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Ｎｏ 会場 月 日 時 刻 都道府県 演奏会名 団体名 ジャンル 編成 演奏曲目

1 ＡＴＣ・潮風のステージ ４月 ６日 12 00 大阪 大阪市音楽団  春のおでかけコンサート２０１２ in ATC 大阪市音楽団サクソフォン４重奏 四重奏 sax４ 不詳

2 Conservatory Chez Mozart ９月 １７日 14 30 奈良
ちょっと本気でティータイムコンサートVol.７
ドビュッシー生誕１５０年記念シリーズ１．《異国へのあこがれ》

初田章子ｆｌ　岡田真季ｐ 二重奏 ｆｌ、ｐ ●ドビュッシー・・・前奏曲集より●ゴダール・・・組曲　他

3 Demain（ドゥマン）・４階RICORDI ７月 １日 11 00 兵庫 Trio Babar  ～ムーラン・ド・ラ・ギャレット《バロック》 〔落合桜p　崎元蘭奈ｖｃ　片寄伸也ｆｇ〕 三重奏 p、vc、ｆｇ 不詳

4 Demain（ドゥマン）・４階RICORDI ７月 １日 13 30 兵庫 Trio Babar  ～ムーラン・ド・ラ・ギャレット《ロマン》 〔落合桜p　崎元蘭奈ｖｃ　片寄伸也ｆｇ〕 三重奏 p、vc、ｆｇ 不詳

5 Demain（ドゥマン）・４階RICORDI ７月 １日 16 00 兵庫 Trio Babar  ～ムーラン・ド・ラ・ギャレット《近代》 〔落合桜p　崎元蘭奈ｖｃ　片寄伸也ｆｇ〕 三重奏 p、vc、ｆｇ 不詳

6 青山音楽記念館バロックザール ２月 ２６日 14 30 京都
(財）青山財団助成公演
《柴田高明マンドリン・リサイタル～１８世紀と現代》

柴田高明mand 葛西賀子fl 小澤洋介vc 三重奏 mand、fl、vc
●小林由直・・・委嘱作品～マンドリン・フルート・チェロのための～●桑原康雄・・・無言の扉
●J.Sバッハ・・・シャコンヌ●ジュリアーニ・・・フルートとマンドリンの二重奏曲●レオーネ・・・ソナタ第１番

7 青山音楽記念館バロックザール ３月 17日 18 00 京都
（財）青山財団助成公演
《土肥敬チェロ・リサイタル》

土肥敬vc 榊原契保p 二重奏 ｖｃ、p ●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第６番●サン＝サーンス・・・チェロ・ソナタ第１番●シューマン・・・民謡風の５つの小品

8 青山音楽記念館バロックザール ３月 ２５日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《ブラームスとシューマン～新たなる境地へ・・・運命の出会い》

森下幸路ｖｎ 大町剛ｖｃ　今田景子p 三重奏 vn、vc、p ●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１番●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第２番

9 青山音楽記念館バロックザール ３月 ３０日 19 00 京都
(財)青山財団助成公演
《西谷玲子ｐアンサンブルシリーズVol.７～ヴィオラの春》

西谷玲子ｐ　田代直子ｖa 二重奏 ｐ、ｖa
●シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ●J.S.バッハ・・・ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第３番
●ブラームス・・・ヴィオラ・ソナタop.１２０－２　他

10 青山音楽記念館バロックザール ５月 １６日 19 00 京都
(財)青山財団助成公演
《ヴィオラ・チェロ・ピアノによるアンサンブルコンサート
～Centre of harmony》

山本由美子ｖａ　山本善哉ｖｃ　ブルース・フォークトｐ 三重奏 ｖa、ｖｃ、ｐ
●ベートーヴェン・・・２つのオブリガート眼鏡付の二重奏曲●ヒンデミット・・・ヴィオラ・ソナタop.２５－４
●ブラームス・・・クラリネット三重奏曲　他

11 青山音楽記念館バロックザール ５月 ２０日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《Duo bel Sogno Violin Duo Concert Vol.６》

Duo bel Sogno〔中村公俊　中村仁美（以上ｖｎ）〕 二重奏 ｖｎ２
●C.-A.べリオ・・・２つのヴァイオリンのための３つの演奏会用二重奏曲op.５７
   バレエ音楽《スペインの王子》の主題による６つの二重奏曲op.１１３

12 青山音楽記念館バロックザール ５月 ２６日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《京都ホルントリオ～室内楽で聴くホルンの魅力》

〔小椋順二ｈｒｎ　田村安祐美ｖｎ　岡純子ｐ〕 三重奏 ｈｒｎ、ｖｎ、ｐ
●ケクラン・・・４つの小品●ツェルニー・・・ヴァイオリン、ホルンとピアノのためのプルミエ・グラン・トリオ
●ブラームス・・・ホルン三重奏曲

13 青山音楽記念館バロックザール ６月 １６日 15 00 京都
（財）青山財団助成公演
《J.Sバッハを弾く～富田牧子チェロ・リサイタル》

富田牧子vc 有賀のゆりcemb 二重奏 vc、 cemb ●J.Sバッハ・・・ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第１～３番/無伴奏チェロ組曲第２番

14 青山音楽記念館バロックザール ７月 １日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《イマ・コンサート・イン・ジャパン「松田洋子ｖｎと仲間たち」京都公演》

松田洋子ｖｎ 瀬川光子ｖｎ　松実健太ｖa　菅野博文　ダニエル・ロスミュラー（以上vc） 五重奏 ｖｎ、ｖa、ｖｃ２
●ボッケリーニ・・・弦楽五重奏曲ハ長調●ストラヴィンスキー・・・弦楽四重奏のための３つの小品
●ヴォルフ・・・イタリアのセレナード●シューベルト・・・弦楽五重奏曲

15 青山音楽記念館バロックザール ７月 １４日 16 00 京都
(財)青山財団助成公演
《宮川みまりｖｎ＆大西真由子ｐヴァイオリンピアノデュオリサイタル》

宮川みまりｖｎ　大西真由子ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第４０番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第８番
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》

16 青山音楽記念館バロックザール ７月 １６日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《トロンボーンデュオたましみずリサイタル２０１２》

清水真弓　玉木優（以上ｔｂ）　沢野智子ｐ 三重奏 ｔｂ２、ｐ
●ロゼッティ・・・ホルンとトロンボーンのための協奏曲●ボザ・・・バラードop.６２
●アレンスキー・・・ピアノ三重奏曲第１番　他

17 青山音楽記念館バロックザール ７月 ２１日 17 00 京都
(財）青山財団助成公演
《福井麻衣ハープ・リサイタル「古典から現代へ～多彩なハープの音色」》

福井麻衣hp&perc 二重奏 hp、 perc ●ジョリヴェ・・・ハープのための前奏曲●グランジャニー・・・ラプソディ●ヴィオッティ・・・ハープ・ソナタ　他

18 青山音楽記念館バロックザール ８月 ２６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．５９
「中西和代ｖｎ氏、嶺秀美ｖa氏をゲストに迎えて」》

土肥敬vc  中西和代ｖｎ 嶺秀美ｖa 土肥みゆき　山口陽子　村田真理　細川陽香(以上ｐ) 四重奏 ｐ４,vn、va、vc
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２６番／ピアノ四重奏曲第１番
●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１番／ピアノ四重奏曲op.４７

19 青山音楽記念館バロックザール ９月 １日 17 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
《大岡仁ヴァイオリン・リサイタル》

大岡仁vn 田口友子p 二重奏 ｖn、p
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番●J.Sバッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第１番
●ヴィエニャフスキ・・・創作主題による変奏曲●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

20 青山音楽記念館バロックザール ９月 ７日 19 00 京都
(財）青山財団助成公演
《高雄敦子　帰国記念ヴァイオリン・リサイタル
～たくさんのありがとうを込めて》

高雄敦子vn 大崎詩央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》●武満徹・・・妖精の距離
●ブラームス・・・《Ｆ.A.Eソナタ》第３楽章「スケルツォ」●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

21 青山音楽記念館バロックザール ９月 ８日 17 00 京都 (財)青山財団助成公演《村越伸子ｖｎ村越知子ｐデュオリサイタル》 村越伸子ｖｎ　村越知子ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番●スーク・・・４つの小品op.１７
●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》

室内楽活動調査２０１２年(平成２４年）



22 青山音楽記念館バロックザール ９月 ２３日 14 30 京都 (財)青山財団助成公演《相本朋子ヴァイオリン・リサイタル》 相本朋子vn 佐竹裕介ｐ 二重奏 ｖn、p
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第８番●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第４番
●サン＝サーンス・・・序奏とロンド・カプリチオーソ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

23 青山音楽記念館バロックザール １０月 ７日 16 00 京都
2008年度青山音楽賞受賞研修成果披露演奏会
《井上隆平ヴァイオリン・リサイタル》

井上隆平vn 山口博明p 二重奏 ｖn、p
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２５番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》
●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》●マスネ・・・タイスの瞑想曲●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン　他

24 青山音楽記念館バロックザール １０月 ８日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《Ｄｕｏ bel Sogno Violin Duo Concert Vol.７》

Ｄｕｏ bel Sogno〔中村公俊　中村仁美（以上ｖｎ）〕 二重奏 ｖｎ２
●バーベッラ・・・２つのヴァイオリンのためのソナタニ長調●シュポア・・・２つのヴァイオリンのための二重奏曲op.１５３
●オネゲル・・・２つのヴァイオリンのためのソナチネ●増田真結・・・フルコト●ブライダーン…アウトバーン　他

25 青山音楽記念館バロックザール １１月 ３日 14 00 京都
(財）青山財団助成公演
《井上佳代リコーダー・リサイタル》

井上佳代 リコーダー 村田佳生bfl 頼田麗gamb 中出悦子cemb 四重奏
bfl2、gamb
ｃemb、リコーダー

●ファン・エイク・・・《笛の楽園》より「イギリスのナイチンゲール」「美しき娘ダフネ」
●ウッチェリーニ・・・ベルガマスカによるアリア●フォンタナ・・・ソナタ第２番　他

26 青山音楽記念館バロックザール １１月 ４日 14 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８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１１番●ブラームス・・・弦楽四重奏曲第３番
●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１０番《ハープ》

27 青山音楽記念館バロックザール １１月 ８日 19 00 京都 ジュリアーノ・カルミニョーラ　ヴァイオリン・リサイタル ジュリアーノ・カルミニョーラvn 矢野泰世（フォルテｐ） 二重奏・外 ｖn、フォルテp ●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２８、３６番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第４番、５番《春》

28 青山音楽記念館バロックザール １１月 １０日 18 30 京都
(財）青山財団助成公演
《村瀬響ヴァイオリンデビューリサイタル～Francais》

村瀬響vn 松井萌p 二重奏 vn、ｐ ●ラヴェル・・・ツィガーヌ●マスネ・・・タイスの瞑想曲●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ　他

29 青山音楽記念館バロックザール １１月 １８日 17 00 京都
(財)青山財団助成公演
《パブロ・エスカンデ作品展～アルゼンチンの情感》

パブロ・エスカンデｐ　ヤンネ舘野　森本真裕美（以上ｖｎ）
大槻桃子ｖa　五味敬子ｖｃ　三井脩平ｃｂ　森本英希ｆｌ　三橋桜子cemb

アラカルト
p、ｖｎ２、ｖa
ｖｃ、ｃｂ、ｆｌ
cemb

●エスカンデ・・・フルートとピアノのための２つのダンス／チェロとピアノのための２つのミロンガ
シンセティックトリオ（世界初演）／チェンバロ協奏曲《山のむこう》（世界初演）／
フルート協奏曲《アルゼンチン人の肖像》（日本初演）　他

30 青山音楽記念館バロックザール １１月 ２２日 19 00 京都
(財)青山財団助成公演
《まつきとわたるとはなこのトリオ　秋の全国ツアー２０１２京都公演》

〔松本和将ｐ　上里はな子ｖｎ　向井航ｖｃ〕 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番●チャイコフスキー・・・ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》

31 青山音楽記念館バロックザール １１月 ２４日 16 00 京都
フォウグ陽子とウィーンフィルハーモニーのメンバーによるピアノ四重奏曲
《午後のひととき》

フォゥグ・浦田陽子ｐ　エーリッヒ・ビンダーｖｎ
ロベルト・バウアーシュタッターｖa　ヨァゲン・フォゥグｖｃ

四重奏 ｐ、ｖｎ、ｖa、ｖｃ ●デュセック・・・ピアノ四重奏曲op.５６●R.シュトラウス・・・ピアノ四重奏のための小曲●ブラームス・・・ピアノ四重奏曲第２番

32 青山音楽記念館バロックザール １１月 ２５日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《田中佑子ｖｎ・岡田真季ｐデュオリサイタル》

