop.７５（フルート風ディヴェルティメント） 他

170 ザ・フェニックスホール

２月 ２５日 19 00

大阪

Impressions～上田浩子クラリネット・リサイタル

水谷川優子cl 藤井快哉p

二重奏

cl、ｐ

●ゴトコフスキー・・・ノルウェーの風景●ヴァーントゥシュ・・・モーツァルトへのオマージュ
●ヒダシュ・・・幻想曲●ボザ・・・ニース風狂詩曲●ブートリー・・・ASUKA

171 ザ・フェニックスホール

３月

２日 19 00

大阪

フェニックス・エヴォリューション・シリーズ６０
《４つの音deクラシック ！？
～サクソフォン・カルテットの魅力》

Saxophone Quartet HOPE（サクソフォン・カルテット・ホープ）
〔妹尾寛子 稲村芙梨衣 津村美妃 谷良介（以上sax）〕

四重奏

sax４

●サンジュレー…サクソフォン四重奏曲第１番●フェルドハウス・・・ジーザス・イズ・カミング
●名田綾子・・・委嘱作品 他

172 ザ・フェニックスホール

３月 １１日 15 00

大阪

Phoenix OSAQA 20１１
《ジャパン・ストリング・クヮルテットコンサート》

ジャパン・ストリング・クヮルテット
〔久保陽子ｖｎ 久合田緑ｖｎ 菅沼準二ｖa 岩崎洸ｖｃ〕

四重奏

ｖｎ2、va、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１０番《ハープ》、１３番

173 ザ・フェニックスホール

３月 １４日 15 00

大阪

Phoenix OSAQA ２０１１《受講生修了コンサート》

アカンサス弦楽四重奏団 アストレアカルテット
Althaea（アルテア） Ｑｕａｒｔｅｔ Ｂｌａｎｃ Ｔｕｌｌｅ（カルテット ブランチュール）
セレナイト弦楽四重奏団 MIROKU弦楽四重奏団 メルヴィル弦楽四重奏団

四重奏

ｖｎ2、va、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第４、６番、８番《ラズモフスキー第２番》、９番《ラズモフスキー第３番》、１０番《ハープ》

174 ザ・フェニックスホール

３月 ２６日 10 30

大阪

朝の光のクラシック第５５回
《周防亮介ヴァイオリン・リサイタル》

周防亮介vn 富岡順子p

二重奏

p、vn

●ヘンデル・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●グリーグ・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番
●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》●ヴィエニャフスキ・・・《ファウスト》の主題による幻想曲

175 ザ・フェニックスホール

４月

１日 19 00

大阪

パーヴェル・ベルマン ヴァイオリン・リサイタル

パーヴェル・ベルマンvn ジュリアーノ・マッツォカンテp

二重奏・外

ｖｎ、ｐ

●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・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》

176 ザ・フェニックスホール

４月 １５日 19 00

大阪

ガボール・ボルドツキ トランペット・リサイタル

ガボール・ボルドツキtp 織田寛子ｐ

二重奏・外

tp、ｐ

●ヘンデル・・・トランペットとピアノのための組曲HWV341●エネスコ・・・伝説
●ヒダシュ・・・トランペットとピアノのための幻想曲●フリードマン・・・ファンファーレ
●アーバン・・・ヴェニスの謝肉祭 他

177 ザ・フェニックスホール

５月

９日 19 00

大阪

田端直美サクソフォン・リサイタル《音の玉手箱 Vol.2》

田端直美sax 白石光隆p

二重奏

sax、ｐ

●フランク・・・ソナタ●デニソフ・・・ソナタ●ドゥメルスマン・・・幻想曲
●フェルドハウス・・・ブク●田端直美・・・フラッシュバック

178 ザ・フェニックスホール

５月 ２３日 19 00

大阪

Viola Space 20th Anniversary
《ヴィオラスペース２０１１大阪》

今井信子 キム・カシュカシアン アントワン・タメスティ 笠川恵(以上ｖa)
小栗まち絵 清永あや(以上ｖｎ) 野平一郎p

三重奏

ｖa４、ｖｎ２、p

●ドヴォルザーク・・・三重奏曲第２番●ヒンデミット・・・無伴奏ヴィオラ・ソナタop.２５－１
●藤倉大・・・ドルフィンズ（第２０回記念委嘱、世界初演）●クルターク・・・《サイン、ゲーム、メッセージ》より
●フランク・・・ヴィオラ・ソナタ 他

179 ザ・フェニックスホール

６月

３日 19 00

大阪

インターナショナル・コミュニティー
エンゲージメント・プログラム２０１０
《ラオス＆２０１１日本報告コンサート
～五嶋みどりｖｎと若き演奏家たち》

五嶋みどりｖｎ テンシン・シンディ―・ウーｖｎ ヘレナ・ベイリーｖa ピーター・マイヤーズｖｃ

四重奏

vn2、va、vc

●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第５番●シューマン・・・弦楽四重奏曲第３番

180 ザ・フェニックスホール

６月

８日 19 00

大阪

モルゴーア・クアルテット演奏会

〔荒井英治ｖｎ 戸澤哲夫ｖｎ 小野富士ｖa 藤森亮一ｖｃ〕

四重奏

ｖｎ２、ｖa、vc

●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第２８番●スーク・・・弦楽四重奏曲第２番
●ツェムリンスキー・・・弦楽四重奏曲第２番

181 ザ・フェニックスホール

６月 １８日 19 00

大阪

西本淳サクソフォン・リサイタル

西本淳sax 原田恭子p 瀬戸口文乃Ms. 山口裕佳里 小川幸子 柳原将也（以上sax)

五重奏

sax3、p、Ms

●ヴィヴァンコス・・・隠された音●ラヴェル・・・ソナチネ
●デュクリュック・・・ソナタ嬰ハ長調●野平一郎・・・舵手の書 他

182 ザ・フェニックスホール

７月 １５日 14 00

大阪

ティータイムコンサートシリーズ８３
《欲張りトロンボーン 風早宏隆（tb&サックバット）》

風早宏隆（tb&sax）藤井快哉p

二重奏

tb、sax、ｐ

●エルガー・・・愛の挨拶●シューマン・・・幻想小曲集op.73●エワイゼン・・・トロンボーン・ソナタ 他

183 ザ・フェニックスホール

７月 １６日 17 00

大阪

夏祭なにはなくとも室内楽２０１１～Trio the Trio

小山るみ 笹村直子 音川紘一(以上ｐ)
井上隆平 稲葉達 中田潔子(以上 ｖｎ）
日野俊介 近藤浩志 黒田育世(以上ｖｃ)

三重奏

ｐ３、ｖｎ３、vc３

●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番●フォーレ・・・ピアノ三重奏曲
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番《大公》

184 ザ・フェニックスホール

７月 ２８日 19 00

大阪

成田達輝ヴァイオリン・リサイタル

成田達輝vn 新居由佳梨p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●J.Sバッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番●ファリャ・・・スペイン舞曲
●ガーシュウィン・・・《３つの前奏曲》より第１番●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン 他

185 ザ・フェニックスホール

８月

３日 19 00

大阪

富永伊津子ヴァイオリン・リサイタル
《続シューマン生誕２００年記念
～シューマン:ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会》

富永伊津子vn サム・リューp

二重奏

ｖｎ、ｐ

●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１～３番

186 ザ・フェニックスホール

８月 ２３日 19 00

大阪

「東日本大震災」被災地復興支援コンサート
《マクサンス・ラリューｆｌ～バロックの夕べ》(大阪公演)

マクサンス・ラリューｆｌ 中野振一郎cemb 東條茂子ｆｌ

三重奏

cemb、fl2

●J.S.バッハ・・・２本のフルートと通奏低音のためのソナタBWV１０３６／２本のフルートとチェンバロのためのソナタBWV１０２９
●テレマン・・・メトーディッシュ・ゾナーテ●コレッリ・・・ラ・フォリア●ルクレール・・・音楽の楽しみ第２番

187 ザ・フェニックスホール

８月 ２７日 19 00

大阪

Osaka Guitar Summer２０１１
《福田進一と仲間たちVol.２
～福田進一ｇ＆鈴木大介ｇデュオリサイタル》

福田進一ｇ 鈴木大介ｇ

二重奏

ｇ２

●J.S.バッハ（鈴木大介編）・・・チェロ組曲第５番●猿谷紀郎・・・未来の記憶（新作）
●野平一郎・・・波の記憶（所沢ミューズ委嘱作品） ニーノ・ロータ映画作品集～生誕１００年を迎えて 他

188 ザ・フェニックスホール

８月 ３０日 19 00

大阪

今井信子presents 今井信子ｖaとヴォワラ・ヴィオラ！

原麻理子 ファイト・ヘルテンシュタイン 笠川恵
アメリー・ルグラン タマーシュ・ロジョシュ ナタン・セルマン
ペイジュン・シュー（以上ｖa） 飯村智子ｐ

八重奏

ｖa7、ｐ

●J.S.バッハ・・・ブランデンブルク協奏曲第６番●ロジャーズ・・・映画《サウンド・オブ・ミュージック》より「エーデルワイス」
●ロータ・・・映画《ゴッドファーザー》より「愛のテーマ」 他

189 ザ・フェニックスホール

８月 ３１日 19 00

大阪

室内楽の悦び～ソフィアトリオを迎えて

ソフィアトリオ
〔パヴェル・ズラタロフｖｎ ミリエラ・ズラタロヴァｖa ジェフリー・ディーンｖｃ〕
鎌垣有樹子 岡本ふさ子 河原美貴（以上ｐ）

四重奏・外

ｖn、ｖa、vc、p3

●ドヴォルザーク・・・ピアノ三重奏曲第４番《ドゥムキー》●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第２番
●フォーレ・・・ピアノ四重奏曲第１番 他

190 ザ・フェニックスホール

９月 ２１日 19 00

大阪

ドビュッシー弦楽四重奏団

〔クリストフ・コレットｖｎ ドリアン・ラモットｖｎ
ヴァンサン・デュプレクｖa ファブリース・ビハンｖｃ〕
松村衣里ｈｐ

五重奏・外

vn2、ｖa、ｖｃ、ｈｐ

●タイユフェール・・・弦楽四重奏曲●ドビュッシー・・・神聖な舞曲と世俗的な舞曲●ラヴェル・・・弦楽四重奏曲 他

191 ザ・フェニックスホール

１０月

３日 19 00

大阪

ロマンティック・ハープ 石井理子ｈｐと仲間たち

池川章子ｖｎ 松井紀子ｖa 城甲実子ｖｃ 松本直美ｆｌ

五重奏

ｈｐ、ｖｎ、ｖa、ｖｃ、ｆｌ

●ピエルネ―・・・自由な変奏と終曲op.５１●イベール・・・三重奏曲●ジョリヴェ・・・小組曲
●ルーセル・・・フルート、弦楽三重奏とハープのためのセレナード● ロータ・・・サラバンドとトッカータ 他

192 ザ・フェニックスホール

１０月

５日 19 00

大阪

四次元三重奏団～第三章

四次元三重奏団〔馬渕清香ｖｎ 池村佳子ｖｃ 藤井快哉ｐ〕

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●シューベルト・・・ピアノ三重奏曲第２番●ラヴェル・・・ピアノ三重曲

193 ザ・フェニックスホール

１０月

７日 19 30

大阪

THE DUO 高木和弘ｖｎ＆二村英仁ｖｎ＆ｖa

高木和弘ｖｎ 二村英仁ｖｎ＆ｖa

二重奏

ｖｎ２、ｖａ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリンとヴィオラのための３つの二重奏曲第１番●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第６番
●J.S.バッハ・・・２つのヴァイオリンのための協奏曲第１楽章●モーツァルト・・・ピアノ・ソナタ第１１番《トルコ行進曲付》 他

194 ザ・フェニックスホール

１０月

８日 19 00

大阪

第７回大阪国際マンドリンフェスティバル＆コンクール
[第１日目]～コンサート

ARSNOVA Mandolin Quartet

四重奏

mand

●ロッシーニ・・・歌劇《ウィリアム・テル》序曲●リムスキー＝コルサコフ・・・スペイン奇想曲 他

195 ザ・フェニックスホール

１０月

９日 20 00

大阪

第７回大阪国際マンドリンフェスティバル＆コンクール
[第２日目]～コンサート

ウーゴ・オルランディ カルロ・アオンゾ リカルド・サンドバル（以上mand)
タマラ・ヴォリスカヤ（ドムラ）

四重奏

mand、ドムラ

不詳

196 ザ・フェニックスホール

１０月 ２６日 19 00

大阪

ジュリアード弦楽四重奏団

[ジョセフ・リンｖｎ ロナルド・コープスｖn
サミュエル・ローズｖa ジョエル・クロスニックｖｃ]