田中佑子ｖｎ　岡田真季ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

33 青山音楽記念館バロックザール １２月 １３日 19 00 京都
（財）青山財団特別助成公演
《福澤里泉ヴァイオリン・リサイタル》

福澤里泉vn 長谷川みさp 二重奏 ｖn、p
●レスピーギ・・・ヴァイオリン・ソナタロ短調●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第4番
●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

34 青山音楽記念館バロックザール １２月 ２２日 14 30 京都
（財）青山財団特別助成公演
《加藤文枝チェロ・リサイタル～お・と・ぎ・ば・な・し》

加藤文枝vc 北村朋幹p 二重奏 vc、p ●ヤナーチェク・・・おとぎ話●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第4番●プーランク・・・チェロ・ソナタ　他

35 明石市立天文科学館 ６月 １０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
Japan-tour20１2

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
●J.S,バッハ（グノー編）・・・アヴェ・マリア●Ｒ.シュトラウス（プシホダ編）・・・楽劇《ばらの騎士》より「ワルツ」
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●ユミイトウ・・・唱歌「うみ」による断章
●サン=サーンス・・・組曲《動物の謝肉祭》より「森のカッコー」「白鳥」／ヴァイオリン・ソナタ第１番　他

36 秋篠音楽堂 ２月 ２６日 14 00 奈良 トリオ・アンダンテ　リサイタル 小川有紀子ｖｎ　林口眞也ｖｃ　佐々木千壽　雪原典子（以上ｐ） 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ２
●ドヴォルザーク・・・ソナチネ●ショスタコーヴィチ・・・ピアノ三重奏曲第２番
●フォーレ・・・エレジー●シューベルト・・・ピアノ三重奏曲第２番

37 秋篠音楽堂 ４月 ２０日 19 00 奈良 諏訪内晶子ヴァイオリン・リサイタル イタマール・ゴランp 二重奏 ｖn、p
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》
●エネスコ・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番《ルーマニアの民俗風で》
●ブロッホ・・・組曲《バール・シェム》より「ニーグン」●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲

38 秋篠音楽堂 ５月 ３日 14 00 奈良 秋篠音楽堂　第９回室内楽フェスタ

佐藤明子　森麻衣子　柴田晴菜（以上ｐ）　森脇愛cemb
牧敦子ｆｌ、清水明　稲葉万姫　内野萌（以上ob）
井上眸（イングリッシュホルン）　山田優花ｃｌ　山下碧ｈｒｎ
牧野貴佐栄　橋本光弘（以上ｖｎ）　野田薫ｖa　鈴木弦太郎
桜井裕美（以上ｖｃ）　他

三重奏

ｐ３、cemb、ｆｌ、ob３
イングリッシュhrn
ｃｌ、ｈｒｎ、ｖｎ２、
ｖa、ｖｃ２

●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番●クーラウ・・・三重奏曲op.１１9
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第１番●メンデルスゾーン・・・弦楽四重奏曲第１番
●ヘンデル・・・トリオ・ソナタHWV38１　他

39 秋篠音楽堂 ９月 ２１日 18 30 奈良 海田仁美ヴァイオリン・リサイタル 海田仁美vn 姫野真紀p 二重奏 ｖn、p
●パガニーニ・・・カプリース第１４、２０、２４番●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番
●サン＝サーンス・・・ハバネラ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

40 秋篠音楽堂 ９月 ２８日 19 00 奈良
天満敦子ヴァイオリン・リサイタル２０１２
　～ストラディヴァリウスと過ごす秋の一日

天満敦子vn 吉武雅子p 二重奏 ｖn、p
●マスネ・・・タイスの瞑想曲●成田為三（若松歓編）・・・浜辺の歌●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番
●ポルムベスク・・・望郷のバラード●ホルスト・・・組曲《惑星》より「木星」　他

41 赤穂市文化会館ハーモニーホール １０月 ５日 19 00 兵庫
赤穂国際音楽祭～ル・ポン２０１２
第１日目《招待演奏家によるコンサート》

ナタリア・ロメイコ　樫本大進（以上ｖｎ）　アミハイ・グロスva
クラウディオ・ボルケスｖｃ　ナヴィル・シェハタｃｂ
カティア・スカナヴィ　コンスタンティン・リフシッツ（以上ｐ）
ブルーノ・シュナイダーｈｒｎ

五重奏・外
ｖｎ２、va、vc
cb、p２、ｈｒｎ

●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第３番／ホルン三重奏曲
●ゴルターマン・・・ベッリーニの思い出●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》

42
朝来市文化会館
和田山ジュピターホール

４月 ２２日 不 詳 兵庫
高嶋ちさ子ｖｎ　みんなのための音楽室
　～室内楽編　音の宝石箱

高嶋ちさ子ｖｎ　古川展生ｖｃ　清塚信也ｐ 三重奏 vn、vc、p 不詳

43 あましんアルカイックホールミニ ７月 １５日 11 00 兵庫
《うたって、あそぼう！》親子コンサート
　～０歳からのクラシックＶｏｌ.５

こむし☆こむさ〔杉江洋子ｖｎ　末永真理ｖｃ　村山知美ｐ〕 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ 不詳

44 あましんアルカイックホールミニ ７月 １５日 13 30 兵庫
《うたって、あそぼう！》親子コンサート
　～０歳からのクラシックＶｏｌ.５

こむし☆こむさ〔杉江洋子ｖｎ　末永真理ｖｃ　村山知美ｐ〕 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ 不詳



45 あましんアルカイックホールミニ １１月 １７日 14 00 兵庫
くつろぎコンサートシリーズ第４弾　楽器の家族たちVol.４
クラリネット編《藤井由香ｃｌと仲間たち》

藤井由香ｃｌと仲間たち アラカルト ｃｌ 他
●モルター・・・クラリネット協奏曲●ストラヴィンスキー・・・３つの小品
●メンデルスゾーン・・・演奏会用小品●佐々木亮輔・・・クラリネットをこわしちゃった変奏曲　他

46 あましんアルカイックホール ２月 ８日 19 00 兵庫 ブラス・クインテット　ウィーン=ベルリン
〔ガボール・タルケヴィ　ギョーム・ジェル（以上ｔｐ）　トーマス・イェプストルｈｒｎ
ディートマール・キューブルベックｔｂ　ジョン・サスtub〕

五重奏・外
ｔｐ2、ｈｒｎ
ｔｂ、tub

●ミュールバッハ―・・・ファンファーレ●アーノルド・・・金管五重奏曲
●バーンスタイン・・・ダンス組曲●ピアソラ・・・タンゴ組曲
●フバイ・・・チャールダーシュの情景第４番《へレイ・カティ》　他

47
アンリュウリコーダーギャラリー
タケヤマホール

１１月 ４日 15 00 大阪
小池耕平リコーダー・リサイタル
《イタリアの道２０１２～作曲家別シリーズ第５回　ヴェラチーニ》

小池耕平リコーダー 中田聖子cemb 二重奏 cemb、リコーダー
●ヴェラチーニ・・・《ヴァイオリンまたはリコーダーと通奏低音のためのソナタ集》より第１，３，４，９，１０番/
  ソナタイ短調（ブリュッセル手稿）

48 イシハラホール（閉館） ２月 １７日 19 00 大阪
ヤンネ舘野ｖｎ　舘野泉ｐデュオ・リサイタル
《新たなる大樹へ》

ヤンネ舘野ｖｎ　舘野泉ｐ　平原あゆみｐ
亀井庸州ｖｎ　多井智紀ｖｃ

五重奏 ｖｎ2、ｐ２、ｖｃ
●石田一郎・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番●平野一郎・・・精霊の海～小泉八雲の夢に拠る～（委嘱・世界初演）
●谷川賢作・・・スケッチ・オブ・ジャズ２（委嘱・世界初演）●コルンゴルト・・・組曲op.２３

49 イシハラホール（閉館） １０月 ２８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
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２８番●シューベルト・・・ヴァイオリンとピアノのための幻想曲
●ベートーヴェン・・・ロマンス第２番　他

50 イシハラホール（閉館） １１月 １１日 17 00 大阪
俣野修子ｐ室内楽シリーズ「楽興の時」第４回
《フランスの作曲家》

俣野修子ｐ　ギオルギ・バブアゼｖｎ　上村昇ｖｃ 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ（ｖｃ版）●ラヴェル・・・ピアノ三重奏曲

51 イシハラホール（閉館） １２月 １３日 19 00 大阪
コント・ア・ラ・バス
６台のコントラバスアンサンブル～池松宏ｃｂとゆかいな仲間たち

池松宏　山崎実　木村将之　西山真二　高橋洋太　増田琴美(以上ｃｂ) アラカルト ｃｂ６ ●川島素晴・・・パgani蟹／The Yagi 節／Elegy ●ベース、ベース、ベース、ベース、ベース＆ベース／ディズニーメドレー　他

52 いずみホール １月 ７日 16 00 大阪
いずみホール　ニューイヤー・コンサート２０１２
《ウィーン・リング・アンサンブル～音楽の都から新春のご挨拶》

ライナー・キュッヒル　エクハルト・ザイフェルト　（以上vn)
ハインリヒ・コルva ゲアハルト・イーベラーvc
ミヒャエル・ブラデラーcb フォルフガング・シュルツfl
 ペーター・シュミ―ドル　シュテファン・ノイバウアー（以上cl)
 ギュンター・ヘグナーhrn

アラカルト
vn、vc、cb
fl、cl,、hrn

●オッフェンバック・・・喜歌劇《天国と地獄》序曲
●J.シュトラウスⅡ・・・ワルツ《ウィーン気質》/喜歌劇《騎士パズマン》より「チャルダーシュ」
●ニコライ・・・歌劇《ウィンザーの陽気な女房たち》序曲
●ランナー・・・ワルツ《最後の願い》
●レハール・・・喜歌劇《メリー・ウィドウ》より「唇は黙していても」　他

53 いずみホール ２月 １０日 19 00 大阪
Music Stage６
《小松亮太（バンドネオン）＆ブロドスキー・クヮルテット
　～南から来た音楽》

小松亮太（バンドネオン）
ブロドスキー・クヮルテット〔ダニエル・ローランドｖｎ
イアン・ベルトンｖｎ　ポール・キャシディｖa　ジャクリーヌ・トーマスｖｃ〕

五重奏
バンドネオン
ｖｎ２、ｖa、vc

●ピアソラ・・・タンゴのための４人／ブエノスアイレスの冬（小松亮太編）／リベルタンゴ（小松亮太編）
●ラビスタ・・・夜の影●ヴィラ・ロボス（小松亮太編）・・・ブラジル風バッハ第５番第１楽章
●小松亮太・・・オマール・バレンテに捧ぐ　他

54 いずみホール ３月 １日 19 00 大阪
樫本大進ｖｎ×コンスタンチン・リフシッツｐⅡ
《Beethoven Violin Sonatas CycleⅡ》

樫本大進ｖｎ　コンスタンチン・リフシッツｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２、６～８番

55 いずみホール ３月 ２２日 19 00 大阪
いずみホール音楽講座
作曲家・西村朗（講師）が案内するクラシック音楽の愉しみ方Ⅱ
《フランス音楽のベル・エポック～世紀末からの系譜》

いずみシンフォニエッタ大阪アンサンブル アラカルト
●シャブリエ・・・絵画的小曲集●フォーレ・・・夢のあとに/ヴァイオリン・ソナタ第１番
●ドビュッシー・・・シランクス/チェロ・ソナタ●ラヴェル・・・水の戯れ/ピアノ三重奏曲
●プーランク・・・即興曲第１５番《エディット・ピアフ讃》　他

56 いずみホール ３月 ２５日 14 30 大阪 アキラさんとまこと君　ふたりのオーケストラ 宮川彬良ｐ　平原まことsax 二重奏 ｐ、sax
●宮川彬良・・・風のオリヴァストロ●モリコーネ・・・ニュー・シネマ・パラダイス
●大中恩・・・サッちゃん●ラフマニノフ・・・アダージョ　他

57 いずみホール ４月 １４日 17 00 大阪 宮本笑里vn リサイタルツアー２０１２ 宮本笑里vn 浦壁信二p 二重奏 vn、p ●曲目未定

58 いずみホール ４月 １５日 14 00 大阪 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（バソン）　エリック・ル・サージュｐ〕

六重奏・外
ｆｌ、ob、ｃｌ
ｈｒｎ、バソン
ｐ

●モーツァルト・・・ピアノと管楽のための五重奏曲●ラヴェル（ジョーンズ編）・・・クープランの墓
●ペク・・・六重奏曲（委嘱作品、日本初演）●イベール・・・３つの小品●バーバー・・・夏の音楽
●プーランク・・・ピアノと管楽のための六重奏曲　他

59 いずみホール ５月 １７日 19 00 大阪
新進演奏家育成プロジェクト
リサイタル・シリーズOSAKA
《奥田なな子チェロ・リサイタル》

奥田なな子vc  山口博明p 二重奏 vc、p ●プロコフィエフ・・・チェロ・ソナタ他

60 いずみホール ６月 ５日 19 00 大阪 Music Stage《宮川彬良ｐ＆アンサンブル・ベガ》 宮川彬良ｐ　アンサンブル・ベガ アラカルト
●デーレ（宮川彬良編）・・・すみれの花咲く部屋●ジーツィンスキー・・・ウィーン、わが夢の街
●J.シュトラウスⅡ・・・皇帝円舞曲●アキらくご《ヨハン・シュトラウス物語》　他

61 いずみホール ７月 ４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ズと共に

ピオトル・ツェギエルスキｖｎ　ロベルト・プトフスキｖｃ
坂本美紀　京極輝子　村上祥子　河原美貴（以上p）

五重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ４
●ベートーヴェン・・・カカドゥ変奏曲●パヌフニク・・・ピアノ三重奏曲
●シューマン・・・ピアノ五重奏曲●スメタナ・・・ピアノ三重奏曲　他

62 いずみホール ７月 ２１日 15 00 大阪 TSUKEMEN LIVE 20１2 〔ＴＡＩＲＩＫＵ　ＫＥＮＴＡ（以上ｖｎ）　SUGURU（ｐ）〕 三重奏 ｖｎ２、ｐ 不詳

63 いずみホール ７月 ２８日 14 00 大阪
いずみ子どもカレッジ２０１２
《すごいぞ！鍵盤ハーモニカ》

松田昌ピアニカバンド〔松田昌（ピアニカ）
中村新（perc＆バスメロディオン）　中垣友希（ｐ＆バスメロディオン）〕

五重奏
ピアニカ
perc、p
バスメロディオン２

●子象の行進／七つの子／ルパン三世のテーマ／アメイジング・グレイス／トルコ行進曲
●みんなで演奏コーナー　他

64 いずみホール ９月 ２９日 17 00 大阪 千住真理子ｖｎとＮ響のメンバーによるアンサンブル 千住真理子ｖｎ　Ｎ響メンバー アラカルト vn 他
●モーツァルト・・・ディヴェルティメントK.１３６／セレナード第１３番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》
●ヴィターリ（千住明編）・・・シャコンヌ●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲集《四季》

65 いずみホール １１月 ３日 14 00 大阪 ウィーン音楽祭 in OSAKA 20１2 Vol.３　《庄司紗矢香ｖｎ》 庄司紗矢香ｖｎ　ジャンルカ・カシオーリ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》、６番
●シューベルト・・・ヴァイオリンとピアノのための幻想曲●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ

66 いずみホール １１月 ７日 19 00 大阪 吉田恭子ヴァイオリン・リサイタル 吉田恭子vn 鈴木慎崇ｐ 二重奏 ｖn、p
●ベートーヴェン・・・ロマンス第１番/ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》
●シューベルト（リスト編）…ウィーンの夜会第６番（オイストラフ編曲版）●ガーシュウィン（ハイフェッツ編）・・・歌劇《ポーギーとべス》
●ラヴェル・・・ツィガーヌ

67 いずみホール １１月 １３日 19 00 大阪 グランプリ・コンサート２０１２～モーフィン・クァルテット
〔クリストフ・グレーズ　エディ・ロペズ
アントニー・マルクン=アンリオン　 マチュー・ドラーズ（以上sax）〕

四重奏・外 sax４
●グラナドス・・・《スペイン舞曲》より●グラズノフ・・・サクソフォン四重奏曲
●棚田文則・・・ミステリアス・モーニング●リゲティ・・・６つのバガテル●メンデルスゾーン・・・カプリッチョop.８１－３　他



68 いずみホール １１月 １４日 19 00 大阪 ウィーン音楽祭 in OSAKA 20１2 Vol.６　《ウィーン弦楽四重奏団》 ウィーン弦楽四重奏団 四重奏 vn2、va、vc
●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第３９番《鳥》●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１６番
●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１４番《死と乙女》

69 いずみホール １２月 ６日 19 00 大阪
結成２０周年記念　ロータス・カルテット
～オール・ブラームス・プログラム

〔小森幸子ｖｎ　マティアス・ノインドルフｖｎ　山碕智子ｖa　齋藤千尋ｖｃ〕
セバスティアン・マンツｃｌ

五重奏
vn2、ｖａ
ｖｃ、ｃｌ

●ブラームス・・・弦楽四重奏曲第１、２番／クラリネット五重奏曲

70 伊丹アイフォニックホール ７月 １３日 19 00 大阪 ニューヨーク・フィル・ブラス・クインテット
〔フィリップ・スミス　イーサン・ベンスドーフ（以上tp）
　フィリップ・マイヤーズｈｒｎ　ジョゼフ・アレッシｔｂ
　アラン・ベイアーtub〕

五重奏
tp2、ｈｒｎ
ｔｂ、tub

●ジョーンズ・・・金管五重奏のための４つの楽章●D.エリントン・・・Ａ列車で行こう　ラテン・アメリカ組曲
●バルメイジズ・・・金管五重奏曲●ガーシュウィン・・・アイ・ガット・リズム　他

71 逸翁美術館・マグノリアホール ２月 ７日 19 30 大阪 マグノリア　サロンコンサート
沼田陽一ｆｌ　チプリアン・マリネスクｖｎ
ステファン・ポポフｖa　大町剛ｖｃ

四重奏 ｆｌ、ｖｎ、ｖａ、ｖｃ ●モーツァルト・・・フルート四重奏曲第１～４番

72 逸翁美術館・マグノリアホール ４月 １０日 19 30 大阪 マグノリア　サロンコンサート 風早宏隆　日生貴之　松田洋介　織田貴浩（以上ｔｂ） 四重奏 ｔｂ４ ●ミュラー・・・四重奏曲集より●アグレル・・・ゴスペルタイム　他

73 逸翁美術館・マグノリアホール ６月 １９日 19 30 大阪 マグノリア　サロンコンサート 友永健二ｖｎ　飛田千寿子ｖa　大町剛ｖｃ 三重奏 ｖｎ、ｖa、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・弦楽三重奏曲第４番●ドホナーニ・・・弦楽三重奏のためのセレナード

74 逸翁美術館・マグノリアホール ８月 １日 19 30 大阪 マグノリアサロンコンサート
チェロカルテット[THE CHELLO 関西]
〔北口大輔　夏秋彩　向井航　渡邊弾楽(以上ｖｃ)〕

四重奏 vc4 ●ポッパー・・・演奏会用ポロネーズ●J.S.バッハ・・・シャコンヌ　他

75 逸翁美術館・マグノリアホール １０月 １３日 14 00 大阪 マグノリアサロンコンサート
堀川正浩　フィリップ・マタレル（以上ｐ）
堀川仁美ｔｐ＆cor　加地美秀子ｐ

アラカルト ｐ3、ｔｐ、cor、ｐ ●チーマ・・・ソナタニ短調●たかしまあきひこ編・・・秋のメロディ　他

76 大阪音楽大学・音楽博物館 １２月 ８日 14 00 大阪
大阪音楽大学　音楽博物館
第７３回ミュージアム・コンサート
《ヴァイオリン物語～近代２大ヴァイオリン・ソナタと名器の饗宴》

松田淳一（ｖｎ＆お話）　山上華子ｐ 二重奏 vn、p ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●R.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ　他

77
大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

９月 ３０日 16 00 大阪 ミシェル・アリニョン　クラリネット・リサイタル モルゴーア・クァルテット ミシェル・アリニョンｃｌ 五重奏・外 vn2、va、vc、cl ●モーツァルト・・・クラリネット五重奏曲Ｋ.５８１●ブラームス・・・クラリネット五重奏曲

78 大阪倶楽部・４階ホール ２月 ２日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club　No.６１
《松田理奈ｖｎ　クライスラーへのオマージュ
～フリッツ・クライスラー没後５０周年記念》

松田理奈ｖｎ　川田健太郎ｐ 二重奏 vn、ｐ

●ルクレール・・・ヴァイオリン・ソナタop.9-3●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番
●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／
ベートーヴェンの主題によるロンディーノ／フランクールの様式によるシチリアーノとリゴードン
●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

79 大阪倶楽部・４階ホール ３月 ２日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６２
《シューマンの「おとぎ話」》

横川晴児ｃｌ　安藤裕子ｖa　三輪郁ｐ 三重奏 ｃｌ、va、 p
●モーツァルト・・・クラリネット三重奏曲《ケーゲルシュタット・トリオ》
●ブラームス・・・ヴィオラ・ソナタ第２番●シューマン・・・幻想小曲集op.73／おとぎ話

80 大阪倶楽部・４階ホール ４月 １８日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６３
《鈴木秀美ｖｃ”究極の室内楽”２０１２》

若松夏美　竹嶋祐子（以上ｖｎ）
成田寛　小峰航一（以上ｖa ）鈴木秀美ｖｃ

五重奏 vn2、va2、vc ●モーツァルト・・・弦楽五重奏曲第４、６番●ボッケリーニ・・・弦楽五重奏曲op.６０－５

81 大阪倶楽部・４階ホール ４月 ２０日 19 00 大阪
日本テレマン協会　第４３２回マンスリーコンサート
《「テレマン」のもう一つの魅力発見！》

森本英希ｆｌ　松本剛ob　児玉知郎ｃｌ
桑原正善ｆｇ　中村一男ｈｒｎ

五重奏
ｆｌ、ob、cl
fg、hrn

●ダンツィ・・・木管五重奏曲op.５６－１●ライヒャ・・・木管五重奏曲op.９１－１　他

82 大阪倶楽部・４階ホール ５月 ３１日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６４
《阿部裕之ｐ＆上村昇ｖｃ”凱旋　見よ！勇者は帰る！”》

阿部裕之ｐ　上村昇ｖｃ 二重奏 ｐ、ｖｃ
●ベートーヴェン・・・アンダンテ・ファヴォリ／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３番
●ラヴェル・・・パレード　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

83 大阪倶楽部・４階ホール ７月 ２０日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６５
《Melancholy and Nostalgia for Russia ”ロシアへの郷愁と憂鬱”》

大谷玲子ｖｎ　岡本麻子ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●チャイコフスキー・・・《なつかしい土地の思い出》より／憂鬱なセレナード／ワルツ・スケルツォ
●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

84 大阪倶楽部・４階ホール ９月 １４日 19 00 大阪
日本テレマン協会　第４３６回マンスリーコンサート
《２つのカルテット～ピリオド楽器とモダン楽器による》

中山裕一　大谷史子　浅井咲乃　三谷彩佳（以上ｖｎ）
姜隆光ｖa　石塚俊　曽田健（以上ｖｃ）　延原武春ob

四重奏
ｖｎ４、va
ｖｃ２、ob

●ホフマイスター・・・弦楽四重奏曲op.１４－１●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第６番
●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第４番●ブリテン・・・幻想四重奏曲

85 大阪倶楽部・４階ホール １０月 １１日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６６
《漆原朝子ｖｎベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ全曲ツィクルス（全３回）
第１回（大阪公演）》

漆原朝子ｖｎ　鈴木慎崇ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１～３番、５番《春》

86 大阪倶楽部・４階ホール １１月 ５日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６８
《立奏するチェロ　木越洋ｖｃ＆野村幸代ｐ》

木越洋ｖｃ　野村幸代ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第１、２番●R. シュトラウス・・・チェロで奏でる珠玉の名歌曲集

87 大阪倶楽部・４階ホール １２月 １８日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｎｏ．６９
《漆原朝子ｖｎベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ全曲ツィクルス(全３回)
第２回(大阪公演)》

漆原朝子ｖｎ　鈴木慎崇ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第６～８番

88 大阪芸術大学・３号館ホール １１月 １２日 12 30 大阪 グランプリコンサート２０１２　大阪芸術大学公開講座
モーフィン・クァルテット
〔クリストフ・グレーズ　エディ・ロペズ　アントニー・マルクン=アンリオン
　マチュー・ドラーズ（以上sax）〕

四重奏・外 sax４ ●グラズノフ・・・サクソフォン四重奏曲●リゲティ・・・《６つのバガテル》より●メンデルスゾーン・・・カプリッチョop.８１－３　他

89
大阪狭山市文化会館
SAYAKA・ホール（小）

６月 ３日 14 00 大阪 Teatime Concert in Osaka ～ ピアノとマリンバ　素敵なコラボレーション 栗原正和ｐ　濱田貴光marb 二重奏 ｐ、marb
●モーツァルト・・・トルコ行進曲●ラフマニノフ・・・リラの花●平井康三郎・・・幻想曲《さくらさくら》
●ラヴェル・・・亡き王女のためのパヴァ―ヌ●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　他

90
大阪市立子育ていろいろ相談センタ-
講習室

４月 ４日 11 00 大阪 大阪市音楽団  春のおでかけコンサート２０１２ in KISＣ 大阪市音楽団クラリネット８重奏 八重奏 ｃｌ８ 不詳



91 大阪宝くじドリーム館 １月 １９日 16 00 大阪
ランチタイム＆トワイライト・コンサート（プレミアムクラシック）Vol.９
《新春に舞うピアノとチェロの調べ》