四重奏・外

ｖn2、ｖa、vc

●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第５７番《第１トスト四重奏曲第１番》
●マルティーノ・・・弦楽四重奏曲第５番●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１３番《大フーガ付》

197 ザ・フェニックスホール

１０月 ３０日 13 30

大阪

上松美香アルパ・コンサート２０１１

木下尊惇（フォルクローレ音楽家） 菱本幸二（ケーナ＆サンポーニャ）

二重奏

ケーナ＆サンポーニャ
フォルクローレ

●グティエレス・・・平原の魂●カルドーソ・・・鐘つき鳥
●マンソー・・・コーヒー・ルンバ●ロブレス・・・コンドルは飛んで行く 他

198 ザ・フェニックスホール

１１月

１日 19 00

大阪

髙木知寿子プロデュース
外来アーティストとの共演シリーズVol.Ⅱ
《木下たまみｐ with ザルツブルガー・ゾリステンvn》

木下たまみｐ ザルツブルガー・ゾリステンvn 他

五重奏

vn、ｐ 他

●スメタナ・・・ピアノ三重奏曲●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

199 ザ・フェニックスホール

１１月 １１日 14 00

大阪

ティータイムコンサートシリーズ８５
《チェコの弦 パヴェル・ハース・クァルテット》

〔ヴェロニカ・ヤルツコヴァｖｎ エヴァ・カロヴァｖｎ
パヴェル・ニクルｖa ペテル・ヤルシェクｖｃ〕

四重奏・外

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ

●P.ハース・・・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》
●スメタナ・・・弦楽四重奏曲第１番《わが生涯》より

200 ザ・フェニックスホール

１１月 ２０日 16 00

大阪

Kansai Soloists & Ensembles １１
《アルボラダ木管五重奏団》

〔ニコリンヌ・ピエルーｆｌ フロラン・シャレールob
ブルックス・信雄・トーンｃｌ 東口泰之ｆｇ 垣本昌芳ｈｒｎ〕
茂山童司（語り）

五重奏

fl、ob、ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●モーツァルト・・・歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》序曲●ラヴェル・・・《クープランの墓》より
●フランセ・・・木管五重奏曲●ツェムリンスキー・・・ユモレスク
●平野一郎・・・いそぽのふぁぶらすESOPO NO FABVLAS
～語りと木管五重奏による 天草版 伊曾保（イソップ）物語（ザ・フェニックスホール委嘱初演） 他

201 ザ・フェニックスホール

１２月 １２日 19 00

大阪

冬のチェンバロ音楽祭２０１１
《ゲオルギア弦楽四重奏団～東北にこころを寄せて》

ギオルギ・バブアゼｖｎ チプリアン・マリネスクｖｎ ザザ・ゴグアｖa 林裕ｖｃ

四重奏

ｖｎ2、ｖa、vc

●アザラシヴィリ・・・弦楽四重奏のための《祖国グルジアの風景》より５つの小品
●ツィンツァゼ・・・弦楽四重奏のための８つの細密画●カンチェリ・・・弦楽四重奏曲《夜の祈り》 他

202 ザ・フェニックスホール

１２月 １６日 14 00

大阪

今井信子va presents 《トリオの楽しみ》

吉野直子ｈｐ ジャック・ズーンｆｌ

三重奏

ｈｐ、ｆｌ

●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●武満徹・・・そして、それが風であることを知った 他

203 ザ・フェニックスホール

１２月 ２１日 19 00

大阪

奥田裕美ｆｌ×山本純子ｆｌ フルートDUOリサイタル

奥田裕美ｆｌ 山本純子ｆｌ 蒲生祥子ｐ

三重奏

ｆｌ2、ｐ

●クーラウ・・・三重奏曲op.１１９●テレマン・・・《２本のフルートのための６つのソナタop.2》より
●アンデルセン・・・軍隊風アレグロop.４８●ベルリオーズ・・・オラトリオ《キリストの幼時》より「若きイシマエルのトリオ」 他

204 ザ・フェニックスホール

１２月 １０日 19 00

大阪

クラシカルサキソフォンコンサートⅡ

サキソフォンアンサンブル
“クーパージュ”〔牛島優子 西田礼子 谷俊 亀澤昭雄（以上 sax ）〕
多田秀子ｐ

四重奏

sax４、ｐ

●モーツァルト・・・オーボエ四重奏曲（ソプラノsax独奏版）●J.S.バッハ・・・ゴルトベルク変奏曲（sax四重奏版）

４月 １１日 12 00

大阪

ブリーゼ・ランチタイムコンサート
《ＣＤ発売記念・奥村愛vn～母と子に捧げる名曲案内》

奥村愛vn 加藤昌則p 吉川智明（ナビゲーター）

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ヘス（加藤昌則編）・・・ラヴェンダーの咲く庭で●クライスラー・・・シンコペーション
●ヴィターリ・・・シャコンヌ●サラサーテ・・・序奏とタランテラ●ストラヴィンスキー・・・イタリア組曲 他

205 サンケイホールブリーゼ

６月 １４日 18 30

兵庫

フランティシェック・ノボトニーｖｎ＆伊藤ルミｐデュオ２０１１

フランティシェック・ノボトニーｖｎ 伊藤ルミｐ

二重奏

vn、p

●クライスラー・・・愛の喜び●ヤナーチェク・・・ヴァイオリン・ソナタ
●プロコフィエフ（ヤンケレヴィチ編）・・・バレエ組曲《ロメオとジュリエット》より
●ユミイトウ・・・かもめ～ヴァイオリンとピアノのために（A.チェーホフ戯曲《かもめ》より）
●日本童謡《「夕焼け 小焼け」幻想曲》●R.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１楽章 他

207 しがぎん経済文化センター

１月 ２２日 15 00

滋賀

しがぎんホールスペシャルコンサートシリーズVol.４
《ブラス!ブラス!!ブラス!!!》
金管五重奏 京都市交響楽団金管五重奏

京都市交響楽団金管五重奏〔早坂宏明 菊本和昭（以上ｔｐ）
澤嶋秀昌ｈｒｎ 岡本哲ｔｂ 武貞茂夫tub〕

五重奏

tp2、hｒm、tb、tub

●エヴァルド・・・金管五重奏曲第１番●ヘンデル・・・組曲《水上の音楽》より
●モーツァルト・・・アヴェ・ヴェルム・コルプス●エルガー・・・愛の挨拶●すぎやまこういち・・・《ドラゴン・クエスト》より 他

208 しがぎん経済文化センター

７月 ２０日 19 00

滋賀

しがぎんホール スペシャルコンサートシリーズ２０１１－１２
《ユッカ・メリヤネン ヴァイオリン・リサイタル》

北川恵美p

二重奏・外

ｖｎ、ｐ

●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》 ●フォーレ・・・ヴァイオリン・ソナタ 他

209 しがぎん経済文化センター

１０月 ２３日 14 00

滋賀

しがぎんホールシリーズ２０１１－１２
リスト生誕２００年祭“七色のリスト”
《萩原吉樹ｐ＆萩原合歓ｖｎ「リスト室内楽の歴史」》

萩原吉樹ｐ 萩原合歓ｖｎ

二重奏

ｐ、ｖｎ

●リスト・・・ヴァイオリンとピアノのための二重奏曲／３人のジプシー／《ハンガリー戴冠式ミサ》より「オッフェルトリウム」

206

三田市総合文化センター
郷の音ホール（小）

210 しが県民芸術創造館

３月

９日 19 00

滋賀

しがぎんホールスペシャルコンサートシリーズ２０１０－１１
《玉井菜採ｖｎプロデュース企画「室内楽の調べ》

玉井菜採ｖｎ 安藤裕子ｖa 河野文昭vc 野田清隆ｐ

四重奏

ｖa、ｖｃ2、ｐ

●ドヴォルザーク・・・ソナチネ●ベートーヴェン・・・セレナードop.８●ブラームス・・・ピアノ四重奏曲第１番

211 滋賀県立近代美術館・講堂

５月 １５日 14 00

滋賀

バロックコンサート《ドイツバロック音楽の黄金期》

河野正孝ob 高森真貴子ｖｎ 成川昭代ｖｃ 河野まり子ｃemb

四重奏

ob、vn、vc、cemb

●J.C.F.バッハ・・・ヴァイオリン、オーボエとチェンバロのためのソナタハ長調
●ヘンデル・・・ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ第４番 他

212 滋賀県立県民交流センターピアザ淡海

８月 ２０日 17 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～トレヴァー・ワイflのカーニバルショー》

トレヴァー・ワイfl 鈴木華重子ｐ

二重奏・外

fl、ｐ

●６０の「笛」による《ヴェニスの謝肉祭》大変奏曲

213 滋賀県立県民交流センターピアザ淡海

８月 ２１日 15 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～陳三庆ｆｌ》

陳三庆ｆｌ 藤田雅p

二重奏・外

fl、ｐ

●J.Sバッハ・・・フルート・ソナタト短調●タクタキシビリ・・・フルート・ソナタ
●マルタン・・・バラード●クーラウ・・・序奏とロンド

８日 15 00

大阪

室内楽シリーズ
《ヴァイオリン・ピアノ・コントラバスによる室内楽の愉しみ≫

河村典子ｖｎ アレーナ・チェルニーｐ 白土文雄ｃｂ

ｖｎ、ｐ、ｃｂ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●ヘンデル・・・２つの楽器のためのソナタ 他

215 すばるホール

９月 １７日 11 00

大阪

子どもも大人も楽しくクラシック！
～音楽のおくりもの《わいわいコンサート》

アンサン ブル・ディヴェルターズ〔一村誠也(ｆｌ＆司会) 他〕

アラカルト

ｆｌ

●J.シュトラウスⅡ・・・トリッチ・トラッチ・ポルカ●ジブリメドレー 他

216 すばるホール

９月 １７日 14 00

大阪

子どもも大人も楽しくクラシック！
～音楽のおくりもの《アフターヌーンコンサート》

アンサン ブル・ディヴェルターズ〔一村誠也(ｆｌ＆司会) 他〕

アラカルト

ｆｌ

●J.シュトラウスⅡ・・・トリッチ・トラッチ・ポルカ●ジブリメドレー 他

217 世良美術館

８月 １０日 14 00

兵庫

“Hommage à A.Sultanov”in Kobe
《アレクセイ・スルタノフ記念コンサート～愛の調べ再び》

山口雅敏 セルゲイ・スルタノフ アイリーン・フンメル（以上ｐ）
ダーツァ・スルタノフｖｃ

四重奏・外

ｐ３、ｖｃ

●リスト・・・愛の夢第３番／ハンガリー狂詩曲第２番(ホロヴィッツ編)●ショスタコーヴィチ・・・《馬虻》より「ロマンス」
●バラキレフ・・・イスラメイ●グレインジャー・・・《花のワルツ》によるパラフレーズ●ピアソラ・・・忘却 他

四重奏

ｃｌ４

不詳

214 吹田市文化会館メイシアター(小)

１０月

三重奏

218 相愛大学南港ホール

１１月

８日 18 30

大阪

相愛大学
管弦打楽器専攻 《クラリネット・アンサンブル演奏会》

219 相愛大学南港ホール

１１月 １５日 18 30

大阪

相愛大学《教員によるSOAI Concert～管弦打専攻教員による演奏会》

西田直孝ｆｌ 中村友美ｐ 小栗まち絵 田辺良子（以上ｖｎ）
竹内晴夫ｖa 斎藤建寛 林裕(以上ｖｃ)

七重奏

ｆｌ、ｐ、ｖｎ２、ｖa、ｖｃ２

不詳

220 宝塚ベガホール

５月 １２日 19 00

兵庫

池田重一ホルン・リサイタル２０１１《歌う角笛と木の仲間たち》

浅川晶子p 辻井淳 小林真奈美(以上vn)
土井茉莉va 大西泰徳vc

五重奏

hrn、ｖｎ２、ｐ、va、vc

●シニガーリャ・・・ロマンス●ブラームス・・・ホルン三重奏曲●ボーエン・・・ホルンと弦楽四重奏のための五重奏曲

221 宝塚ベガホール

９月 １１日 17 00

兵庫

宮川彬良P&アンサンブル・ベガ ポップス＆クラシックスVol.１７
《アキラさん５０歳記念！特別公演！》

宮川彬良p アンサンブル・ベガ〔辻井淳 日比浩一(以上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〕