Duo Yamaguchi〔山口博明ｐ　山口真由美ｖｃ〕 二重奏 ｐ、ｖｃ ●ショパン…序奏と華麗なるポロネーズ●ブラームス（山口博明編）…ハンガリー舞曲第1番　他

92 大阪宝くじドリーム館 ５月 ２４日 12 00 大阪
ランチタイム＆トワイライト・コンサート（プレミアムクラシック）Vol.２
《荒川洋ｆｌあらためて聴くフルートの魅力”ワン・モア・タイム”》

荒川洋ｆｌ　うえだようｐ 二重奏 ｆｌ、p ●ドビュッシー…牧神の午後への前奏曲●シャミナーデ…コンチェルティーノ●フェルト…ソナタ●荒川洋…ファンタジー／ソナチネ　他

93 大阪宝くじドリーム館 ６月 ２１日 16 00 大阪
ランチタイム＆トワイライト・コンサート（プレミアムクラシック）Vol.３
《長谷部一郎ｖｃ　セロ弾きの一郎》

長谷部一郎ｖｃ　原博美ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●サン=サーンス…白鳥●ポッパー…ハンガリー狂詩曲　他

94 大阪宝くじドリーム館 １１月 ２２日 16 00 大阪
ランチタイム＆トワイライト・コンサート（プレミアムクラシック）Vol.７
《益田正洋ｇ　聴かなきゃソンソン♪～ギターデュオの心温まる音色》

益田正洋ｇ　藤井眞吾ｇ 二重奏 ｇ２
●藤井眞吾編…はじまりの音楽より「朧月夜」「うみ」●ソル…幻想曲op．54bis
●スペインの名曲より／クラシックの名曲より（モーツァルト、ドビュッシー等）　他

95 大阪フィルハーモニー会館 ８月 ５日 18 00 大阪 文屋充徳ｃｂ＆幣隆太朗ｃｂ　コントラバス・デュオ・リサイタル２０１２ 文屋充徳ｃｂ　幣隆太朗ｃｂ　岡本麻子ｐ 二重奏 ｃｂ２、ｐ ●バルトーク・・・二重奏曲●ドラゴネッティ・・・二重奏曲●ボッテジーニ・・・大二重奏曲第３番　他

96 大谷ホール １１月 ４日 15 00 京都 横山幸雄ピアノコンサート　若き音楽家との饗宴《京都公演》 横山幸雄ｐ　上村文乃ｖｃ　松田理奈ｖｎ 三重奏 ｐ、ｖｃ、ｖｎ ●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》　他

97 音楽空間ネイヴ １月 ９日 14 00 京都 森下幸路ヴァイオリン・リサイタル～英国の薫り（京都公演） 森下幸路vn 川畑陽子p 二重奏 ｖn、p
●パーセル・・・劇音楽《アブデラザール》より「ロンド」●ヘンデル・・・ソナタHWV.370
●ヴォーン＝ウィリアムズ・・・ロマンスと牧歌●ブリテン・・・２つの昆虫の小品●エルガー・・・６つのとても易しい小品　他

98 貝塚市民文化会館コスモシアター(中） ３月 ２４日 14 00 大阪
ライブサロン旬音の午後　３回シリーズ最終回
《山形由実ｆｌデビュー２５周年記念　スペシャルコンサート》

山形由実ｆｌ　今岡淑子ｐ 二重奏 ｆｌ、p ●チャイコフスキー・・・ただ憧れを知る者だけが●トスティ・・・口づけ　他

99 カフェ・ド・ラ・ぺ ７月 １日 17 00 大阪
ニューアルバム「夢」発売記念リサイタル
神弓妙韻～許可（二胡）
《西洋と東洋の出会い～美しい二胡の響き》

西脇千花ｐ 神弓妙韻（二胡） 二重奏 ｐ、二胡 ●フォーレ・・・夢のあとに●パガニーニ・・・カンタービレ　他

100 河内長野市立文化会館ラブリーホール ２月 １８日 14 00 大阪 江崎浩司リコーダーコンサート《空飛ぶ笛》 江崎浩司（リコーダー）　伊藤一人ｐ 二重奏 リコーダー、ｐ
●クープラン・・・愛のうぐいす●モンティ・・・チャールダーシュ
●福田和禾子（江崎浩司編）・・・北風小僧の寒太郎●エルガー（江崎浩司編）…愛の挨拶　他

101 川西市文化会館みつなかホール １２月 １日 15 00 兵庫
みつなかベストクラシックス
《神尾真由子ｖｎ＆ミロスラフ・クルティシェフｐ　デュオ・リサイタル》

神尾真由子ｖｎ　ミロスラフ・クルティシェフｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第７番，８番、９番《クロイツェル》

102 京都芸術劇場・春秋座 １０月 １４日 14 00 京都
情熱と哀愁のジプシー音楽
～ラースロ・ベルキとジプシー楽団＆ダンサー

〔ラースロ・ベルキｖｎ　ヨージェフ・バラニ－ｖa
ジョルト・ナジｃｂ　ヨージェフ・マコー（ツィンバロン）
シャーンドル・ラーツ（ターロガトー）〕
コバーチ・エメシェ　ラーザール・アティッラ（以上舞踊）

アラカルト・外
ｖｎ、ｖa、cb
ツィンバロン、
ターロガトー

●モンティ・・・チャールダーシュ●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第５、６番●ロシア民謡《黒い瞳》
●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン●日本の歌●ハチャトゥリアン・・・剣の舞　他

103 京都芸術センター・講堂 ２月 ４日 15 00 京都
レクチャー・コンサート　明治の文豪と西洋音楽
第１回《夏目漱石とクラシック音楽》

森悠子　石上真由子（以上ｖｎ）　船橋美穂ｐ
細川泉va　野村朋亨ｖｃ　瀧井敬子（お話）
岡田暁生（聞き手）

五重奏
vn２、ｐ
va、 ｖｃ

●【第１部：苦沙弥先生、寒月君に連れられて奏楽堂へ】ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》第１楽章
●幸田延・・・ヴァイオリン・ソナタニ短調　【第２部：フロックコートででかけた早稲田時代の漱石】
●ショパン…バラード第３番●ドヴォルザーク・・・ピアノ五重奏曲第２番第１楽章●瀧廉太郎・・・ピアノ独奏曲《憾》

104 京都コンサートホール ４月 １日 15 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、ｐ、va、vc
●ハンガリー舞曲第５番／いつも何度でも／旅するうさぎのダンス／Ｇ線上のアリア／
   森へ行きましょう／夢路より／帰れソレントへ／レイルロード・ファンタジー！　他

105 京都コンサートホール ４月 １５日 16 30 京都 葉加瀬太郎ｖｎ　クラシックシアターⅡ
葉加瀬太郎ｖｎ　今野均　藤堂昌彦（以上ｖｎ）
松本有理ｖａ　柏木広樹ｖｃ　西嶋徹ｃｂ　マチェック・ヤナスｐ

アラカルト
ｖｎ３、ｖa
ｖｃ、ｃｂ、ｐ

不詳

106 京都コンサートホール ９月 ８日 14 30 京都
Ｅ．ザイラー来日５０周年祝賀コンサート
《ザイラー家グランドコンサート～ブラームスもほほ笑む》

ザイラーピアノデュオ
〔和子・ザイラー＆エルンスト・ザイラー(ｐデュオ)〕
ユリ・ザイラーｖｃ　ナオミ・ザイラーｖa
マユミ・ザイラー　ミドリ・ザイラー　キオ・ザイラー（以上ｖｎ）
音・ザイラー（司会）

七重奏
ｐ２、ｖｃ
ｖa、ｖｎ３

●ブラームス・・・ハンガリー舞曲集より／弦楽五重奏曲／ワルツ集《愛の歌》　他

107 京都コンサートホール １０月 ５日 19 00 京都 マキシム・ヴェンゲーロフｖｎ　完全復帰！ マキシム・ヴェンゲーロフｖｎ　イタマール・ゴランｐ 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●ヘンデル・・・ヴァイオリン・ソナタ第４番●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―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》

108 京都コンサートホール １２月 ４日 19 00 京都 TSUKEMEN(ツケメン）コンサート TAIRIKU（vn) KENTA (vn) SUGURU(p) 三重奏 vn２、p
●SUGURU・・・EL DORADO●C.コリア・・・スペイン
●ゴッドファーザー・ワルツ～愛のテーマ/ロメオとジュリエットアニメ音楽《ドラゴンボールＺ》より
ゲーム音楽《ファイナルファンタジー》より

109 京都コンサートホール（小） ２月 ２１日 19 00 京都
東京都交響楽団の精鋭たちによる
すぎやまこういち　ポップス＆ドラゴンクエスト
～東京メトロポリタン・ブラス・クィンテット　京都公演

〔高橋敦ｔｐ　中山隆崇ｔｐ　西條貴人ｈｒｎ　小田桐寛之ｔｂ　佐藤潔tub〕 すぎやまこういち（お話） 五重奏
ｔｐ2、ｈｒｎ
ｔｂ、ｔub

●すぎやまこういちポップス＆ソングス（亜麻色の髪の乙女、イエスタディ（ビートルズ）　ステイン・アライヴ（ビージーズ）　他）
●すぎやまこういち（高橋敦＆小田桐寛之編）・・・金管五重奏によるドラゴンクエスト
（ドラゴンクエスト・コンサート・セレクション、Love song 探して（Ⅱ）、エーゲ海に船出して（Ⅵ）、フィナーレ（Ⅰ）　他）

110 京都コンサートホール（小） ２月 ２４日 19 00 京都 高橋周子ｐ室内楽の夕べ 高橋周子ｐ　アナトリー・バジェノフｖｎ　イワン・クーチャーｖｃ 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ
●ブラームス・・・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・・・アダージョとアレグロ
●Ｃ.シューマン・・・ヴァイオリンとピアノのための３つのロマンスop.２２

111 京都コンサートホール（小） ３月 １日 19 00 京都 ボロディン弦楽四重奏団＆原田英代ｐ
ボロディン弦楽四重奏団
〔アンドレイ・アブラメンコフｖｎ　ルーベン・アハロニアンｖｎ
　イゴール・ナイディンｖa　ウラディ―ミル・バルシンｖｃ〕　原田英代ｐ

五重奏・外
vn２、va
ｖｃ、ｐ

●ブラームス・・・弦楽四重奏曲第２番●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

112 京都コンサートホール（小） ３月 ２３日 19 00 京都
バッハ週間 in 京都２０１２
《田中玲奈ｐ室内楽リサイタル》

田中玲奈ｐ　山崎貴子ｖｎ 二重奏 ｐ、ｖｎ ●フォーレ・・・バラードop.１９／ヴァイオリン・ソナタ第２番●田中玲奈・・・新曲●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ

113 京都コンサートホール（小） ４月 １３日 19 00 京都 宮本笑里vn リサイタルツアー２０１２ 宮本笑里vn　浦壁信二p 二重奏 vn、p ●曲目未定



114 京都コンサートホール（小） ６月 ７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 ●ブリテン・・・夢想●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３３番●レスピーギ・・・ヴァイオリン・ソナタロ短調　他

115 京都コンサートホール（小） ６月 １６日 14 00 京都 大萩康司ギター・リサイタル 大萩康司g 北村聡（バンドネオン） 二重奏 g、バンドネオン
●ピアソラ・・・ブエノスアイレスの四季/リベルタンゴ/《タンゴの歴史》より●タルレガ・・・タンゴ
●ディアンス・・・タンゴ・アン・スカイ　他

116 京都コンサートホール（小） ７月 ２１日 14 00 京都
モーツァルト・ツィクルスNo.28
《珠玉の弦楽四重奏×古典四重奏団》
～レクチャー付きコンサート

古典四重奏団 四重奏 vn2、va、vc ●モーツァルト・・・ディヴェルティメントK.１３８第１楽章／弦楽四重奏曲第１７番《狩》、２０番《ホフマイスター》

117 京都コンサートホール（小） １０月 ８日 14 00 京都
第１６回　京都の秋音楽祭
《京響メンバーによる　京都ラビッシュアンサンブルVol９》

〔田村安祐美　片山千津子（以上ｖｎ）
小峰航一　渡邉正和（以上ｖa）
神吉正ｃｂ　鈴木祐子ｃｌ　仙崎和男ｆｇ　小椋順二ｈｒｎ　〕

八重奏
ｖｎ２、ｖa２
ｃｂ、ｃｌ、ｆｇ
ｈｒｎ

●ティエリオ・・・八重奏曲（日本初演）●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲
●ドヴォルザーク（シェーファー編）・・・チェコ組曲（八重奏版）