八重奏

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ、ｃｂ
ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●デーレ(宮川彬良編)・・・すみれの花咲く部屋●アンサンブル・ベガに寄せたオリジナル作品、現在と未来を感じる新曲 他

222 宝塚ベガホール

１０月 １５日 13 30

兵庫

第２９９回 市民のためのオルガンコンサート～低温でほっこりと

久保田真矢org 神吉正ｃｂ

二重奏

org、cb

●ブルッフ・・・コル・二ドライ●ヘンデル・・・私を泣かせてください 他

223 宝塚ベガホール

１１月 ２３日 14 00

兵庫

ザ・ビートルズ・クラシックス
《～ノルウェーの森～／１９６６カルテット》

１９６６カルテット〔松浦梨沙 花井悠希（以上ｖｎ） 林はるかｖｃ 長篠央子ｐ〕

四重奏

ｖｎ２、ｖｃ、ｐ

●ノルウェーの森／抱きしめたい／レット・イット・ビー／ヘンデルの主題によるパッサカリア／愛こそはすべて 他

224 中央電気倶楽部

４月 ２３日 14 00

大阪

モーツァルト室内管弦楽団第１４１回定期演奏会
「クライネ・モーツァルト」定期サロンコンサート
第７８回例会《モーツァルトの室内楽》

釋伸司ｖｎ 納庄麻里子ｖｎ 佐份利祐子ｖa 日野俊介ｖｃ
高橋博ｃｌ 門良一（お話）

五重奏

ｖｎ２、ｖa、vc、ｃｌ

●モーツァルト・・・ディヴェルティメントK.１３７，５６３/未完成クラリネット五重奏曲の断章/クラリネット五重奏曲K.５８１

225 テアトロ・マロン

８月 １６日 18 00

京都

大文字国際交流音楽祭２０１１
第２部《精霊送り火に祈る チェロアンサンブル》

佐古健一 内田佳宏 加藤文枝 秋月沙奈美(以上ｖｃ) 他

四重奏

ｖｃ４

●J.S.バッハ・・・Ｇ線上のアリア●三枝成彰・・・《チェロのための小さなシンフォニー》第１楽章
●クレンゲル・・・賛歌●ポッパー・・・レクイエム●J.シュトラウスⅡ・・・喜歌劇《こうもり》序曲

226 同志社大学寒梅館ハーディーホール

４月 ２７日 18 30

京都

アムネスティ・インターナショナル
設立５０周年記念・日本コンサートツアー
《ヴラダン・コチ チェロコンサート in 京都
～魂の自由と人間の尊厳を求めて》

有吉英奈p イーデス・ハンソン（トーク）

二重奏・外

ｖc、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第４番●フランク・・・ソナタイ長調●コチ…深き淵より
●ドヴォルザーク・・・ロンドop.94●カサド・・・無伴奏チェロ組曲ニ長調 他

227 ドルチェ・アーティストサロン

１月 ２８日 19 00

大阪

小西恒夫 Euphonium Live 2011

小西恒夫 Euphonium 吉原千景 杉本徹（以上p)

三重奏

sax、ｐ２

●ボザ・・・アリア●伊藤康英・・・幻想的変奏曲●スパーク・・・２声のインヴェンション
●C.コリア・・・スペイン●セントパリ・・・パールズ 他

228 ドルチェ・アーティストサロン

２月 １６日 19 00

大阪

サクソフォンデュオコンサート

佐々田剛 濱田崇史(以上sax) 大長志野ｐ 森俊洋ｄｓ

四重奏

sax２、p、ｄｓ

●サンジュレー・・・デュオ・コンチェルタント●加藤昌則・・・オリエンタル
●長生淳・・・パガニーニ・ロスト●Tribute to Queen 他

229 ドルチェ・アーティストサロン

３月 ２７日 14 00

大阪

Fl.Ob.Pfのトリオによる名曲コンサート

西尾牧子fl、髙山郁子ob 鈴木華重子p

三重奏

fl、ob、p

●ドリング・・・三重奏曲●ドゥメルスマン＆ベルテルミ・・・《ウィリアム・テル》の主題による華麗なる二重奏曲
●ヒナステラ・・・二重奏曲●ダマーズ・・・三重奏曲

230 ドルチェ・アーティストサロン

４月

５日 18 00

大阪

吉井瑞穂オーボエマスタークラス＆オーボエVミニコンサート

オーボエ・ファイブ〔吉井瑞穂 加納律子 高山郁子
徳山奈美 佛田明希子（以上ob）〕

五重奏

ob５

●公開マスタークラス オーボエVミニコンサート

231 ドルチェ・アーティストサロン

４月

８日 19 00

大阪

TROMBONE QUARTET TINTS

〔中村友子 尾山碧 小和田有希 中村弥生（以上ｔｂ）〕
岡本哲ｔｂ 高良仁美ｐ

六重奏

ｔｂ５、ｐ

不詳

232 ドルチェ・アーティストサロン

４月 ２９日 14 00

大阪

山本ありさフルート・リサイタル

山本ありさfl 小濱加奈子p

二重奏

ｆｌ、ｐ

●C.P.Eバッハ・・・ソナタイ短調●タファネル・・・《魔弾の射手》による幻想曲
●フンメル・・・ソナタニ短調●メシアン・・・黒つぐみ●ジョリヴェ・・リノスの歌 他

233 ドルチェ・アーティストサロン

５月

７日 14 00

大阪

宮下朋樹ｐ＆武田幸治ｖｎデュオ・リサイタル
《ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ連続演奏シリーズVol.１》

宮下朋樹ｐ 武田幸治ｖｎ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第４２番●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番

234 ドルチェ・アーティストサロン

５月 １６日 19 00

大阪

フルート、ファゴット、ピアノによるアンサンブルの夕べ

中川佳子ｆｌ 滝本博之ｆｇ 蒲生祥子ｐ

三重奏

ｆｌ、ｆｇ、p

●ドニゼッティ・・・フルート、ファゴットとピアノのための三重奏曲ヘ長調
●ブラームス・・・クラリネット・ソナタ第１番(fg版)●フランセ・・・フルートとファゴットのための７つの即興曲
●アンデルセン・・・コンチェルトシュトゥック ●クーラウ・・・フルート、ファゴットとピアノのための三重奏曲op.１１９

235 ドルチェ・アーティストサロン

５月 ２８日 17 00

大阪

岩崎勇先生生誕８０年・城石賢明還暦記念《オーボエ一人会》

城石賢明ob 馬渕清香ｖｎ 竹内晴夫ｖa 北口大輔ｖｃ

二重奏

ob、vn、va、vc

●ハイドン（城石賢明編）・・・オーボエ四重奏曲●ブリテン・・・弦楽四重奏曲
●ジェイコブ・・・オーボエ四重奏曲●モーツァルト・・・オーボエ四重奏曲 他

236 ドルチェ・アーティストサロン

６月

３日 19 00

大阪

福井聡クラリネット＆バスクラリネットプロムナード

福井聡cl 福井真裕子p 古賀喜比古cl

三重奏

cl、bcl、p

●シューマン・・・幻想小曲集op.73●メンデルスゾーン・・・コンツェルトシュトゥック第１番
●ユン・イサン・・・モノローグ●ヒンデミット・・・ファゴット・ソナタ●シェック・・・バス・クラリネット・ソナタop.41

237 ドルチェ・アーティストサロン

６月

６日 19 00

大阪

復興支援プロジェクト２０１１
フィラデルフィア管弦楽団首席ピッコロ奏者
時任和夫picc＆FRIENDS

時任和夫picc 清水信貴 清水理恵（以上ｆｌ） 山内知子ｐ

三重奏

ｆｌ２、ｐ

●J.S.バッハ（時任和夫編）・・・トリオ・ソナタBWV５２５●清水研作・・・異なる時空Ⅱ●ライヒャ・・・ソナタ 他

238 ドルチェ・アーティストサロン

６月 ２２日 19 00

大阪

萩野昇トロンボーン・リサイタル《大阪公演》

萩野昇tb 林浩子p

二重奏

ｔｂ、ｐ

●デュファイエ・・・ドビュッシー風●リス・・・小協奏曲●グロンダール・・・トロンボーン協奏曲 他

239 ドルチェ・アーティストサロン

７月 ２３日 19 00

大阪

榎田雅祥fl
《ベル・エポックのフルート音楽》
リリース記念リサイタル（大阪公演）

榎田雅祥fl 蒲生祥子p

二重奏

fl、ｐ

●タファネル・・・シシリエンヌ・エチュード/アンダンテ・パストラールとスケルツェッティーノ●フォーレ・・・幻想曲op.79
●デュヴェルノワ・・・小協奏曲●ビュッセール・・・前奏曲とスケルツォ 他

240 ドルチェ・アーティストサロン

７月 ３０日 14 00

大阪

蔵川瑠美ｖｎ＆長尾洋史p《ザ・ミュージックパレット》

蔵川瑠美ｖｎ 長尾洋史p

二重奏

ｖｎ、p

●プロコフィエフ・・・行進曲《３つのオレンジへの恋》より●クライスラー・・・シンコペーション
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番 他

241 ドルチェ・アーティストサロン

８月

１日 19 00

大阪

東京Ｒ合奏団

〔阿部一樹ｔｐ 中秀仁ｃｌ 田村真寛sax
名田綾子ｐ 木村将之ｃｂ 秋田孝訓ｐerc〕

六重奏

tp、ｃｌ、sax、ｐ、ｃｂ、perc

●ラヴェル・・・ラ・ヴァルス／ボレロ●中田部有・・・幻想即興組曲（Ｘ）

242 ドルチェ・アーティストサロン

８月

６日 14 00

大阪

東日本大震災チャリティーコンサート《Flutes Cocktail》

大塚裕紀子 金川知子 佐藤実希子
新保江美 西田麻希子(以上ｆｌ)
網野美友紀 井出智佳子(以上ｐ）

七重奏

ｆｌ5、ｐ2

●伊藤康英・・・フルーツ・パフェ●フェルスコフ・・・３本のフルートのための協奏交響曲ニ長調
●ロレンツォ・・・シンフォニエッタop.７５

243 ドルチェ・アーティストサロン

８月 ２７日 15 00

大阪

同期会Vol.１～アンサンブルの愉しみ

板垣立子 松浦詩子 北川晃子(以上ｆｌ) 関口康祐ｐ

四重奏

ｆｌ３、ｐ

●ヒュルスホフ・・・協奏交響曲第１楽章●クーラウ・・・三重奏曲op.１３－２●テレマン・・・四重奏曲ニ短調 他

244 ドルチェ・アーティストサロン

８月 ２９日 19 00

大阪

ジョイント コンサート

高森真貴子ｖｎ 真壁泰江ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クライスラー・・・ベートーヴェンの主題によるロンディーノ●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第３番
●シューマン・・・森の情景●R.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ

245 ドルチェ・アーティストサロン

９月

３日 16 00

大阪

ランコントル フルート カルテット
《結成５周年記念～The ２nd Concert》

〔大升良美 片桐志保 滝口悠子 林ゆかり(以上ｆｌ) 〕

四重奏

ｆｌ４

●高昌師・・・ランコントル●酒井格・・・おはよう！●ポーボン・・・アヌーシュカ●デポルト・・・イタリア組曲

246 ドルチェ・アーティストサロン

９月 １９日 15 00

大阪

岩崎正樹フルート＆ピッコロ ソロリサイタル

岩崎正樹fl&picc 新居幸枝p

二重奏

fl、picc、ｐ

●シェドヴィル・・・ソナタ集《忠実な羊飼い》第６番●ケーラー・・・ナイチンゲール・ポルカ●J.Sバッハ・・・管弦楽組曲第２番

247 ドルチェ・アーティストサロン

９月 ２５日 18 00

大阪

NHK交響楽団ピッコロ奏者
菅原潤ピッコロ・リサイタル
《ＣＤ「ピッコロアルバム」リリース記念》(大阪公演）

菅原潤picc 高良仁美p

二重奏

picc、ｐ

●ルクレール・・・ソナタホ短調●ダマレ・・・ロワトレ（ミソサザイ）＜ポルカ＞
●ハイドン・・・トランペット協奏曲●フンメル・・・トランペット協奏曲 他

248 ドルチェ・アーティストサロン

１０月

２日 13 00

大阪

ウィンドアンサンブル奏クラリネットメンバーによる
クラリネットアンサンブルコンサートVol.５
～八木澤教司氏を迎えて

ウィンドアンサンブル奏クラリネットメンバー

アラカルト

●八木澤教司・・・「ネーニエ」ー嘆きの歌／お団子ヘアの女の子
●鈴木英司・・・春の目覚め●石毛里佳・・・ねがい●樽谷雅徳・・・絵のない絵本～１２夜～

249 ドルチェ・アーティストサロン

１０月

２日 16 30

大阪

ウィンドアンサンブル奏クラリネットメンバーによる
クラリネットアンサンブルコンサートVol.５
～八木澤教司氏を迎えて

ウィンドアンサンブル奏クラリネットメンバー

アラカルト

●八木澤教司・・・「ネーニエ」ー嘆きの歌／お団子ヘアの女の子
●鈴木英司・・・春の目覚め●石毛里佳・・・ねがい●樽谷雅徳・・・絵のない絵本～１２夜～

250 ドルチェ・アーティストサロン

１０月 １２日 19 00

大阪

雲井雅人サクソフォン・リサイタル
《ミュールが聴いた音、愛した音》

雲井雅人sax 新谷紀子sax, 仲地朋子p

二重奏

sax、ｐ

●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタ第６番●フォーレ・・・牧人たち
●コンベル・・・マルボロによる主題と変奏●デュクリュック・・・ソナタ嬰ハ長調