118 京都コンサートホール（小） １０月 ２４日 19 00 京都 小久見佳代フルート・リサイタル 小久見佳代fl 福永吉宏fl 小林玲子p 二重奏 fl2、p
●ヘンデル・・・ソナタイ短調（ハレ・ソナタ第１番）●C.P.Eバッハ・・・トリオ・ソナタイ短調
●ライネッケ・・・フルート・ソナタ《ウンディーネ》●タファネル・・・《ミニョン》の主題による大幻想曲●デュティーユ・・・ソナチネ

119 京都コンサートホール（小） １０月 ３１日 19 00 京都
第１６回京都の秋音楽祭
《ハラルド・ナエス　トランペット・リサイタル》

ハラルド・ナエスtp 佐竹裕介p 二重奏 tp、p
●イベール・・・トランペットとピアノのための即興曲●フランセ・・・トランペットとピアノのためのソナチネ
●ボザ・・・ルスティーク（田舎者）●トマジ・・・トランペット協奏曲

120 京都コンサートホール（小） １１月 ７日 19 00 京都
第１６回　京都の秋音楽祭
《モーツァツト・ツィクルスＮｒ．２９
 ～魅惑の弦楽五重奏×豊嶋泰嗣ｖｎと仲間たち》

豊嶋泰嗣ｖｎ　林七奈ｖｎ　篠﨑友美　江口純子（以上ｖa） 上村昇ｖｃ 五重奏 ｖｎ２、ｖa２、ｖｃ ●モーツァルト・・・弦楽五重奏曲第３、４番

121 京都コンサートホール（小） １１月 ２９日 19 00 京都 モーツァルト・トリオ　藤原真理×カントロフ×メンデルスゾーン
〔藤原真理ｖｃ　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　〕

三重奏 vc、ｖn、ｖa
●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・・・ピアノ三重奏曲第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)

122 京都コンサートホール（小） １２月 １３日 19 00 京都 古川展生チェロ・リサイタル 古川展生vc 青柳晋p 二重奏 vc、p
●ヒンデミット・・・無伴奏チェロ・ソナタ●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第3番
●黛敏郎・・・BUNRAKU～独奏チェロのための～●ラフマニノフ・・・チェロ・ソナタ

123 京都コンサートホール（小） １２月 ２５日 19 00 京都
デビュー５０周年記念　前橋汀子ｖｎ　クリスマス・コンサート
《祈り～アヴェ・マリア》

前橋汀子ｖｎ　阿部裕之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》●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番
●ヘンデル・・・《テ・デウム》より「祈り」　●シューベルト・・・アヴェ・マリア　●グノー・・・アヴェ・マリア　他

124
京都涯学習総合センター
アスニーホール

２月 １２日 14 00 京都 京都市交響楽団メンバーによるブラスアンサンブル
ハラルド・ナエス　早坂宏明（以上ｔｐ）
澤嶋秀昌ｈｒｎ　岡本哲ｔｂ　武貞茂夫tub

五重奏
tp２、hｒm
tb、tub

●ジェルヴェーズ・・・３つの舞曲●J.S.バッハ・・・カンタータ第２０８番
●ベートーヴェン・・・トルコ行進曲●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第５番●ロドリゲス・・・ラ・クンパルシータ

125
京都涯学習総合センター
アスニーホール

３月 ３日 14 00 京都
和洋音楽ユニットすばる
オーボエ・ファゴット・箏によるコンサート～フルートゲストを迎えて

呉山平煥ob 仙崎和男 fg　福原左和子（箏）渡邊玲奈fl 四重奏
ob、fg
ｆl、箏

●宮城道雄・・・春の海●八橋検校（千秋次郎編）・・・新唱六段
●中村典子・・・蓮月心/巴月照/山月双●沢井忠夫・・・春の如く●長沢勝俊・・・二つの田園詩

126
京都涯学習総合センター
アスニーホール ４月 ７日 14 00 京都 オーボエとハープによるコンサート～春のタペストリー 内田奈織ｈｐ　小谷麻理子ob 二重奏 ｈｐ、ob

●ルイエ・・・オーボエ・ソナタ●パスクッリ・・・ベッリーニへのオマージュ
●J.S.バッハ・・・アリオーソ●トゥルニエ・・・妖精●日本古謡・・・《さくらさくら》

127
京都涯学習総合センター
アスニーホール ５月 １２日 14 00 京都 マリンバとピアノによるジョイントコンサート 髙藤摩紀marb  武田早智ｐ 二重奏 marb、p ●マリンバとピアノによる映画音楽名曲メドレー（エデンの東～ある愛の詩～ゴッドファーザー～白い恋人たち）

128
京都涯学習総合センター
アスニーホール ６月 ２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

清水信貴ｆｌ　呉山平煗ob　小谷口直子ｃｌ
仙崎和男ｆｇ　垣本昌芳ｈｒｎ　西脇小百合ｐ

五重奏
ｆｌ、ob、ｃｌ
ｆｇ、ｈｒｎ、ｐ

●ロッシーニ・・・管楽四重奏曲第４番●モーツァルト・・・ピアノと管楽のための五重奏曲
●ドビュッシー・・・亜麻色の髪の乙女●ダンディ・・・サラバンドとメヌエット●アゲイ・・・《５つのやさしいダンス》より　他

129
京都涯学習総合センター
アスニーホール １０月 ６日 14 00 京都

第６４回アスニ―コンサート
《アンサンブル・ミューズ
～弦楽四重奏で楽しむクラシックの名曲と映画音楽》

〔伊藤真理子ｖｎ　菊本恭子ｖｎ　林睦子ｖa　城甲実子ｖｃ〕 四重奏 ｖｎ２、va、ｖｃ
●J.S.バッハ・・・Ｇ線上のアリア●バッヘルベル・・・カノン●フェイン・・・慕情
●Ｂ.E.キング・・・スタンド・バイ・ミー●モリコーネ・・・ニュー・シネマ・パラダイス　他

130
京都涯学習総合センター
アスニーホール １２月 ２２日 14 00 京都

第６６回アスニ―コンサート
《ハープ・フルート・ファゴット・ソプラノによるクリスマスコンサート》

内田奈織ｈｐ　井伊亮子ｆｌ　仙崎和男ｆｇ　西側槙里子ｓ アラカルト ｐ、ｆｌ、ｆｇ、ｓ
●グランジャニー…子供の時間●ドップラー(ザマラ編)・・・カジルダ幻想曲
●フォーレ・・・ピエ・イエス●ジョリヴェ・・・クリスマスのパストラール●クリスマス・イヴ／雪の華　他

131 京都府中丹文化会館 ３月 １１日 14 00 京都
高嶋ちさ子ｖｎ　みんなのための音楽室
 ～室内楽編　音の宝石箱

高嶋ちさ子ｖｎ　古川展生ｖｃ　清塚信也ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ
●オッフェンバック・・・ジャクリーヌの涙●モンティ・・・チャールダーシュ
●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番第１楽章●ガーシュウィン・・・ラプソディ・イン・ブルー●サン＝サーンス・・・白鳥　他

132 京都府立府民ホールアルティ ３月 ２２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  ２０１２》

クリスチャン・イヴァルディ　パスカル・ロジェ
パスカル・ドゥヴァイヨン（以上p）　レジス・パスキエ
ロラン・ドガレイユ　原田幸一郎（以上ｖｎ）
ブルーノ・パスキエｖa　フィリップ・ミュレールｖｃ
ピエール＝イヴ・アルトーfl　ロマン・ギュイヨcl
アラン・ゴーサン(作曲）

五重奏・外
ｐ３、ｖｎ３
ｖa、vc、fl
ｃｌ

●デュリュフレ・・・前奏曲、レチタティーボと変奏曲●ゴーサン・・・エッチング
●サン＝サーンス・・・クラリネット・ソナタ/ピアノ五重奏曲●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ

133 京都府立府民ホールアルティ ５月 ２６日 18 30 京都
京都・国際音楽学生フェスティバル２０１２
《オーストリア・ハンガリー》

ウィーン国立音楽大学（ｖｎ＆ｐ）　リスト音楽院（ｖｎ＆ｖa＆vc) 五重奏・外
vn２、ｐ
va、 ｖｃ

●クライスラー・・・中国の太鼓●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１４番
●ドヴォルザーク（佐野英典編）・・・ユモレスク第７番

134 京都府立府民ホールアルティ ５月 ２７日 15 00 京都
京都・国際音楽学生フェスティバル２０１２
《フランス・ドイツ》

パリ国立高等音楽院（ｃｌ＆ｐ＆作曲）
ベルリン芸術大学（ｖｎ＆vc&ｈｐ＆指揮)

五重奏・外
ｃｌ、ｐ、ｖｎ
ｖｃ、ｈｐ

●シューマン・・・幻想小曲集op.７３●ロテラ・・・学生委嘱作品（初演）
●イベール・・・ヴァイオリン、チェロとハープのための三重奏曲●ラヴェル・・・序奏とアレグロ

135 京都府立府民ホールアルティ ５月 ２９日 18 30 京都
京都・国際音楽学生フェスティバル２０１２
《アメリカ・ノルウェー》

ジュリアード音楽院（ｔｐ＆ｐ）　ノルウェー国立音楽大学（ｈｒｎ＆ｐ） 二重奏・外
ｔｐ、ｈｒｎ
ｐ２

●エワイゼン・・・トランペット・ソナタ●ベートーヴェン・・・ホルン・ソナタop.１７●J.S.バッハ（ロム編）・・・小フーガト短調

136 京都府立府民ホールアルティ ６月 １３日 19 00 京都 デニス・ブリアコフ　フルート・リサイタル２０１２（京都公演） 蒲生祥子p 二重奏・外 ｆｌ、p
●ヴィラ＝ロボス・・・ジェット・ホイッスル（フルートとチェロのための）
●ドゥメルスマン・・・ウェーバーの歌劇《オベロン》による大幻想曲
●ドビュッシー・・・牧神の午後への前奏曲●サン＝サーンス・・・ヴァイオリン協奏曲第３番　他



137 京都府立府民ホールアルティ ９月 ２０日 18 30 京都
渡辺玲子ｖｎ＆布谷史人marb
ヴァイオリン＆マリンバデュオコンサート

渡邊玲子ｖｎ　布谷史人marb 二重奏 ｖｎ、marb 不詳

138 京都府立府民ホールアルティ １１月 ２日 19 00 京都 中勝弘フルート・リサイタル 中勝弘fl 蒲生祥子p 二重奏 fl、p
●クーラウ・・・ディヴェルティメントop.68-5●タクタキシヴィリ・・・フルート・ソナタ
●ドゥメルスマン・・・ウェーバーの歌劇《オベロン》による大幻想曲●フランク・・・フルート・ソナタ

139 京都府立府民ホールアルティ １１月 ２２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
●ストラヴィンスキー・・・イタリア組曲●バルトーク・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》

140 京都府立府民ホールアルティ １２月 １日 15 00 京都
ALTI芸術劇場Ｖol.４
《第１６回　京都アルティ弦楽四重奏団
 ～オール・ベートーヴェン・プログラム》

〔豊嶋泰嗣ｖｎ　矢部達哉ｖｎ　川本嘉子ｖa　上村昇ｖｃ〕
鴫原眞一(プレトーク)

四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第３、６、１６番

141 京都府立府民ホールアルティ １２月 ２２日 14 00 京都 黒川侑ヴァイオリン・リサイタル 黒川侑vn 上田晴子p 二重奏 ｖn、p
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第34番●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●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●サン＝サーンス（イザイ編）・・・ワルツ・カプリース

142 京都府京都文化博物館 ４月 ２０日 18 30 京都
バッハ週間 in 京都２０１２
《古楽器アンサンブル～バッハに至るまでの音楽》

中村洋彦ｂｆｌ&ｆｌ　頼田麗gamb  笠原雅仁lute&vo 三重奏
ｂｆｌ、gamb、
lute、vo

●オルティス・・・《甘き思い出》によるレセルカーダ第２番●カローゾ・・・３つの舞曲
●アルカデルト…マドリガーレ《君は知る、君への僕の愛を》●セルマ・・・２声のカンツォーナ第１番　他

143 京都府京都文化博物館 ４月 ２７日 18 30 京都
バッハ週間 in 京都２０１２
《ブラスアンサンブル》

Brass ♪Museum 〔吉崎直之　大西由起（以上tｐ）
伊藤数仁ｈｒｎ　近藤征英ｔｂ　山口真理子tub〕

五重奏
tp２、hrn
ｔｂ、tub

●マウラー・・・組曲●J.S.バッハ・・・小フーガト短調●バーンスタイン・・・ミュージカル《ウェスト・サイド・ストーリー》より　他

144 京都文化博物館・別館ホール ２月 ７日 19 00 京都
京都フィルハーモニー室内合奏団
室内楽コンサートVol.３５《室内楽の愉しみ》

京都フィルハーモニー室内合奏団メンバー　内田奈織ｈｐ 五重奏 vn2、va、vc
●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１７番《狩》●ボザ・・・トロンボーンと打楽器のための３つのエッセイ
●アーノルド・・・木管五重奏のための３つの船乗りの歌●ラヴェル・・・序奏とアレグロ