251 ドルチェ・アーティストサロン

１０月 ２２日 18 30

大阪

ジャック・アンド・ジルズ
サクソフォン・カルテット サロンコンサート

〔久保摩記 岡部澄子 三村佳永子 西村孝司（以上sax）〕

四重奏

sax４

●デュポワ・・・四重奏曲●吉松隆・・・アトム・ハーツ・カルテット
●ジャンジャン・・・四重奏曲●イトゥラルデ・・・ギリシャ組曲

252 ドルチェ・アーティストサロン

１０月 ３０日 14 00

大阪

Dolce Special Salon Concert Series No.1
《伊藤公一フルート・リサイタル》

伊藤公一fl 水野久美p

二重奏

fl、ｐ

●ドニゼッティ・・・ソナタト短調●ヴィドール・・・組曲●ルクレール・・・ソナタホ短調
●サン＝サーンス・・・ロマンス●テュルー・・・グラン・ソロ第１３番

253 ドルチェ・アーティストサロン

１１月

６日 14 00

大阪

安藤範子、田中幸子 フルートデュオリサイタル

安藤範子、田中幸子(以上fl) 古津智子ｐ

三重奏

ｆｌ２、ｐ

●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲集《四季》より「春」
●ムチンスキー・・・二重奏曲op３４●ドゥメルスマン＆ベルテルミ・・・ウィリアム・テル～華麗なる二重奏曲

254 ドルチェ・アーティストサロン

１１月

７日 19 00

大阪

ジュリアン・ブリス クラリネット・リサイタル

ジュリアン・ブリスcl 小池亜季p

二重奏・外

cl、ｐ

●プーランク・・・クラリネット・ソナタ●バーンスタイン・・・クラリネット・ソナタ●メサジェ・・・ソロ・ド・コンクール

255 ドルチェ・アーティストサロン

１１月 １２日 18 00

大阪

大阪音楽大学四回生によるサクソフォンコンサート

岩橋祐佳 甲斐萌 寺澤美樹 藤田麻緒（以上sax）
塚本祐士 藤嶋真弓(以上ｐ)

六重奏

sax４ ｐ２

●ゴトコフスキー・・・悲壮な変奏曲●トマジ・・・協奏曲●デニソフ・・・ソナタ

256 ドルチェ・アーティストサロン

１１月 １９日 15 00

大阪

ＬＥＧＥＮＤ ＯＦ ＡＲＴＳ ＳＡＬＯＮ ＣＯＮＣＥＲＴ Ｖｏｌ．４

瓦田成美 谷原いずみ 西川一也（以上ｆｌ）

三重奏

ｆｌ３

●クーラウ・・・三重奏曲op.８６－３●堀悦子・・・３本のフルートのための２章
●ガブリエルスキー・・・グランド・トリオ・コンチェルタント

257 ドルチェ・アーティストサロン

１１月 ２１日 19 00

大阪

神田寛明ｆｌの、ワールド・トラベル ００１便
～せしぼん、ふ・ら・ん・す

神田寛明ｆｌ 與口理恵ｐ

二重奏

ｆｌ、ｐ

●デルマー・・・呪文とダンス●リヴィエ・・・優しき鳥●サンカン・・・ソナチネ
●ゴーベール・・・マドリガル●ケックラン・・・ソナチネ第３番

258 ドルチェ・アーティスト・サロン

１１月 ２３日 14 00

大阪

トゥジュール・サクソフォン・クァルテット
《いつもSAX!!スペシャル２０１１》

〔辻本剛志 森下知子 岩本雄太 山添悟（以上sax）〕

四重奏

sax４

●リード・・・５つのカメオ●八木澤教司・・・ノヴェレッタ●ダマーズ・・・四重奏曲

259 ドルチェ・アーティストサロン

１１月 ２６日 18 30

大阪

外囿祥一郎eup氏による
ユーフォニアム公開マスタークラス＆ミニコンサート

外囿祥一郎eup 藤原亜美p

二重奏

eup、p

不詳

260 ドルチェ・アーティストサロン

１２月 ２３日 14 00

大阪

がんばれ東北
復興支援コンサート～フルートとハープのしらべ

吉岡美恵子ｆｌ 野田千晶ｈｐ

二重奏

ｆｌ、hｐ

●ラヴェル・・・亡き王女のためのパヴァ―ヌ●サン＝サーンス・・・幻想曲●ロータ・・・ソナタ
●アンドレ・・・ナルテックス●ドップラー（ザマラ編）・・・カジルダ幻想曲

261 ドルチェ・アーティストサロン

１２月 ２３日 18 00

大阪

がんばれ東北
復興支援コンサート～フルートとハープのしらべ

吉岡美恵子ｆｌ 野田千晶ｈｐ

二重奏

ｆｌ、hｐ

●ラヴェル・・・亡き王女のためのパヴァ―ヌ●サン＝サーンス・・・幻想曲●ロータ・・・ソナタ
●アンドレ・・・ナルテックス●ドップラー（ザマラ編）・・・カジルダ幻想曲

262 難波OCAT・ポンテ広場

４月

８日 14 00

大阪

大阪市音楽団おでかけコンサート２０１１
～親子で楽しもう！《ランチタイム・コンサート》

大阪市音楽団サクソフォン四重奏
同団ユーフォニアム・チューバ四重奏
東尾千登世（司会）

四重奏

sax4, tub4

不詳

263 日本基督教団芦屋浜教会

５月 ２１日 14 00

兵庫

初夏におくるチャペルコンサート
☆バッハからテレビ主題歌まで☆

村田隆子vn 俣野ゆみva 武井泉ｐ

三重奏

vn、ｖa、ｐ

●リスト・・・愛の夢●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲●ハルボルセン・・・パッサカリア●エネスコ・・・演奏会用小品 他

264 日本基督教団東梅田教会

４月

１日 18 30

大阪

アフター・アワーズ・セッション
《春はウィーンの香り
～ウィーンゆかりの作曲家を集めて》

日比浩一ｖｎ 池村佳子ｖｃ 右近恭子ｐ
植田恵子ｆｌ 松原央樹ｃｌ 渋井満ｈｒｎ

六重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ、ｆｌ、ｃｌ、ｈｒｎ

●シューベルト・・・ピアノ三重奏曲●トップラー・・・リギの思い出●ツェムリンスキー・・・幻想曲●モーツァルト・・・フルート・ソナタ

265 日本基督教団東梅田教会

１２月

２日 18 30

大阪

アフター・アワーズ・セッション
～ボヘミアを吹き抜ける風

右近恭子ｐ 日比浩一ｖｎ 三木香奈ｖa 池村佳子ｖｃ
植田恵子ｆｌ 大島弥州夫ob 松原央樹ｃｌ 東口泰之
国府利支恵（以上ｆｇ）

六重奏

ｐ、ｖｎ、ｖa、ｖｃ、ｆｌ、ob
ｃｌ、ｆｇ２

●マルティヌー・・・ピアノと木管のための六重奏曲●ドヴォルザーク・・・ピアノ四重奏曲●ゼレンカ・・・トリオ・ソナタ第３番

266 日本キリスト教団豊中教会

４月 ３０日 15 00

大阪

アムネスティ・インターナショナル
設立５０周年記念・日本コンサートツァー
《ヴラダン・コチ チェロコンサート in 豊中
～魂の自由と人間の尊厳を求めて》

ヴラダン・コチvc 有吉英奈p

二重奏

ｖc、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第４番●フランク・・・ソナタイ長調●コチ・・・深き淵より
●ドヴォルザーク・・・ロンドop.94●カサド・・・無伴奏チェロ組曲ニ長調 他

267 ノワ・アコルデ音楽アートサロン

２月

４日 19 00

大阪

北風にのってやって来る・・・《空飛ぶ笛》
デュオ結成３００公演突破記念ライブ！

江崎浩司（ｂｆｌ＆バロックob） 長久真実子ｐ

二重奏

ｂｆｌ、バロックob、p

●福田和禾子（江崎浩司編）・・・北風小僧の寒太郎●ヘンデル・・・オンブラ・マイ・フ
●J.S.バッハ・・・Ｇ線上のアリア●モーツァルト（江崎浩司編）・・・トルコ行進曲●モンティ・・・チャールダーシュ 他

268 ノワ・アコルデ音楽アートサロン

５月 １４日 18 30

大阪

磯部周平クラリネットコンサート
《ドイツロマン派の夕べ～美しき五月に》

磯部周平cl 大山宮和湖p 梅村憲子S

三重奏

cl、p、ｓ

●シューマン・・・幻想小曲集op73●シューベルト・・・岩の上の羊飼い●ブラームス・・・クラリネットソナタ第２番 他

269 白沙村荘大画室存古楼

３月 ２６日 16 00

京都

哲学の道プロムナード・コンサート１１５
《チェロとピアノのための名曲シリーズ２４
～２０１１春・パリ・ベル・エポックの薫り》

前田裕佳p 太田道宏vc

二重奏

p、ｖｃ

●サン＝サーンス・・・アレグロ・アパッショナート●フォーレ・・・エレジー●ショーソン・・・チェロとピアノのための小品op.39
●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ●フランク・・・チェロ・ソナタ（原曲：ヴァイオリン・ソナタ） 他

270 白沙村荘大画室存古楼

９月 ２４日 16 00

京都

哲学の道プロムナード・コンサート１１７
《２０１１秋・ピアノ・トリオ名曲シリーズ（２２）》

春本佳代ｐ 森本一人ｖｎ 太田道宏ｖｃ

三重奏

ｐ、ｖｎ、vc

●ハイドン・・・ピアノ三重奏曲第４１番●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第３番●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番

271 白沙村荘大画室存古楼

１１月

３日 15 00

京都

哲学の道プロムナード・コンサート１１８
《チェロとピアノのための名曲シリーズ２５
～ベートーヴェン・チェロとピアノのための作品全曲連続演奏会「第１
日」》

瀬崎紀子ｐ 太田道宏ｖｃ

二重奏

ｐ、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・ヘンデルのオラトリオ《ユダス・マカベウス》の主題による１２の変奏曲／
チェロ・ソナタ第１、３番／モーツァルトの歌劇《魔笛》の「恋を知る男たちは」の主題による７つの変奏曲

272 白沙村荘大画室存古楼

１１月

６日 15 00

京都

哲学の道プロムナード・コンサート１１９
《チェロとピアノのための作品全曲連続演奏会「第２日」》

瀬崎紀子ｐ 太田道宏ｖｃ

二重奏

ｐ、vc

●ベートーヴェン・・・モーツァルトの歌劇《魔笛》の「恋人か女房か」の主題による１２の変奏曲／チェロ・ソナタ 第２、４、５番

273 兵庫県立芸術文化センター

１月

５日 11 30

兵庫

ワンコイン・コンサート《戸澤淳ｔｂ～黄金の響き、トロンボーン》

戸澤淳ｔｂ 風早宏隆 盛岡佐和 藤井良太(以上ｔｂ) 遠藤直子ｐ

四重奏

ｔｂ３、ｐ

●ギルマン・・・交響的断章●ダヴィッド・・・トロンボーン小協奏曲変ホ長調
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番より「シャコンヌ」●ロッシーニ・・・歌劇《ウィリアム・テル》序曲 他

274 兵庫県立芸術文化センター

１月

５日 15 30

兵庫

ワンコイン・コンサート《戸澤淳ｔｂ～黄金の響き、トロンボーン》

戸澤淳ｔｂ 風早宏隆 盛岡佐和 藤井良太(以上ｔｂ) 遠藤直子ｐ

四重奏

ｔｂ３、ｐ

●ギルマン・・・交響的断章●ダヴィッド・・・トロンボーン小協奏曲変ホ長調
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番より「シャコンヌ」●ロッシーニ・・・歌劇《ウィリアム・テル》序曲 他

275 兵庫県立芸術文化センター

３月

５日 14 00

兵庫

ネマニャ☆プレゼンツ《悪魔のトリル》

ネマニャ・ラドゥロヴィッチｖｎ ギョーム・フォンタナローザ
フレデリック・ドュシュ（以上ｖｎ） ベルトラント・コスｖa
アンヌ・ビラニェｖｃ スタニスラス・クシンスキｃｂ

六重奏・外

ｖｎ３、ｖa、ｖｃ、ｃｂ

●クライスラー・・・プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ●ヴィエニャフスキ・・・伝説曲op.１７
●ヴィターリ・・・シャコンヌト短調●チャイコフスキー・・・なつかしい土地の思い出
●タルティーニ・・・ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》 他

276 兵庫県立芸術文化センター

３月 ２１日 14 00

兵庫

ヒラリー・ハーン ヴァイオリン・リサイタル

ヒラリー・ハーンvn ヴァレンティーナ・リシッツァp

二重奏・外

ｖｎ、ｐ

●タルティーニ（クライスラー編）・・・コレッリの主題による変奏曲●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》
●アイヴズ・・・ヴァイオリン・ソナタ第４番《キャンプの集いの子供の日》●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第１番
●アンタイル・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

277 兵庫県立芸術文化センター

３月 ２６日 14 00

兵庫

大型新人チェリスト 辻本玲vcデビュー！

辻本玲vc 有森直樹p

二重奏

vc、ｐ

●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
●エルガー・・・愛の挨拶●クライスラー・・・愛の喜び●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

３月 ２９日 11 30

兵庫

ワンコイン・コンサート《石上真由子vn～煌めくヴァイオリン》

石上真由子vn 船橋美穂p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ドビュッシー・・・亜麻色の髪の乙女●ラヴェル・・・ハバネラ/ヴァイオリン・ソナタ●サン＝サーンス・・・ハバネラ 他

279 兵庫県立芸術文化センター

３月 ２９日 15 00

兵庫

ワンコイン・コンサート《石上真由子vn～煌めくヴァイオリン》

石上真由子vn 船橋美穂p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ドビュッシー・・・亜麻色の髪の乙女●ラヴェル・・・ハバネラ/ヴァイオリン・ソナタ●サン＝サーンス・・・ハバネラ 他

280 兵庫県立芸術文化センター

４月

３日 16 30

兵庫

葉加瀬太郎vn クラシックシアター

葉加瀬太郎vn 他

アラカルト

vn p 他

● [第１部]ヴァイオリンとピアノによるブラームスのソナタ中心
[第２部]ピアノ＋ストリングスクインテットを加えての葉加瀬太郎のクラシカルな世界

281 兵庫県立芸術文化センター

５月

５日 14 30

兵庫

宮川彬良P&アンサンブル・ベガ 《子どもの日スペシャル》

宮川彬良p アンサンブル・ベガ〔辻井淳 釋伸司（以上ｖｎ）
馬渕昌子ｖa 近藤浩志ｖｃ 新真二ｃｂ 鈴木豊人ｃｌ
宇賀神広宣ｆｇ 池田重一ｈｒｎ〕 響敏也（構成＆台本）

アラカルト

ｖｎ２、ｖa、vc、ｃｂ
ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●デーレ（宮川彬良編）・・・すみれの花咲く部屋●メンデルスゾーン・・・結婚行進曲
●モーツァルト・・・哀しみのシンフォニー（交響曲第４０番）●シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ（ｖa版)
●ビゼー・・・歌劇《カルメン》より「闘牛士の歌」●宮川彬良・・・幸せのリズム 他

282 兵庫県立芸術文化センター

５月

８日 14 00

兵庫

平島譲二ギターコンサート

平島譲二g 平島幸子fl

二重奏

g、fl

●J.S バッハ・・・ガヴォット●タルレガ・・・アルハンブラの思い出●プホール・・・南十字星 他

283 兵庫県立芸術文化センター

６月 ２１日 19 00

兵庫

五嶋みどりｖｎ＆オズガー・アイディンｐ
デュオ・リサイタル２０１１

五嶋みどりｖｎ オズガー・アイディンｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２５番
●ヤナーチェク・・・ヴァイオリン・ソナタ●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタト長調
●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》 他

284 兵庫県立芸術文化センター

６月 ２２日 11 30

兵庫

ワンコイン・コンサート
《瀧村依里vn～風色のヴァイオリン》

瀧村依里vn 村田千佳p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クロル・・・バンジョーとフィドル●モンティ・・・チャールダーシュ●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

285 兵庫県立芸術文化センター

６月 ２２日 15 00

兵庫

ワンコイン・コンサート
《瀧村依里vn～風色のヴァイオリン》

瀧村依里vn 村田千佳p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クロル・・・バンジョーとフィドル●モンティ・・・チャールダーシュ●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

286 兵庫県立芸術文化センター

６月 ２５日 14 00

兵庫

プロムナード・コンサート
《フルート＆ハープ 名曲デュオ
～工藤重典fl＆グザヴィエ・ドゥ・メストレｈｐ》

工藤重典fl グザヴィエ・ドゥ・メストレｈｐ

二重奏

ｆｌ、ｈｐ

●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタBWV１０２０●クーラウ・・・《３つの幻想曲》より第２番
●ドビュッシー・・・月の光●ヒルゼ・・・フルートとハープのための組曲●トップラ―＆ザマラー・・・カジルダ幻想曲 他

287 兵庫県立芸術文化センター

８月 ２４日 11 30

兵庫

ワンコイン・コンサート
《赤堀裕之史tp～トランペット、目覚めの歌》

赤堀裕之史tp 大山宮和瑚p & org

三重奏

tp、org 、ｐ

●ネルーダ・・・トランペット協奏曲●ヴィヴァルディ(J.S.バッハ編）・・・協奏曲ニ長調
●ガーシュウィン・・・ラプソディ・イン・ブルー 他

288 兵庫県立芸術文化センター

１０月

６日 19 00

兵庫

来日２５周年 ４０歳記念コンサート
エフゲニー・キーシンｐ 室内楽

エフゲニー・キーシンｐ マルタ・アルゲリッチｐ
アレクサンドル・クニャーゼフｖｃ

二重奏・外

ｐ2、ｖｃ

●モーツァルト・・・４手のためのソナタK.１９d ●シューベルト・・・幻想曲ヘ短調
●シューマン・・・幻想小曲集op.７３●ラフマニノフ・・・チェロ・ソナタ●ショパン・・・スケルツォ第２番

289 兵庫県立芸術文化センター

１０月

７日 19 00

兵庫

来日２５周年記念演奏会
《チェロの巨匠 ミッシャ・マイスキーｖｃ≫

ミッシャ・マイスキーｖｃ リリー・マイスキーｐ サーシャ・マイスキーｖｎ

三重奏・外

ｐ、ｖｎ、ｖｃ

●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番●サラサーテ・・・《スペイン舞曲集》より第１番「祈り」
●アルベニス・・・タンゴ●カサド・・・愛の言葉●ファリャ・・・スペイン民謡組曲 他

290 兵庫県立芸術文化センター

１０月 ２９日 14 00

兵庫

ベルリン・バロック・ゾリステン with 樫本大進ｖｎ

ベルリン・バロック・ゾリステン

アラカルト

vn p 他

●ピゼンデル・・・弦楽のためのソナタハ短調
●J.S.バッハ・・・《音楽の捧げもの》より「６声のリチェルカーレ」
《フーガの技法》より「コントラプンクトゥスⅠ、Ⅸ」／２つのヴァイオリンのための協奏曲
●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲集《四季》

291 兵庫県立芸術文化センター

１１月

１日 11 30

兵庫

ワンコイン・コンサート
《小谷口直子～クラリネット・ファンタジスタ》

小谷口直子ｃｌ 塩見亮ｐ

二重奏

ｃｌ、p

●シューマン・・・３つのロマンス●ロヴェッリョ・・・ヴェルディの歌劇《椿姫》の主題による幻想曲 他

292 兵庫県立芸術文化センター

１１月 １３日 14 00

兵庫

プロムナード・コンサート
《松山冴花ｖｎ＆津田裕也ｐ・デュオリサイタル》

松山冴花ｖｎ 津田裕也ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●クライスラー・・・序奏とアレグロ／愛の喜び／愛の悲しみ／美しきロスマリン
●タルティーニ・・・ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン
●シェーンベルク・・・幻想曲●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》

293 兵庫県立芸術文化センター

１１月 ２２日 19 00

兵庫

驚異のブラス・アンサンブル！《ムノツィル・ブラス》

〔トーマス・ガンシュ ロベルト・ローター ローマン・リンドベルガー（以上ｔｐ）
ゲアハルト・フュッスル レオンハルト・パウル ゾルタン・キス（以上ｔｂ）
ヴィルフリート・ブランドシュテッタ―tub〕

七重奏・外

ｔｐ3、tb3、tub

●映画《００７》シリーズより／映画《サイコ》メイン・テーマ●ハチャトゥリアン・・・組曲《仮面舞踏会》より「ワルツ」
●ザヴィヌル・・・バードランド●ガンシュ…ジェラール・モナムール／ビック●パウル・・・カントリー・マッドネス 他

アラカルト

ｖn2、ｖa、vc、cb
cｌ、fg、ｈｒｎ

●デーレ（宮川彬良編）・・・すみれの花咲く部屋●宮城道雄・・・春の海(室内楽版)
●ブリテン・・・シンプル・シンフォニー●アンダーソン・・・プリンク・プレンク・プランク
●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

樫本大進ｖｎ

294 兵庫県立芸術文化センター（小）

１月

４日 15 00

兵庫

宮川彬良（P&トーク）＆アンサンブル・ベガニューイヤーコンサート

宮川彬良p アンサンブル・ベガ〔辻井淳 日比浩一(以上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〕

295 兵庫県立芸術文化センター(小)

１月 ２１日 19 00

兵庫

室内楽の魅力Vol.３～フランスのエスプリ

安藤史子ｆｌ 大谷玲子ｖｎ 大江のぞみva
林裕ｖｃ 篠崎史子ｈｐ

五重奏

ｆｌ、vn、va、vc、ｈｐ

●ピエルネ・・・自由な変奏とフィナーレ●カサドゥシュ・・・五重奏曲op.１０
●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●フローラン・シュミット・・・ロカイユ風組曲
●ルーセル・・・フルート、ヴィオラとチェロのための三重奏曲 他

296 兵庫県立芸術文化センター（小）

２月 １９日 14 00

兵庫

室内楽シリーズ２６《PAC STRING！》

豊嶋泰嗣ｖｎ 兵庫芸術文化センター管弦楽団メンバー

七重奏

vn2,va,vc 他

●サン＝サーンス・・・七重奏曲●ショーソン・・・ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲 他

297 兵庫県立芸術文化センター（小）

２月 ２３日 14 00

兵庫

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
《PACオーケストラ リサイタルシリーズ》

チャールズ・タイラーvc ポール・ウェールcb
マイケル・バイアリーcl

vc、cb、cl

●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第５番より「前奏曲」●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ
●ボッテジーニ・・・エレジー第１番●グリエール・・・２つの小品
●フランセ・・・主題と変奏●ブラームス・・・クラリネット・ソナタ第２番

三重奏・外

298 兵庫県立芸術文化センター(小)

３月

５日 13 00

兵庫

La camerata
～西田直孝先生の神戸女学院大学ご勇退を記念して

西田直孝 井口八重 小久見佳代 木村友香
後神麻衣 曽田友子 辻好 中村亜彌子 増田みのり
宗本舞 山口智子 山地梨絵（以上ｆｌ）
小泉佐智子 中村友美 橋本美奈子（以上ｐ）
南口麻耶ｖｃ 他

299 兵庫県立芸術文化センター（小）

３月

９日 14 00

兵庫

ワンコイン・コンサートNo.1アーティスト２００９
アンコールリサイタル《長原幸太ヴァイオリン・リサイタル》

長原幸太vn 藤井快哉p

300 兵庫県立芸術文化センター（小）

３月 １２日 14 00

兵庫

室内楽の旅
～ピアノと弦楽器によるアンサンブルの魅力

301 兵庫県立芸術文化センター（小）

３月 ２１日 14 00

兵庫

302 兵庫県立芸術文化センター（小）

３月 ２５日 19 00

303 兵庫県立芸術文化センター（小）

４月

304 兵庫県立芸術文化センター（小）

４月

ｆｌ１２、ｐ３、ｖｃ

●シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ●廣瀬量平・・・ブルートレイン
●クーラウ・・・フルート三重奏曲op.１３－２●ボザ・・・夏山の一日●C.P.E.バッハ・・・三重奏曲ホ長調 他.