145 京都文化博物館・別館ホール ５月 ２４日 19 00 京都
京都フィルハーモニー室内合奏団
《室内楽コンサートシリーズVol.３６》

京都フィルハーモニー室内合奏団 四重奏 vn2、va、vc
●J..S.バッハ・・・《音楽の捧げもの》より●ヘンデル・・・トリオ・ソナタハ短調
●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第５番

146 京都文化博物館・別館ホール ７月 ２６日 19 00 京都
京都フィルハーモニー室内合奏団　室内楽コンサートシリーズVol.３７
《近・現代の室内楽》

京都フィルハーモニー室内合奏団 八重奏 fl、va、vc 　他
●武満徹・・・アントゥル=タン●ルーセル・・・フルート、ヴィオラとチェロのための三重奏曲
●ケラウェイ・・・エスク●フランセ・・・八重奏曲

147 京都文化博物館・別館ホール ９月 ６日 19 00 京都
室内楽コンサートシリーズVol.３８
《ロマンティックな室内楽》

京都フィルハーモニー室内合奏団 六重奏 vn2、va、vc ●ボロディン・・・弦楽四重奏曲第２番●ボッテジーニ・・・いとしい唇●テュイレ・・・六重奏曲

148 京都文化博物館・別館ホール １０月 ２１日 14 00 京都 チェコ・フィルハーモニー弦楽三重奏団＆笠原純子ｐ（京都公演）
〔オタ・バルトシュｖｎ　ヤロスラフ・ポンヂェリーチェクｖa
　フランティシェク・ホスト　ｖｃ〕　笠原純子p

四重奏・外 ｐ、ｖｎ、ｖa、vc
●ドヴォルザーク・・・ドヴォルザーク・ファンタジー（スラブ舞曲、交響曲第９番《新世界より》第２楽章「家路」　他）／
ピアノ四重奏曲第２番
●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番

149 京都文化博物館・別館ホール １２月 ６日 19 00 京都 室内楽コンサートシリーズＶｏｌ．３９《珍しい編成の室内楽》 京都フィルハーモニー室内合奏団 アラカルト
●ベートーヴェン・・・２つのオブリガート眼鏡付きの二重奏曲●ウォーリネン・・・低音楽器のための三重奏曲
●オネゲル・・・コンチェルト・ダ・カメラ　他

150
京都堀川音楽高等学校
音楽ホール

９月 ２９日 18 00 京都 MIKARIMBA with 通崎睦美marb　クラシック／グルービー
通崎睦美marb ミカ・ストルツマンmarb  リチャード・ストルツマンｃｌ
エディ・ゴメスｂ　デューク・ガッドｄｓ

アラカルト・外
marb2、ｃｌ
ｂ、ｄｓ

●ストラヴィンスキー・・・クラリネットのための３つの小品●J.S.バッハ・・・ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第２番
●ラヴェル（Ｍ.ストルツマン編）・・・亡き王女のためのパヴァ―ヌ●バブコ・・・ファンキー・リトル・フーガ（日本初演）
●C.コリア・・・マリカ・グルーブ２０１２（日本初演）　他

151
京都堀川音楽高等学校
音楽ホール

１１月 １０日 14 00 京都 セルゲイ・アントノフ　チェロ・リサイタル セルゲイ・アントノフvc イリヤ・カザンツェフp 二重奏・外 ｖc、p
●ショパン(ジャンドロン編）・・・序奏と華麗なるポロネーズ●シューマン・・・民謡風の５つの小品
●バーバー・・・チェロ・ソナタ●グリーグ・・・チェロ・ソナタ

152
京都堀川音楽高等学校・
音楽ホール

１１月 １８日 14 30 京都 午後の室内楽　《井上まゆみピアノ・トリオ演奏会》 〔日比浩一ｖｎ　雨田一孝ｖｃ　井上まゆみｐ〕 三重奏 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》、7番《大公》

153
神戸学院大学
メモリアルホール

６月 ３０日 15 00 兵庫
 鈴木華重子p　田中美奈ｖｎ　金子鈴太郎ｖｃ
《ベートーヴェン・チクルス３》

 鈴木華重子p　田中美奈ｖｎ　金子鈴太郎ｖｃ 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》、９番/ピアノ三重奏曲op.３６(原曲：交響曲第２番)

154
神戸学院大学
メモリアルホール

１１月 １７日 15 00 兵庫 鈴木華重子ｐ　田中美奈ｖｎ　金子鈴太郎ｖｃ　トリオの午後 鈴木華重子ｐ　田中美奈ｖｎ　金子鈴太郎ｖｃ 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲op.38、WoO.39/カカドゥ変奏曲

155
神戸学院大学
メモリアルホール

１２月 １５日 15 00 兵庫 長谷川陽子ｖｃ　仲道祐子ｐ　デュオの午後 長谷川陽子ｖｃ　仲道祐子ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ
●ラフマニノフ・・・チェロ・ソナタ●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２番第５楽章《シャコンヌ》
●ベートーヴェン・・・ピアノ・ソナタ第１４番《月光》●プロート・・・カルメン幻想曲　他

156 神戸キリスト栄光教会 ７月 １０日 19 00 兵庫
岡山潔弦楽四重奏団《ベートーヴェン中期作品シリーズ（全５回）
～ベートーヴェンの中期弦楽四重奏曲からロマン派へ》

〔岡山潔ｖｎ　服部芳子ｖｎ　佐々木亮ｖa　河野文昭ｖｃ〕 四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第７番《ラズモフスキー第１番》●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１３番《ロザムンデ》

157 神戸ジーベックホール １月 ２１日 17 00 兵庫
野村誠＆近藤浩平＆ロス・ケリー
《持ち運びできる協奏曲の世界》

中島久美ｖｎ＆ｖa　片岡祐介　野村誠
駿田千佳（以上perc＆鍵盤ハーモニカ）
ロス・ケリーｐ　近藤浩平va

七重奏

ｖｎ、ｖa、
perc&
鍵盤ハーモニカ（各３）、
p

●野村誠・・・ヴァイオリンと打楽器の為の協奏曲（世界初演）
●近藤浩平・・・ヴィオラと鍵盤ハーモニーと打楽器の為の協奏曲（世界初演）／ヴァイオリンと打楽器の為の協奏曲
●ケリー・・・ヴァイオリンと打楽器の為の協奏曲（世界初演）　他

158
神戸市産業振興センター
３階ホール

１２月 １３日 18 30 兵庫
岡山潔弦楽四重奏曲《ベートーヴェン中期作品シリーズ(全５回)第２回
～ベートーヴェンの中期弦楽四重奏曲からロマン派へ》

〔岡山潔ｖｎ　服部芳子ｖｎ　佐々木亮ｖa　河野文昭ｖｃ〕 四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第８番《ラズモフスキー第２番》●メンデルスゾーン・・・弦楽四重奏曲第２番

159
神戸市立北神区民センター
ありまホール

７月 １日 14 00 兵庫
北神区民センター開館１周年記念コンサート
《押部朋子フルート・リサイタル》

押部朋子fl 遠藤直子p 二重奏 fl、p 不詳



160
神戸市立北神区民センター
ありまホール

１０月 ３０日 16 30 兵庫 神戸国際芸術祭２０１２《ウィーンとプラハの音楽》
ダニエル・オッテンザマーｃｌ　ダイアナ・ケトラーｐ
アレクサンダー・シトコヴェツキー　川田知子（以上ｖｎ）
ラズヴァン・ポポヴィッチｖa　ヘーデンボルク・直樹ｖｃ

五重奏・外
ｃｌ、ｐ、ｖｎ２
ｖa、ｖｃ

●ブラームス…三重奏曲●モーツァルト…クラリネット五重奏曲

161 神戸新聞松方ホール ５月 １７日 19 00 兵庫 岡崎慶輔ｖｎ＆伊藤恵ｐデュオ・リサイタル 岡崎慶輔ｖｎ＆伊藤恵ｐデュオ・リサイタル 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ストラヴィンスキー・・・イタリア組曲●Ｒ.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ
●シューベルト・・・幻想曲Ｄ.９３４●ラヴェル・・・ツィガーヌ

162 神戸新聞松方ホール ５月 ２５日 14 00 兵庫 アフターヌーンコンサート第２回《山形由美フルート・リサイタル》 斎藤葉hp　井戸柄里vla 三重奏 fl、 hp、vla
●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/月の光●ドニゼッティ・・・ソナタ
●ヘンデル・・・オンブラ・マイ・フ～水上の音楽～私を泣かせてください　他

163 神戸新聞松方ホール ６月 ２３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
The １5th Japan-tour20１2

フランティシェック・ノボトニーｖｎ　伊藤ルミｐ 二重奏・外 vn、ｐ
●J.S,バッハ（グノー編）・・・アヴェ・マリア●Ｒ.シュトラウス（プシホダ編）・・・楽劇《ばらの騎士》より「ワルツ」
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●ユミイトウ・・・唱歌「うみ」による断章
●サン=サーンス・・・組曲《動物の謝肉祭》より「森のカッコー」「白鳥」／ヴァイオリン・ソナタ第１番　他

164 神戸新聞松方ホール ７月 ７日 15 00 兵庫 日下紗矢子ｖｎ＆児島一江ｐデュオ・リサイタル 日下紗矢子ｖｎ　児島一江ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●プーランク・・・ヴァイオリン・ソナタ
●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

165 神戸新聞松方ホール ８月 ２０日 19 00 兵庫 小谷口直子クラリネット・リサイタル 塩見亮p 上森祥平vc 三重奏 cl、 p、 vc
●シューマン・・・アダージョとアレグロ/3つのロマンス o.p.22●メンデルスゾーン・・・クラリネット・ソナタ
●ライネッケ・・・《クラリネットとピアノのための幻想小曲集》より「ドイツ風ワルツ」●ブラームス・・・クラリネット三重奏曲

166 神戸新聞松方ホール ９月 ２９日 15 00 兵庫
天満敦子ヴァイオリン・リサイタル２０１２
～ストラディヴァリウスと過ごす秋の一日

天満敦子vn 吉武雅子p 二重奏 vn、p
●マスネ・・・タイスの瞑想曲●成田為三（若松歓編）・・・浜辺の歌●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番
●ポルムベスク・・・望郷のバラード●ホルスト・・・組曲《惑星》より「木星」　他

167 神戸新聞松方ホール １１月 １日 14 00 兵庫
アフターヌーンコンサート第３回
《須川展也サクソフォン・リサイタル》

須川展也sax 小柳美奈子p 二重奏 sax、p
●グレグソン・・・サクソフォン協奏曲●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」
●石川亮太・・・日本民謡による狂詩曲●ラヴェル・・・亡き王女のためのパヴァーヌ　他

168 神戸新聞松方ホール １２月 １２日 18 30 兵庫
ミハル・カニュカｖｃ＆伊藤ルミｐ
スーパーデュオ２０１２　１２ｔｈ　Tour

ミハル・カニュカｖｃ　伊藤ルミｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ
●J.S.バッハ（グノー編）・・・アヴェ・マリア●ブロッホ…二―グン
●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第３番●カッチーニ(ヴァヴィロフ編)・・・アヴェ・マリア●シューマン・・・アダージョとアレグロ　他

169 神戸文化ホール（中） ３月 ３日 14 00 兵庫 シン・ヒョンス　ヴァイオリン・リサイタル シン・ヒョンスvn 佐藤卓史p 二重奏・外 ｖn、p
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●サラサーテ・・・グノーの歌劇《ファウスト》による新しい幻想曲
●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタト長調　他

170 神戸文化ホール（中） ５月 ６日 14 00 兵庫
優雅で美しい女神たちのハーモニー
《ヴァイオリン＆チェロ＆ピアノトリオコンサート》

小林美恵ｖｎ　長谷川陽子ｖｃ　仲道祐子ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●ヘンデル（ハルヴォルセン編）・・・パッサカリア　他

171 神戸文化ホール（中） １０月 ２２日 18 30 兵庫 アンサンブル・ベルリン　JAPAN TOUR ２０１２
〔ルイス・フィリペ・コエーリョ　ペッティーナ・サルトリウス（以上ｖｎ）
　ヴァルター・クシュナーｖa　クレメンス・ヴァイゲルｖｃ
　ウルリッヒ・ウォルフｃｂ　クリストフ・ハルトマンob  モル・ビロンｆｇ〕

七重奏・外 ｖｎ２、ｖa、vc、ｃｂ、ob、ｆｇ

●モーツァルト・・・歌劇《フィガロの結婚》序曲●ドビュッシー・・・《ベルガマスク組曲》より「前奏曲」「メヌエット」「月の光」「パスピエ」
●ウォーターソン・・・ファゴットと弦楽のための《ドニゼッティの思い出》
●ドヴォルザーク・・・三重奏曲
●パスクッリ・・・オーボエと弦楽のためのヴェルディの《シチリア島の夕べの祈り》の主題による大協奏曲　他

172 堺教育文化センター １月 １４日 14 00 大阪 奥村愛ｖｎヴァイオリンコンサート～サロン・ド・Ai
奥村愛ｖｎ 丹千尋ｐ　上松美香（アルパ）
サキタハヂメ（ミュージカルソウ）　えぐちひろしｇ

五重奏

vn、ｐ、
アルパ、
ミュージカルソウ
ｇ

●エルガー・・・愛の挨拶●モンティ・・・チャールダーシュ●ポンセ…エストレリータ
●ラヴェル・・・ツィガーヌ●マスカーニ・・・歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》間奏曲　他

173 ザ・シンフォニーホール ２月 ５日 14 00 大阪
千住真理子ｖｎ
《スウィート・バレンタイン～チェンバロと織り成すハーモニー》

千住真理子ｖｎ　梅村祐子cemb 二重奏 ｖｎ、cemb
●J.S.バッハ・・・G線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ／アリオーソ／アヴェ・マリア（グノー編）
●シューベルト・・・アヴェ・マリア●サン=サーンス・・・アヴェ・マリア●アルビノーニ・・・アダージョ
●ヘンデル・・・ヴァイオリン・ソナタ第４番／オンブラ・マイ・フ　他

174 ザ・シンフォニーホール ４月 ２２日 14 00 大阪
ザ・シンフォニーホール開館３０周年記念
《諏訪内晶子ヴァイオリン・リサイタル》

諏訪内晶子vn イタマール・ゴランp 二重奏 ｖn、p
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》
●エネスコ・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番《ルーマニアの民俗風で》●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲

175 ザ・シンフォニーホール ４月 ２６日 19 00 大阪
プロジェクト３×３　Vol.1-2
《パク・ヘユン　ヴァイオリン・リサイタル》

パク・ヘユンvn ラウマ・スクリデp 二重奏 ｖn、p
●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタD.574●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタト長調
●シマノフスキ・・・《神話》より「アレトゥーサの泉」●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

176 ザ・シンフォニーホール ５月 ２６日 14 00 大阪 松田理奈ヴァイオリン・リサイタル 金子三勇士ｐ 二重奏 ｖn、p
●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第１、５、６番/ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》
●ドヴォルザーク・・・わが母の教え給いし歌●J.S.バッハ（グノー編）・・・アヴェ・マリア●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン　他

177 ザ・シンフォニーホール ６月 ９日 14 00 大阪
前橋汀子ｖｎヴァイオリン名曲選
～演奏活動５０周年記念

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●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》
●クライスラー・・・中国の太鼓●ドビュッシー・・・亜麻色の髪の乙女●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン　他

178 ザ・シンフォニーホール ７月 １６日 14 00 大阪
千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
～ヴァイオリンが歌う、美しき心のふるさと

丸山滋p 二重奏 ｖn、p
●山田耕筰（渡辺俊幸編）・・・赤とんぼ●瀧廉太郎（千住明編）・・・荒城の月
●成田為三（千住明編）・・・浜辺の歌●多忠亮（小六禮次郎編）・・・宵待草
●中田章（山下康介編）・・・早春賦●草川信（千住明編）・・・夕焼け小焼け　他

179 ザ・シンフォニーホール １０月 ２８日 14 00 大阪
千住真理子ｖｎ・長谷川陽子ｖｃ・仲道郁代ｐ
《女神たちの“愛のうた”》

千住真理子ｖｎ　長谷川陽子ｖｃ　仲道郁代ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２番第５楽章《シャコンヌ》（無伴奏ｖｃ編曲版）
／無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第１番第１楽章《アダージョ》●ショパン・・・バラード第１番　草川信（千住明編）・・・夕焼け小焼け
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番《大公》　他

180 ザ・シンフォニーホール １１月 ９日 19 00 大阪 ヨーヨー・マ　チェロ・リサイタル ヨーヨー・マvc キャサリン・ストットp 二重奏・外 vc、p
●ストラヴィンスキー・・・イタリア組曲●ヴィラ＝ロボス（カンドリ編）・・・アルマ・ブラジレイラ
●グアルニエリ・・・ダンサ・ネグラ●ファリャ・・・７つのスペイン民謡●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番(vc版）他

181 ザ・シンフォニーホール １１月 ２５日 14 00 大阪 五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル２０１２　ジャパンツアー（大阪公演） 五嶋龍vn マイケル・ドゥセクp 二重奏 vn、p ●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番　他

182 ザ・パレスサイドホテル １０月 ２１日 18 30 大阪 齊藤綾子ｖｎ＆井出元研一ｖｃ～デュオ・コンサート 齊藤綾子ｖｎ　井出元研一ｖｃ 二重奏 ｖｎ、ｖｃ
●ブレーヴァル・・・ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲第３番●ブリテン・・・無伴奏チェロ組曲第３番
●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》より第２番●ヴェストホフ・・・無伴奏ヴァイオリン組曲第１番
●バルトーク・・・ヴァイオリンとチェロのためのハンガリー民謡集



183 ザ・フェニックスホール １月 １１日 19 00 大阪 ジャン・フェランディス　フルート・リサイタル ジャン・フェランディスｆｌ　パトリック・ジグマノフスキーp 二重奏・外 fl、p
●J.S.バッハ・・・フルートとチェンバロのためのソナタBWV1030●武満徹・・・Air
●ヴィドール・・・組曲op.34●ドップラー・・・ハンガリー田園幻想曲　他

184 ザ・フェニックスホール １月 ２７日 14 00 大阪
ティータイムコンサートシリーズ８７
《旬の出会い～三浦＆遠藤　フレッシュデュオ》

三浦友理枝ｐ　遠藤真理ｖｃ 二重奏 ｐ、ｖｃ ●シューマン・・・民謡風の５つの小品　他

185 ザ・フェニックスホール ２月 ３日 19 00 大阪 Ｂ→Ｃ　日下紗矢子ヴァイオリン・リサイタル(大阪公演） 日下紗矢子vn オリヴァー・トリエンドルp 二重奏 ｖn、p
●J.Sバッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第３番/ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタBWV1023
●ユン・イサン・・・大王の主題●B.A.ツィンマーマン・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ●レーガー・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番

186 ザ・フェニックスホール ２月 １２日 18 30 大阪 平成２３年度　相愛大学音楽専攻科修了演奏会《夜の部》 八塚花菜ｖｎ　東谷咲子ｔｂ　西谷夏marb　高木理枝子ｐ　他 三重奏
ｖｎ、ｔｂ、mrb
ｐ　他

●福原真衣子・・・ピアノ三重奏曲《情景》●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番
●クレストン・・・幻想曲●一柳慧・・・パガニーニ・パーソナル●プロコフィエフ・・・ピアノ・ソナタ第２番

187 ザ・フェニックスホール ２月 ２６日 16 00 大阪
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.２》

清水信貴　安藤史子　秋山君彦
奥田裕美　初田章子　山本純子（以上ｆｌ）
大谷正和ｐ

七重奏 fl6、ｐ
●マイヤー・・・２つのピッコロのためのニド●ギオー・・・ディヴェルティメント・ジャズ
●F.ドップラー＆K.ドップラー・・・ブラヴーラのワルツ●マウリー・・・７人のフルーティストのためのチェンジ―ズ　他

188 ザ・フェニックスホール ３月 ２日 19 00 大阪 田中靖人sax CDリリース記念リサイタル～モリコーネ・パラダイス 田中靖人sax　山田武彦p 二重奏 sax、p
●モリコーネ・・・ミッション・パラフレーズ/モリコーネ・パラダイス/ラ・カリファ●ドビュッシー・・・狂詩曲
●ミヨー・・・スカラムーシュ●林田祐和・・・委嘱作品　他

189 ザ・フェニックスホール ３月 ７日 19 00 大阪
Shall We Trombone Quartet ?
 ～ Let's Trombone Quartet

滝田姫子　土井詩織　渡辺亜紀子（以上ｔｂ）
寺谷糧（バストロンボーン）　尹紗梨ｐ

四重奏 ｔｂ3、btb、ｐ ●J.S.バッハ・・・フーガニ短調●バーンスタイン（辻峰拓）・・・ウェスト・サイド・ストーリー●アッペルモント・・・カラーズ　他

190 ザ・フェニックスホール ３月 １６日 14 00 大阪 ジャパン・ストリング・クヮルテット　コンサート 〔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７番《ラズモフスキー第１番》、１４番（予定）

191 ザ・フェニックスホール ３月 １９日 15 00 大阪 Phoenix OSAQA２０１２　受講生修了終了コンサート 公募で選ばれた若手弦楽四重奏団 四重奏 vn2、va、vc 不詳

192 ザ・フェニックスホール ４月 １６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.3》 白石光隆p 二重奏 sax、p
●ボルヌ・・・カルメン幻想曲●ボノー・・・カプリース
●田端直美・・・波紋●吉松隆・・・ファジイバード・ソナタ　他

193 ザ・フェニックスホール ５月 ３０日 19 00 大阪 門田崇トランペット・リサイタル 佐渡春菜p 二重奏 tp、p
●スタンリー・・・トランペット・ヴォランタリー●グラウプナー・・・トランペット協奏曲第１番
●フンメル・・・トランペット協奏曲ホ長調●シチェドリン・・・アルベニスを模して●アルチュニアン・・・トランペット協奏曲　他

194 ザ・フェニックスホール ６月 １日 14 00 大阪 ティータイムコンサートシリーズ８９《木川博史ホルン・リサイタル》 松岡美絵p 二重奏 hrｎ、p ●モーツァルト・・・ホルン協奏曲第１番●ヒンデミット・・・アルトホルン・ソナタ　他

195 ザ・フェニックスホール ６月 ４日 19 00 大阪
澤・蓼沼デュオ＆プレミアムアーティスツ
 ～大野かおるｖa＆ガイ・ジョンストンｖｃを迎えて

澤和樹ｖｎ　蓼沼恵美子ｐ
大野かおるva  ガイ・ジョンストンｖｃ

四重奏 ｖｎ、ｐ、ｖa、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・ピアノ四重奏曲●シューマン・・・ピアノ四重奏曲op.４７●フォーレ・・・ピアノ四重奏曲第１番

196 ザ・フェニックスホール ６月 ５日 19 00 大阪
ヴィオラスペース２０１２大阪
《第２回東京国際ヴィオラコンクール　入賞記念ガラ・コンサート》

今井信子　鈴木康浩（以上va）  小栗まち絵ｖｎ
フランソワ・キリアンｐ　同コンクール第１～３位受賞者

二重奏 va、vn、ｐ
●モーツァルト・・・ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第１番
●ブラームス・・・ヴィオラ・ソナタト長調（原曲：ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》）　他

197 ザ・フェニックスホール ６月 ７日 19 00 大阪 持田洋フルート・リサイタル 持田洋fl 上野真p 二重奏 fl、p
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２５、２８番●ドビュッシー・・・シランクス
●カプレ・・・夢と小さなワルツ●シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ/ヴァイオリン・ソナタ第２番●メシアン・・・黒つぐみ

198 ザ・フェニックスホール ６月 ８日 19 00 大阪 ミュージック・シェアリング　２０周年記念コンサート 五嶋みどりｖｎ　オズガー・アイディンｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番●ブロッホ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番《神秘の詩》　他

199 ザ・フェニックスホール ６月 ２４日 15 00 大阪
髙木知寿子ワルシャワピアノトリオ　アンサンブルコンサート
～ワルシャワフィルのメンバーと共に

〔高木知寿子ｐ　ピオトル・ツェギェルスキー　ロベルト・プトフスキーｖｃ〕
ダリウシュ・デガｖｎ　マレック・イヴァンスキーva

五重奏 p、vc2、ｖｎ、ｖa
●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》●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番
●ドヴォルザーク・・・ピアノ五重奏曲第２番

200 ザ・フェニックスホール ６月 ２７日 19 00 大阪
フランティシェック・ノヴォトニーｖｎ、伊藤ルミｐ　両氏を迎えて
 ～《小さなコンサート》特別演奏会

フランティシェック・ノヴォトニーｖｎ　伊藤ルミｐ　林俊武ｃｂ
林泉弦楽四重奏団〔林泉ｖｎ　宮下和子ｖｎ　財津進ｖa　林口真也ｖｃ〕

七重奏・外
ｖｎ３、ｐ、ｃｂ
ｖa、ｖｃ

●ショーソン・・・ピアノ、ヴァイオリンと弦楽四重奏のためのコンセール
●ボッテジーニ・・・ヴァイオリンとコントラバスのための二重協奏曲●シューベルト・・・ロンドD.438