二重奏

vn、ｐ

●J.S.バッハ・・・ヴァイオリン・ソナタ第2番●メンデルスゾーン・・・ヴァイオリン・ソナタヘ長調
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第10番●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第1番《雨の歌》

日比浩一ｖｎ 日野俊介ｖｃ 杉野和世ｐ

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第６番●シューマン・・・民謡風の５つの小品
●グリエール・・・８つの小品●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタ●ブリッジ・・・幻想的ピアノ三重奏曲

三柳香織SAXPHONE RECITAL

三柳香織sax 阪口敦子p

二重奏

sax、ｐ

●ブートリー・・・セレナード●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲●べリオ・・・セクエンツァⅨ b 他

兵庫

藤原真理、カントロフ＆メンデルスゾーン
モーツァルト・トリオ

モーツァルト・トリオ
〔ジャン＝ジャック・カントロフｖｎ
ウラディミール・メンデルスゾーンｖa 藤原真理ｖｃ〕

ｖｎ、ｖa、ｖｃ

●モーツァルト・・・アダージョとフーガ第１番（原曲：J.S.バッハ・・・平均律クラヴィーア曲集第１巻第８曲）
●ベートーヴェン・・・弦楽三重奏曲第４番／セレナードop.８
●シューベルト・・・弦楽三重奏曲第１番（第２楽章：ウラディミール・メンデルスゾーン校訂版、世界初演）

２日 14 00

兵庫

Ｃｏｎｃｅｒｔo di Primavera

大澤佳奈 雪原典子（以上ｐ）

二重奏

ｐ２

不詳

７日 19 00

兵庫

左手のピアノ五重奏

智内威雄ｐ マウロ・イウラート 若松みなみ（以上ｖｎ）
ザザ・ゴグアｖa 近藤浩志ｖｃ

五重奏

p、ｖｎ、ｖa 、ｖｃ

●コルンゴルト・・・組曲●シュミット・・・ピアノ五重奏曲

305 兵庫県立芸術文化センター（小）

４月 １７日 14 00

兵庫

寺神戸亮ｖｎ＆曽根麻矢子ｃemb デュオ・リサイタル

寺神戸亮ｖｎ 曽根麻矢子ｃemb

二重奏

vｎ、cemb

●デュフリ・・・《ヴァイオリン助奏付クラヴサン曲集》より/《クラヴサン曲集》より
●フランクール・・・ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタト短調
●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》
●テレマン・・・無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲第１２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３番

306 兵庫県立芸術文化センター（小）

４月 ２４日 14 00

兵庫

アンサンブル マリーズ フルートコンサート
《フルーツ・カクテル》

〔安川優子 原田利佳 林美保 堀古昭子（以上ｆｌ他）〕

四重奏

ｆｌ４

●伊藤康英・・・フルーツ・パフェ～４本のフルートのための組曲●J.S.バッハ・・・前奏曲とフーガより
●ドヴォルザーク・・・スラヴ舞曲より

307 兵庫県立芸術文化センター(小)

５月 １２日 19 00

兵庫

有希・マヌエラ・ヤンケ・ヴァイオリン・リサイタル

有希・マヌエラ・ヤンケvn 歩・マノン・ヤンケp

二重奏・外

ｖｎ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第８番●チャイコフスキー・・・《なつかしい土地の思い出》より「瞑想曲」
●バルトーク・・・ラプソディ第１番●ドヴォルザーク・・・ロマンティックな小品●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番

308 兵庫県立芸術文化センター（小）

５月 ２０日 19 00

兵庫

マンリコ・パドヴァ―二ｖｎ＆益子明美ｐ
デュオリサイタル

マンリコ・パドヴァ―二ｖｎ 益子明美ｐ

二重奏

vn、ｐ

●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●パガニーニ(シューマン編)・・・８つのカプリース
●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

309 兵庫県立芸術文化センター（小）

５月 ２２日 13 30

兵庫

クラシックギターデュオ いちむじん コンサート

いちむじん〔宇高靖人 山下俊輔（以上ｇ）〕

二重奏

ｇ２

●龍馬伝紀行テーマ曲/情熱大陸/ティアーズ・イン・ヘブン 他

310 兵庫県立芸術文化センター（小）

６月

１日 19 00

兵庫

クラリネット四重奏団アンサンブル・ソノリテ《名曲コンサート》

〔青山秀直 小俣静香 村西俊之 青山映道（以上ｃｌ）〕

四重奏

ｃｌ４

●J.シュトラウスⅡ・・・ポルカ《狩にて》●レスピーギ・・・《リュートのための古風な舞曲とアリア》第３組曲
●ハンディ・・・セント・ルイス・ブルース 他

311 兵庫県立芸術文化センター（小）

６月

２日 19 00

兵庫

Pivitto Concert Vol.１～意外とアリかも！？異色のトリオ誕生！！

名田綾子ｐ 根垣りのｖｎ 今木智彦ｆｇ

三重奏

p、vn、fg

●ドビュッシー・・・ピアノ三重奏曲●名田綾子・・・新作（世界初演）

312 兵庫県立芸術文化センター（小）

６月

３日 19 00

兵庫

世界音楽図鑑
《コラとチェロ バラケ・シソコ（コラ）＆ヴァンサン・セガールｖｃ》

バラケ・シソコ（コラ）＆ヴァンサン・セガールｖｃ

313 兵庫県立芸術文化センター（小）

６月 １４日 19 00

兵庫

木野雅之ｖｎ・依田正史ｐデュオ・リサイタル

木野雅之ｖｎ 依田正史ｐ

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ルクー・・・ヴァイオリン・ソナタ●ドビュッシー・・・狂詩曲第１番●シュトラウス・・・楽劇《ばらの騎士》より 他

314 兵庫県立芸術文化センター(小）

７月 １０日 14 00

兵庫

漆原啓子vn 《デビュー３０周年記念ヴァイオリン・リサイタル》

漆原啓子vn 有馬みどりp

二重奏

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D.574●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番
●ストラヴィンスキー・・・イタリア組曲 他

315 兵庫県立芸術文化センター（小）

７月 １４日 19 00

兵庫

ミュージック・フレンズ・コンサート

三田浩平ｖｎ 来田千佐登ｆｌ 柳楽由美子ｃｌ 他

三重奏

ｖｎ、ｆｌ、ｃｌ 他

不詳

316 兵庫県立芸術文化センター（小）

７月 １７日 14 00

兵庫

クレセント室内アンサンブル第１４回定期演奏会

クレセント室内アンサンブル

アラカルト

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ

●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ニ長調
●J.S.バッハ・・・チェンバロ協奏曲第４番●チャイコフスキー・・・弦楽四重奏曲第１番 他

317 兵庫県立芸術文化センター（小）

７月 ３１日 14 00

兵庫

横坂源ｖｃ＆幣隆太朗ｃｂデュオリサイタル２０１１《低弦の競演》

横坂源ｖｃ 幣隆太朗ｃｂ

二重奏

ｖｃ、ｃｂ

●ロッシーニ・・・チェロとコントラバスのための二重奏曲●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ
●ポッテシーニ・・・チェロとコントラバスのための二重奏曲●ライナー・・・コントラバス・ソナタ
●メノッティ(文屋充徳編)・・・チェロ、コントラバスとピアノのための組曲

318 兵庫県立芸術文化センター(小）

９月 ２５日 14 00

兵庫

藤原真理チェロ・リサイタル

清水和音p

二重奏

vc、ｐ

●エルガー・・・愛の挨拶●メンデルスゾーン・・・無言歌●シューマン・・・ロマンス第１番
●シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ●ショパン・・・チェロ・ソナタ

アラカルト

三重奏・外

アラカルト・外 vc 他

不詳

319 兵庫県立芸術文化センター（小）

１０月

８日 14 00

兵庫

兵庫県立芸術文化センター管弦楽団
室内楽シリーズ２９《PAC STRINGS！》

PACストリングスメンバー ルイジ・ピオヴァノｖｃ

八重奏

vn2、va、vc 他

●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》●モーツァルト・・・ディヴェルティメントK.１３６●メンデルスゾーン・・・弦楽八重奏曲

320 兵庫県立芸術文化センター（小）

１０月

９日 14 00

兵庫

アンサンブルの喜び～今村泰典luteと仲間達

ミハエル・シュナイダーｂｆｌ レベカ・ルソーgamb

三重奏

bfl、gamb

●カステッロ、フォンタナ、セルマ(１７世紀イタリア初期バロック)の作品
●テレマン・・・ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタニ長調●ヘンデル・・・リコーダーと通奏低音のためのソナタニ長調
●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第１番(テオルボ版)●ブロックヴィッツ・・・リコーダーのためのソナタニ短調 他

vn、vｃ、ｐ

●ドビュッシー・・・ミンストレル●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第５番《幽霊》
●ピアソラ・・・ヴァルダリート●リスト・・・ハンガリー狂詩曲第９番《ペストの謝肉祭》

ob、sax、cl、バスcl、fg

●ウェスリー・・・コント～リード楽器が組立てられ、アンサンブルが出来るまで
●グリーグ（ヘッケマ編）・・・ホルベルク組曲
●Ｒ．シュトラウス（ブックホールン編）・・・交響詩《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》
●バルトーク（ヘッケマ編）・・・ルーマニア民俗舞曲●ピアソラ（アルタウス編）・・・フガータ 他

ｇ２

●J.S.バッハ・・・イタリア協奏曲●ドビュッシー・・・アラベスク第１番 他

ｖc、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第３、５番/ピアノ・ソナタ第８番《悲愴》
モーツァルトの《魔笛》の「恋を知る男たちは」の主題による７つの変奏曲

七重奏

ｖｎ２、ｖa、ｖｃ、ｃｂ、ｐ

●ロータ・・・ゴッドファーザー／ゴッドファーザーPart２／ロメオとジュリエット
太陽がいっぱい／カビリアの夜／魂のジュリエッタ 他

中山裕一（バロック・ヴァイオリン） 高田泰治ｃｅｍｂ 曽田健ｖｃ

二重奏

バロックvn、ｃｅｍｂ、ｖｃ

●コレッリ・・・ヴァイオリン・ソナタ第８番●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン・ソナタRV.３１
●ソミス・・・ヴァイオリン・ソナタop.２－１０●ルクレール・・・ヴァイオリン・ソナタop.５－１１，９－４
●ヘンデル・・・ヴァイオリン・ソナタHWV３７１●J.S.バッハ・・・ヴァイオリン・ソナタ第６番

スーパーリコーダーカルテットtour２０１１
～こんなリコーダーが聴きたかった！Vol.7（クリスマスプログラム）

スーパーリコーダーカルテット
〔藤田隆 秋山滋 北村雅彦 松浦孝成（以上ｂｆｌ）〕

四重奏

ｂｆｌ４

●チャールトン・・・空想の花束●テレマン・・・協奏曲ヘ長調 ●ワーク（木村知之編）・・・大きな古時計
●山本喜三・・・人形峠●シュテプス・・・７つの笛の踊り 他

兵庫

ＣＤリリース記念 ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット コンサート

平野公崇 田中拓也 西本淳 大石将紀（以上sax）

四重奏

sax４

●ラヴェル・・・《クープランの墓》より「前奏曲」●グラズノフ・・・サクソフォン四重奏曲
●武満徹・・・ブルーオーロラ●バルトーク・・・《ミクロコスモス》より●平野公崇・・・新曲 他

１２月 １５日 19 00

兵庫

室内楽の魅力Vol.４
《フルートデュオの愉しみ
～プラチナフルートが織り成す奇跡のアンサンブル》

安藤史子 加藤元章（以上ｆｌ） 野間春美ｐ＆cemb 林裕ｖｃ

三重奏

ｆｌ２、ｐ、cemb、ｖｃ

●テレマン・・・トリエット第２番●J.S.バッハ・・・トリオ・ソナタBWV１029
● ダマーズ・・・２本のフルートとピアノのための三重奏曲●ヴィラ＝ロボス・・・ジェットホイッスル
●Ｔ．ベーム・・・２本のフルートのためのコンチェルタンテop.7 他

１２月 ２０日 19 00

兵庫

弘子＆アルヴィン モイジー ジョイントリサイタル

弘子モイジーｖｎ アルヴィン・モイジーｐ

二重奏

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》
●リスト・・・巡礼の年第２年《イタリア》よりソナタ風幻想曲「ダンテを読んで」

331 兵庫県立美術館芸術の館アトリエ

１月 ３０日 15 00

兵庫

四次元三重奏団「第二章」
～ある偉大な芸術家の思い出

四次元三重奏団〔藤井快哉ｐ 馬渕清香ｖｎ 池村佳子ｖｃ〕

三重奏

ｐ、ｖｎ、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第５番《幽霊》●チャイコフスキー・・・ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》

332 兵庫県立美術館芸術の館アトリエ

３月 ２０日 15 00

兵庫

兵庫県立美術館ミュージアムコンサート
四季シリーズ ファイナルコンサート
《北浦洋子ヴァイオリン・リサイタル》

藤井快哉p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●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
●レスピーギ・・・ヴァイオリン・ソナタロ短調●ファリャ・・・スペイン民謡組曲

333 枚方市市民会館

８月 ２０日 15 00

大阪

高嶋ちさ子ｖｎトーク＆コンサート《ちさ子の部屋》

高嶋ちさ子vn キダ・タロー(ゲスト)

二重奏

vn 他

●モンティ・・・チャールダーシュ●カッチーニ・・・アヴェ・マリア
●ハチャトゥリアン・・・劇音楽《仮面舞踏会》より「ワルツ」●キダ・タロー・・・永遠のキダメロディ 他

334 ビルボードライブ大阪

１２月 １０日 18 00

大阪

小松亮太（バンドネオン） with ラス・トタンゴ・センセーションズ

小松亮太（バンドネオン） 鈴木厚志ｐ 天野清継ｇ 近藤久美子ｖｎ 田中伸司ｃｂ

五重奏

ｐ、ｇ、ｖｎ、ｃｂ、ｂｎ

不詳

335 ビルボードライブ大阪

１２月 １０日 21 00

大阪

小松亮太（バンドネオン） with ラス・トタンゴ・センセーションズ

小松亮太（バンドネオン） 鈴木厚志ｐ 天野清継ｇ 近藤久美子ｖｎ 田中伸司ｃｂ

五重奏

ｐ、ｇ、ｖｎ、ｃｂ、ｂｎ

不詳

336 びわ湖ホール

１月 １６日 16 00

滋賀

びわ湖ホール名曲コンサート《前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル》

前橋汀子vn 松本和将p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●エルガー・・・愛の挨拶●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２４番
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●ドヴォルザーク・・・わが母の教え給いし歌
●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第１，２，５番 他

337 びわ湖ホール

８月 １９日 18 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～ワルター・アウアーfl》

ワルター・アウアーfl 藤田雅p

二重奏・外

fl、ｐ

●ブリチャルディ・・・ローエングリン・ファンタジー●エネスコ・・・カンタービレとプレスト
●アルカレー・・・アン・パサン（日本初演）●ドビュッシー・・・シリンクス
●コッティングニー・・・歌劇《ノルマ》の主題による華麗なる変奏曲

338 びわ湖ホール

８月 １９日 19 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～スーザン・ホップナーfl》

スーザン・ホップナーfl 與口理恵p

二重奏・外

fl、ｐ

●J.S.バッハ・・・無伴奏フルートのためのパルティータ●カラヴァジリス・・・フルート・ソナタ（世界初演）
●サンカン・・・ソナチネ●ジョリヴェ・・・リノスの歌

339 びわ湖ホール

８月 １９日 20 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～マクサンス・ラリューfl》

マクサンス・ラリューfl 石橋尚子p

二重奏・外

fl、ｐ

●J.S.バッハ・・・ソナタＢＷＶ５２９●モーツァルト・・・ソナタK.４５４●ベートーヴェン・・・セレナードop.8
●ショパン・・・ロッシーニの主題による変奏曲●ドビュッシー・・・ビリティスの歌

340 びわ湖ホール

９月 １７日 14 00

滋賀

びわ湖ホール名曲コンサート
《村治佳織＆奏一ギター・デュオ≫

村治佳織 村治奏一（以上ｇ）

二重奏

ｇ２

●ソル・・・２人の友●グラナドス・・・歌劇《ゴイェスカス》間奏曲
●ファリャ・・・歌劇《はかなき人生》より「スペイン舞曲第１番」●村治奏一・・・コダマ・スケッチ
●ピアソラ・・・タンゴ組曲 他

341 びわ湖ホール(中）

４月 ２９日 17 45

滋賀

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号１２３】

プラジャーク弦楽四重奏団

四重奏・外

vn2、va、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１０番《ハープ》、１１番《セリオーソ》

342 びわ湖ホール(中）

４月 ３０日 10 00

滋賀

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号２２１】

竹澤恭子ｖｎ アンヌ・ケフェレックｐ

二重奏・外

ｖｎ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ピアノ・ソナタ第１４番《月光》/ヴァイオリン・ソナタ第１番、５番《春》

343 びわ湖ホール(中)

８月 １９日 16 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《コンサート～マグナムトリオ》

マグナムトリオ〔多久潤一朗 神田勇哉 梶原一紘(以上ｆｌ)〕

ｆｌ3

●多久潤一朗・・・マグナムアラブ／MONJU

321 兵庫県立芸術文化センター（小）

１０月 １５日 14 00

兵庫

トリオ・ミンストレル コンサートツアー２０１１(大阪公演)

〔木野雅之ｖｎ 小川剛一郎ｖｃ 北住淳ｐ〕

322 兵庫県立芸術文化センター(小)

１０月 ３０日 14 00

兵庫

カレファックス・リード・クィンテット

〔オリヴァ―ブックホールンob ラーフ・ヘッケマsax
イーヴァル・べリックスｃｌ イェルテ・アルタウス（バスｃｌ）
アルバン・ウェスリーｆｇ〕

323 兵庫県立芸術文化センター（小）

１１月 １３日 14 00

兵庫

ピノ・エテルナ ギターデュオ リサイタル

〔エリカ・シュトローブル 松永一文(以上ｇ)〕

324 兵庫県立芸術文化センター(小）

１１月 １９日 14 00

兵庫

フランツ・バルトロメイ チェロ・リサイタル

コルネリア・ヘルマンp フランツ・バルトロメイvc

325 兵庫県立芸術文化センター（小）

１２月

３日 15 00

兵庫

ニーノ・ロータ生誕１００年ライブ
三浦一馬（バンドネオン）meets Nino Rota

三浦一馬（バンドネオン） 荒井英治 依田真宣（以上ｖｎ） 須田祥子ｖa 植木昭雄ｖｃ
黒木岩寿ｃｂ 山田武彦（ｐ＆編曲）

326 兵庫県立芸術文化センター（小）

１２月

７日 19 00

兵庫

J.M.ルクレールのルーツを探る旅
《中山裕一バロック・ヴァイオリンリサイタル》

327 兵庫県立芸術文化センター（小）

１２月

８日 19 00

兵庫

328 兵庫県立芸術文化センター（小）

１２月 １４日 19 00

329 兵庫県立芸術文化センター（小）

330 兵庫県立芸術文化センター（小）

三重奏

五重奏・外

二重奏

二重奏・外

三重奏

344 びわ湖ホール(中)

８月 １９日 14 30

滋賀

第１5回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《コンサート～熊本尚美ショーロバンド》

熊本尚美ｆｌ 他

345 びわ湖ホール(中)

１０月 １６日 14 00

滋賀

ＮＨＫ大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」関連事業
江の時代の音楽《ガブリエリの響き～天正少年使節が聴いた音楽》

大阪交響楽団ブラスセクション 弥勒忠史ｃｔ 澤村翔子ｓ 中村敬一(演出)他

346 びわ湖ホール（小）

２月 ２４日 19 00

滋賀

しがぎんホールスペシャルコンサートシリーズvol.5
《１３管の魅力「ハルモニームジーク》

八段悠子 白子正樹（以上cl)
福井聡 蔭山晶子（以上バセットホルン）
高山郁子 左古典子 （以上ob) 中野陽一朗 岡本真弓（以上fg)
福川伸陽 蒲生絢子 木川博史 三谷政代（以上hrn) 黒川冬貴cb

347 びわ湖ホール(小）

３月 ２６日 19 00

滋賀

林尚子ｐ＆アンドレアス・ガハプカｃｌ《Mozart》

林尚子ｐ アンドレアス・ガハプカｃｌ 松永みどり弦楽四重奏団 水原琢秀cl

348 びわ湖ホール(小）

４月 ２９日 15 30

滋賀

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号１３１】

349 びわ湖ホール(小）

４月 ２９日 17 45

滋賀

350 びわ湖ホール(小）

４月 ３０日 10 00

351 びわ湖ホール(小）

三重奏

ｆｌ

●シルヴァ・・・マルガリーダ、マズルカ 他

アラカルト

ct、s

●ガブリエリ・・・ピアノとフォルテのソナタ／カンツォン・ぺル・ソナーレ 他

アラカルト

cl、fg、hrn、cb
バセットホルン

●ベートーヴェン・・・交響曲第７番（九重奏版）●モーツァルト・・・セレナード第１０番《グラン・パルティータ》

五重奏

p、cl２

●モーツァルト・・・クラリネット五重奏曲《シュタトラー》/クラリネット三重奏曲《ケーゲルシュタット・トリオ》/ピアノ四重奏曲第２番

ジェラール・プーレｖｎ 川島余里ｐ

二重奏・外

vｎ、p

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第７、９番《クロイツェル》

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号１３２】

トリオ・ヴァンダラー（ｐ三重奏）

三重奏・外

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》、５番《幽霊》

滋賀

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号２３１】

アンリ・ドマルケットｖｃ アダム・ラルームｐ

二重奏・外

ｖｃ、ｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第２、４、５番

４月 ３０日 15 45

滋賀

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号２３３】

トリオ・ヴァンダラー（ｐ三重奏）

三重奏・外

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番《大公》

352 びわ湖ホール(小）

４月 ３０日 18 30

滋賀

ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１１
【公演番号２３４】

プラジャーク弦楽四重奏団

四重奏・外

vn2、va、ｖｃ

●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１５番/大フーガ

353 びわ湖ホール（小）

６月 ２６日 15 00

滋賀

気軽にクラシックVol3《高橋敦トランペット・リサイタル》

高橋敦tp 白石光隆p

二重奏

ｔｐ、ｐ

●ハイドン・・・トランペット協奏曲変ホ長調第１楽章●フンメル・・・トランペット協奏曲変ホ長調第３楽章
●J.S. バッハ・・・主よ、人の望みの喜びよ●ガーシュウィン・・・ラプソディ・イン・ブルー
●ロータ・・・映画《道》より●リード・・・トランペット協奏曲より 他

354 びわ湖ホール(小）

８月 ２０日 12 30

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～日本のオーケストラ奏者 戸田敦fl》

戸田敦fl 石橋尚子p

二重奏

fl、ｐ

●チャルディ・・・ロシアの謝肉祭●山田武彦・・・「Pour Jean」●カゼルラ・・・シシリエンヌとブルレスク 他

355 びわ湖ホール(小）

８月 ２０日 15 30

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～ミンディ・カウフマンpicc》

ミンディ・カウフマンpicc 白尾絵里p

二重奏・外

fl、ｐ

●クラス・・・スイト・アン・デュオ●ドップラー・・・森の小鳥
●エワイゼン・・・フルート・ソナタ（日本初演）●ドーマン・・・ピッコロ協奏曲（日本初演）

356 びわ湖ホール(小）

８月 ２１日 11 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《コンクール部門入賞者コンサート》

新村理々愛fl 奥本華菜子picc 他

二重奏

fl、picc

●ドップラー・・・アンダンテとロンド●福島弘和・・・雪明りの幻想●吉松隆・・・さえずり鳥ブログ 他

357 びわ湖ホール(小）

８月 ２１日 14 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～高木綾子fl》

高木綾子fl 與口理恵p

二重奏

fl、ｐ

●プーランク・・・ソナタ●J.Sバッハ・・・パルティータ●武満徹・・・エア●バートン・・・フルートとピアノのためのソナチネ

358 びわ湖ホール(小）

８月 ２１日 16 00

滋賀

第１５回日本フルートコンヴェンションin滋賀
《リサイタル～日本のオーケストラ奏者 白尾彰fl》

白尾彰fl 白尾絵里p

二重奏

fl、ｐ

●ドップラー・・・ヴァラキア地方の歌●C.P.E.バッハ・・・ソナタＷｑ－１３２●ドビュッシー・・・牧神の午後への前奏曲 他

359 びわ湖ホール(小)

１０月 １０日 14 00

滋賀

ＮＨＫ大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」関連事業
江の時代の音楽
《古楽アンサンブル アントネッロ～西洋音楽との出会い》

アントネッロ〔濱田芳通ｃｏｒ＆ｂｆｌ 石川かおりgamb 西山まりえｈｐ〕
澤村翔子（Ｓ＆ナレーション） 春日保人(Br＆ｆｌ＆篠笛＆一節切)
矢野薫ｃemb

ccr、ｂｆｌ、ho、Ｓ，Ｂfl,
cemb

●かごめ／ラス・ヴァカス／グローリア 他

360 びわ湖ホール(小)

１０月 １９日 19 00

滋賀

ヘーデンボルク・直樹ｖｃ(アンサンブル・ラロ)によるレクチャーコンサート

アンサンブル・ラロ 吉田秀ｃｂ

五重奏

vn、va、ｖｃ、p、cb

●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》第４楽章

361 びわ湖ホール(小)

１０月 ２０日 14 00

滋賀

びわ湖大津 秋の音楽祭～びわ湖の午後３７《アンサンブル・ラロ》

アンサンブル・ラロ〔ダイアナ・ケトラーｐ
アレクサンダー・シコトヴェツキ―ｖｎ ラズヴァン・ポポヴィッチｖa
ヘーデンボルク・直樹ｖｃ〕 吉田秀ｃｂ

五重奏・外

ｐ、vn、va、vc、ｃｂ

●マーラー・・・ピアノ四重奏曲断章
●リスト・・・忘れられたロマンス／エレジー第１，２番／
巡礼の年第１年《スイス》より「オーベルマンの谷」（作曲者自身によるｐ三重奏版)
●シューベルトー・・・ピアノ五重奏曲《ます》

362 びわ湖ホール・メインロビー

５月 １６日 13 00

滋賀

びわ湖ホール ロビーコンサート
《バロックコンサート～珠玉のフランスバロック音楽》

河野正孝ob 高森真貴子ｖｎ 成川昭代ｖｃ 河野まり子ｃemb

四重奏

ob、vn、vc、cemb

●オトテール・・・トリオ・ソナタより●クープラン・・・第９コンセール●デュフリ・・・《クラヴサン曲集》より「フォクレー」「塔」

363 びわ湖ホール・メインロビー

６月 ２９日 13 00

滋賀

びわ湖ホール ロビーコンサート

ドミトリー・マルキンob 鈴木華重子ｐ

二重奏

ob、ｐ

不詳

364 フィガロホール

１０月 ２９日 15 00

滋賀

フィガロ「弦楽友の会」コンサート《林裕チェロコンサートⅡ》

林裕ｖｃ 鈴木華重子ｐ

二重奏

ｖｃ、ｐ

不詳

365 文芸セミナリヨ

４月 １０日 14 00

京都

岡山理絵オーボエ・リサイタル

岡山理絵ob 光永秀子p 出口かよ子fl 白子正樹cl 辻純更(vo＆語り）

四重奏

ob、fl、cl、p

●シューマン・・・５つの民謡曲集より●バスクッリ・・・ベッリーニへのオマージュ
●ブリテン・・・オヴィディウスによる６つの変容●アーノルド・・・ディヴェルティメント●木下亜由美編・・・春の歌あそび（仮称） 他

366 文芸セミナリヨ

７月 １６日 10 30

京都

ワンコイン・コンサート Series４９《音楽の世界めぐり》

Ensemble Mint〔桒原七菜子ｖｎ 江口陽子ｖｃ 桒原日菜子ｐ〕

三重奏

ｖｎ、ｖｃ、ｐ

不詳

アラカルト

367 文芸セミナリヨ

８月 ２０日 10 30

京都

ワンコインコンサート Series５０ 《ラッパ吹きの運動会》

GAHMAN BRASS〔池田悠人ｔｐ 仁科秀隆ｔｂ 菱谷祐衣ｐ〕

三重奏

ｔｐ、ｔｂ、ｐ

不詳

368

ホテルエルセラーン大阪
エルセラーンホール

７月 １７日 18 00

大阪

「東日本大震災」被災地復興支援コンサート
ポーランドフェスティバルinエルセラーン
《髙木知寿子ワルシャワピアノトリオ～ピアノトリオコンサート》

〔髙木知寿子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〕

三重奏

ｐ、ｖｎ、ｖｃ

●C.シューマン・・・ピアノ三重奏曲●ラフマニノフ・・・ピアノ三重奏曲第１番《悲しみの三重奏曲》
●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番

369

ホテルエルセラーン大阪
エルセラーンホール

７月 １８日 10 00

大阪

「東日本大震災」被災地復興支援コンサート
ポーランドフェスティバルinエルセラーン
《髙木知寿子ワルシャワピアノトリオ～ピアノトリオコンサート》

〔髙木知寿子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〕

三重奏

ｐ、ｖｎ、ｖｃ

●エルガー・・・愛の挨拶●日本唱歌《もみじ》●ラフマニノフ・・・ヴォカリ―ズ
●J.S.バッハ・・・主よ、人の望みの喜びよ●チャイコフスキー・・・花のワルツ 他

370

三木山森林公園
森の音楽ホール

２日 18 00

兵庫

ミハル・カニュカｖｃ＆伊藤ルミｐ スーパーデュオ

ミハル・カニュカｖｃ 伊藤ルミｐ

二重奏

ｖｃ、ｐ

不詳

371 ムラマツリサイタルホール新大阪

６月 １７日 19 00

大阪

チェコ・フィルハーモニー・ゾリステン

〔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・ポンジェリーチェクｖa フランティシェク・ホストｖｃ
イルジー・フデッツｃｂ〕吉鷹奈津子ｐ

ｖｎ2、ｖa、vc、cb、ｐ

●パッヘルベル・・・カノン
● モーツァルト・・・セレナード第１３番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》/ ピアノ協奏曲第１２番（ｐ六重奏版）
●シューベルト・・・楽興の時第３番● ドヴォルザーク２つのワルツ/ユモレスク

372 ムラマツリサイタルホール新大阪

１０月 １６日 14 00

大阪

村西俊之クラリネット・リサイタル

村西俊之cl 宇田川妙p セレナイト弦楽四重奏団

五重奏

vn、vc、va、ｃｌ、ｐ

●ブラームス・・・クラリネット五重奏曲●カヴァリーニ・・・ヴェニスの謝肉祭
●ハーデルマン・・・スポットライト・オン・ザ・バスクラリネット

373 ムラマツリサイタルホール新大阪

１２月

３日 14 00

大阪

第５回定期演奏会 クラリネットアンサンブル Ensemble Böhler

新暁子 岡崎靖恵 酒井舞子 寺岡陽子
中尾さくら 中平沙希（以上ｃｌ）

六重奏

ｃｌ６

●モーツァルト・・・歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》序曲／ディヴェルティメント第４番
●アルビノーニ・・・４本のクラリネットのためのソナタ●デポルト・・・フランス組曲
●ボロディン・・・弦楽四重奏曲第２番第３楽章《夜想曲》●ベートーヴェン・・・六重奏曲op.７１

374 守山市民ホール

１１月 １２日 14 00

滋賀

スローカー・トロンボーン四重奏団

〔ブラニミール・スローカー アルミン・バッハマン
ヴァシル・クリストフ ジョルジュ・ジヴィジャーン(以上ｔｂ)〕

四重奏・外

ｔｂ４

375 八尾市文化会館プリズムホール

８月 ２１日 14 00

大阪

高嶋ちさ子ｖｎトーク＆コンサート《ちさ子の部屋》

高嶋ちさ子ｖｎ キダ・タロー(ゲスト)

アラカルト

vn 他

●モンティ・・・チャールダーシュ●カッチーニ・・・アヴェ・マリア
●ハチャトゥリアン・・・劇音楽《仮面舞踏会》より「ワルツ」●キダ・タロー・・・永遠のキダメロディ 他

376 大和高田文化会館さざんかホール

５月

１日 15 00

奈良

テオフィルス・トリオ コンサート

テオフィルス・トリオ〔アルバート・ロトｐ マーク・ゴトーニｖｎ 水戸川優子ｖｃ〕

ｐ、ｖｎ、vc

●コダーイ・・・ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲●リスト・・・愛の夢第３番/ハンガリー狂詩曲第８番
●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番

377 ヤマハミュージックサロン千里

１２月 １４日 19 00

大阪

リチャード・トッド ホルン・リサイタル

遠藤直子 柴田敏孝（以上p)
須川崇志b 堀越彰cls

ｈｒ、ｐ２、ｂ、ｃｌｓ

●シューマン・・・幻想小曲集op.73●フランセ・・・ディヴェルティメント
●ジョーンズ・・・ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ
●ロンバーグ・・・ソフトリー・アズ・モーニング・サンライズ
●トッド・・・Discovery(through the eyes of a child)/Central Avenue Strut 他

378 山村サロン

１１月

６日 17 00

兵庫

２１世紀音楽浴Vol.２２
《音楽における具象と抽象》
ピエール＝イヴ・アルトーｆｌ＆久保洋子ｐデュオ・リサイタル

ピエール＝イヴ・アルトーｆｌ＆久保洋子ｐ

二重奏

ｆｌ、ｐ

●C.P.E.バッハ・・・フルートと通奏低音のためのソナタWq.１２４●尹伊桑・・・ソリ
●久保洋子・・・リシェス（世界初演）●ルーセル・・・フルートを吹く人たち
●アルトー・・・エオル●近藤圭・・・翁が大地の上で舞っている

８月 ２８日 19 30

大阪

チェロ＆ギター 癒し系デュオ ライブ

荻野健ｖｃ、日南智之ｇ

二重奏

ｖｃ、ｇ

●ヴィヴァルディ・・・チェロと通奏低音のためのソナタ第３番●サン＝サーンス・・・白鳥
●グラナドス・・・スペイン舞曲第５番●アルベニス・・・カディス 他

２日 19 00

大阪

懸田貴嗣（バロックｖｃ）＆重岡麻衣（フォルテｐ）DUO Recital

懸田貴嗣（バロックｖｃ） 重岡麻衣（フォルテｐ）

二重奏

バロックｖｃ、フォルテｐ

●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第１番／ヘンデルのオラトリオ《ユダス・マカベウス》の主題による１２の変奏曲
ロンドop.５１－１／ピアノ・ソナタ第３番●クラフト・・・チェロ・ソナタ第１番

381 栗東芸術文化会館さきらホール（小）

７月 １３日 19 00

滋賀

ウィーンの宝石箱
《椙山久美ｖｎ＆上田晴子pデュオリサイタル》(栗東公演)

椙山久美ｖｎ 上田晴子p

二重奏

ｖｎ、ｐ

●ベートーヴェン・・・ロマンスop.５０/ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》
●モーツァルト(ヘルマン編)・・・アダージョK.２６１●ブラームス・・・《F.A..E.ソナタ》より「スケルツォ」
●ゴドフスキー(クライスラー編)・・・なつかしのウィーン●都平有美・・・プラターの夕暮
●ドヴォルザーク(クライスラー編)・・・わが母の教え給いし歌●クライスラー・・・ウィーン風小行進曲 他

382 ろくさろん

９月

４日 17 00

奈良

チェロ＆ギター 超癒し系デュオライブ《奈良公演》

荻野健ｖｃ 日南智之ｇ

二重奏

ｖｃ、ｇ

●ヴィヴァルディ・・・チェロと通奏低音のためのソナタ第３番●カザルス・・・鳥の歌
●サン＝サーンス・・・白鳥●ヴィラ＝ロボス・・・黒鳥の歌●グラナドス・・・スペイン舞曲第５番 他

383 和歌山市民会館(小)

２月

６日 14 00 和歌山

第３１回 紀陽コンサート
《田部京子ｐ＆矢部達哉ｖｎ＆古川展生ｖｃソロ・デュオ・トリオ》

田部京子p 矢部達哉ｖｎ 古川展生ｖｃ

三重奏

p、ｖｎ、ｖｃ

●モーツァルト・・・幻想曲K.397●リスト・・・愛の夢第３番●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番《大公》 他

379 ライブスポット・ブラウニー

380

リーガロイヤルホテル
ザ・クリスタルチャペル

１２月

１２月

六重奏・外

三重奏

四重奏・外

●ミシェル・・祝典のための音楽●ヘンデル・・・王宮の花火の音楽●フランシスク・・・組曲
●J.シュトラウスⅡ・・・喜歌劇《こうもり》序曲●チマローザ・・・歌劇《みじめな劇場支配人》序曲 他