201 ザ・フェニックスホール ６月 ２９日 19 00 大阪 20th　Anniversary  Morgaua  Quartet  GALA
モルゴーア・クァルテット
〔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
●ショスタコーヴィチ・・・弦楽四重奏団第７番●ピンク・フロイド・・・太陽賛歌
●イエス・・・同志●ジェネシス・・・月影の騎士●メタリカ・・・メタル・マスター　他

202 ザ・フェニックスホール ７月 ４日 19 00 大阪

フェニックス・エヴォリューション・シリーズ６４
《All American Music
 ～ヴァイオリン、ピアノ、マリンバで奏でる
オールアメリカンな室内楽コンサート》

佐藤友香ｖｎ　贄川二葉ｐ　沓野勢津子marb 三重奏 ｖｎ、ｐ、ｍarb
●ガーシュウィン・・・《ポギーとべス》組曲●アイヴズ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番
●サイフリードの新作（世界初演）　他

203 ザ・フェニックスホール ７月 ７日 14 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ズと共に
山崎芳智子Ｍｓ　吉野那月　冨岡潤子（以上ｐ）
ピオトル・ツェギエルスキｖｎ　　ロベルト・プトフスキｖｃ

三重奏
Ｍｓ、ｐ２
ｖｎ、ｖｃ

●ヘンデル・・・歌劇《リナルド》より「愛しい妻よ」／歌劇《アリオダンテ》より「暗く不幸な夜のあとは」
●ドビュッシー・・・ピアノ三重奏曲●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番

204 ザ・フェニックスホール ７月 ２１日 17 00 大阪 夏祭なにはなくとも室内楽２０１２　《Quartet～第１日》
アンサンブル「パスレル」　ファゴットカルテット
関西クラリネット四重奏団
ホルンカルテット　フルートアンサンブル「ソニーチェ」

四重奏 fl、ob,ｃｌ、fg
●フランセ・・・木管四重奏曲●ヒケティック・・・３つのラテンダンス
●ホミリウス・・・ホルン四重奏曲●デポルト・・・イタリア組曲　他

205 ザ・フェニックスホール ７月 ２２日 10 30 大阪 朝の光のクラッシク第59回《松岡井菜ヴァイオリン・リサイタル》 田口友子p 二重奏 ｖn、p
●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン
●クライスラー・・・小品より●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番



206 ザ・フェニックスホール ７月 ２８日 17 00 大阪 夏祭なにはなくとも室内楽２０１２　《Quartet～第２日》
弦楽四重奏「PACE」　辻本剛志サクソフォンカルテット
トロンボーンカルテット「Peace」
パーカッショングループ大阪マリンバカルテット

四重奏 vn2、va、vc
●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第７７番《皇帝》●ベルノー・・・サクソフォン四重奏曲
●天野正道・・・マリンバトル●フィットキン・・・フック

207 ザ・フェニックスホール ８月 ５日 14 00 大阪 奥村愛ヴァイオリン・リサイタル 奥村愛vn 加藤昌則p 二重奏 ｖn、p
●エルガー・・・愛の挨拶●サン＝サーンス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番
●ミヨー・・・屋根の上の牛●ラヴェル・・・ツィガーヌ　他

208 ザ・フェニックスホール ８月 ９日 19 00 大阪 アレクサンダー・イェルゲンスｖｎ＆廣田映子ｖｎ　ヴァイオリン・リサイタル
アレクサンダー・イェルゲンスｖｎ　廣田映子ｖｎ
野山真希ｐ　杉中景子ｖa 　平本一誠ｖｃ　佐藤和宏ｃｌ

五重奏
ｖｎ２、ｐ、ｖa
ｖｃ、ｃｌ

●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●ブラームス・・・クラリネット五重奏曲

209 ザ・フェニックスホール ８月 ２５日 19 00 大阪
Osaka Guitar Summer ２０１２
《福田進一と仲間たちVol.３
～福田進一ｇ＆ロマン・ヴィアゾフスキーｇ　ジョイントリサイタル》

福田進一ｇ　ロマン・ヴィアゾフスキーｇ 二重奏 ｇ２
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第３番より●武満徹・・・森の中で
●ブローウェル・・・悲歌～イン・メモリアム・タケミツ(福田に献呈)●ソル・・・ロシアの思い出(遺作)
●ヴァシリエフ・・・２つのロシアの小品(日本初演)　他

210 ザ・フェニックスホール ９月 １９日 19 00 大阪 新しいイーハトーブを求めて《大阪公演》

マルコ・デチモ　ニコラ・セガッタ（以上ｖｃ）
トリオ・パコスキー〔パオロ・コスタンツォ ｖｎ
ダルコ・ヨヴァノヴィチｃｌ　矢澤恵子ｐ〕
井原由加子perc  谷本暁（ナレーション）

アラカルト・外
ｖｃ２、ｖｎ、ｃｌ
ｐ、perc

●山本康雄・・・ソナタ《凛に帰る》●西山優里・・・クレモナの霧（２台ｖｃ版）
●セガッタ…セロ弾きのゴーシュ●デチモ・・・２つのセルビア舞曲

211 ザ・フェニックスホール ９月 ２５日 19 00 大阪 阪本康生ピアノコンサート２０１２《緋色の宴》 阪本康生ｐ　崎元蘭奈ｖｃ　山根亜美子（カスタネット） 二重奏
p、ｖｃ
カスタネット

●リスト・・・超絶技巧練習曲第８番《狩》●ショパン・・・序奏と華麗なるポロネーズ
●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・・・アディオス・ノニーノ他

212 ザ・フェニックスホール ９月 ２７日 19 00 大阪 水谷川優子チェロ・リサイタル 水谷川優子vc 小柳美奈子p 二重奏 ｖc、p
●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ●グリーグ・・・劇音楽《ペール・ギュント》組曲第１番
●黛敏郎…文学●ピアソラ・・・ル・グラン・タンゴ　他

213 ザ・フェニックスホール １０月 ３日 19 00 大阪 四次元三重奏団～第五章 〔馬渕清香ｖｎ　池村佳子ｖｃ　藤井快哉ｐ〕 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第４番●ドビュッシー・・・ピアノ三重奏曲●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第２番

214 ザ・フェニックスホール １０月 ５日 19 30 大阪
今井信子presents
アリョーナ・バーエワ　ヴァイオリン・リサイタル

アリョーナ・バーエワvn ヴァディム・ホロデンコp 二重奏 ｖn、p
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３５番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第４番
●チャイコフスキー・・・ヴァイオリンとピアノのための５つの小品　他

215 ザ・フェニックスホール １０月 ６日 13 30 大阪 第８回大阪国際マンドリンフェスティバル
アヴィ・アヴィタル　アレクサンドラ・コトコヴァ
ラダ・クリヴェンコ（以上mand)ARSNOVA MANDOLIN QUARTET

アラカルト mand
●ポドガイツ・・・マンドリン協奏曲●加賀城浩光・・・Inspiration
●ピアソラ・・・タンティ・アンニ・プリマ●酒井健治・・・凹　他

216 ザ・フェニックスホール １０月 ７日 15 00 大阪 ドビュッシー讃《フランス～珠玉の連弾名曲集》
小林峡介　中村展子　富岡順子
松永美穂　秋本八重　秋本久美（以上ｐ）
長門由華ｃｌ　池田安友子perc

八重奏 p６、ｃｌ、perc
●フォーレ・・・マスクとベルガマスク●シャミナード・・・６つのロマンティックな小品op.５５
●サティ・・・梨の形をした３つの小品●ドビュッシー・・・小組曲／交響曲／６つの古代碑銘●ラヴェル（辻峰拓編）・・・ボレロ　他

217 ザ・フェニックスホール １０月 １３日 17 00 大阪
アンサンブル・ア・ラ・カルト５２
《ハインツ・ホリガー（ob＆obダモーレ）と仲間たち》

アニタ・ルージンガ－ｖｃ　アントン・ケルニャックｐ
ウルスラ・ホリガーｈｐ ハインツ・ホリガー（ob＆obダモーレ）

アラカルト・外
ob、ｖｃ
ｐ、ｈｐ

●J.S.バッハ・・・ソナタＢＷＶ１０２０●ユン・イサン・・・オーボエ、チェロとハープのための《エスパスⅡ》
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番（ｖｃ＆ｐ版）
／ペダル・ピアノのための練習曲（６つのカノン風小品）（キルヒナー編）●ホリガー・・・チェロとピアノのための《ロマンセンドレス》　他

218 ザ・フェニックスホール １１月 １日 19 00 大阪 林裕チェロ・リサイタル《Cellist=Composer Collection》 林裕vc 井上麻紀p 二重奏 ｖｃ、ｐ ●ピアッティ・・・イタリアのセレナード●ロストロポーヴィチ・・・ユモレスク●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第１番　他

219 ザ・フェニックスホール １１月 １６日 14 00 大阪
ティータイムコンサートシリーズ９２
《ブルーオーロラ サクソフォンカルテット》

〔平野公崇　田中拓也　西本淳　大石将紀（以上sax） 四重奏 sax４ ●チャイコフスキー・・・《四季》より●ラヴェル・・・クープランの墓●リムスキー=コルサコフ・・・熊蜂の飛行　他

220 ザ・フェニックスホール １１月 ２８日 19 00 大阪 ゲイリー・ショッカー　フルート・リサイタル２０１２ ゲイリー・ショッカーfl 石橋尚子p 二重奏・外 fl、p ●ショッカー・・・ピッコロ・イタリアーノ/ソナチネ/ヒルソングス/ウィンタージャスミン/アンビテックストラナータ　他

221 ザ・フェニックスホール １２月 ３日 19 00 大阪 エチエンヌ・ペクラール　チェロ・リサイタル エチエンヌ・ペクラールvc  坂口裕美p 二重奏・外 vc、 p ●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第１、２番/ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第１、２番

222 ザ・フェニックスホール １２月 ８日 16 00 大阪
真実の響き～１８・１９世紀フルートリサイタル
《榎田雅祥ｆｌ＆上野真(フォルテｐ）》

榎田雅祥ｆｌ　上野真(フォルテｐ） 二重奏 ｆｌ、フォルテｐ
●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタBWV１028●ボワモルティエ・・・フルート・ソナタ第３番
●Ｆ.クープラン・・・恋のうぐいす●テルシャック・・・フルート・ソナタ第３番●Ｔ.ベーム・・・グランド・ボロネーズ

223 ザ・フェニックスホール １２月 １４日 14 00 大阪 今井信子presents《ウェールズ弦楽四重奏団》 〔﨑谷直人ｖｎ　三原久遠ｖｎ　原裕子ｖa　富岡廉太郎ｖｃ〕 四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ ●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第８番《ラズモフスキー第２番》●リゲティ・・・弦楽四重奏曲第１番《夜の変容》　他

224 ザ・フェニックスホール １２月 １６日 13 30 大阪
上松美香　クリスマス　アルパ・コンサート　２０１２
《I Feliz NAVIDAD !》

上松美香（アルバ）　藤間仁ｇ　他 アラカルト アルパ、ｇ
●バリオス・・・クリスマスの歌●上松美香・・・Tesorito／光の記憶●水樹奈々・・・SUPER GENERAION
● 上松範康・・・遠い国から●岡野貞一・・・ふるさと　他

225 ザ・フェニックスホール １２月 １７日 19 00 大阪
冬のチェンバロ音楽祭２０１２～東北にこころよせて
《ゲオルギア弦楽四重奏団》

〔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
●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》●ショスタコーヴィチ・・・弦楽四重奏曲第１３番
●ツィンツァゼ・・・弦楽四重奏のための４つの小品●ブラームス・・・弦楽四重奏曲第２番

226
三田市総合文化センター
郷の音ホール（小）

６月 ９日 14 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
Japan-tour20１2

フランティシェック・ノボトニーｖｎ　伊藤ルミｐ 二重奏・外 vn、ｐ
●J.S,バッハ（グノー編）・・・アヴェ・マリア●Ｒ.シュトラウス（プシホダ編）・・・楽劇《ばらの騎士》より「ワルツ」
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●ユミイトウ・・・唱歌「うみ」による断章
●サン=サーンス・・・組曲《動物の謝肉祭》より「森のカッコー」「白鳥」／ヴァイオリン・ソナタ第１番　他

227
シーサイドホテル舞子ビラ
神戸あじさいホール

３月 １０日 14 00 兵庫
第２７回舞コンサート
《辻未帆ｐ・小松加奈marbジョイントコンサート》

辻未帆ｐ　小松加奈marb 二重奏 ｐ、marb

●柏木俊夫・・・《芭蕉の奥の細道による気紛れなパラフレーズ》より
 「五月雨をあつめて早し　最上川」「荒海や　佐渡に横たふ　天の河」
●ショパン・・・ポロネーズ第５番●安倍圭子・・・桜の幻影●　スティーブンス・・・リズミック・カプリース
●セジョルネ・・・マリンバと弦楽オーケストラのための協奏曲　他

228
シーサイドホテル舞子ビラ
神戸あじさいホール

１０月 １３日 14 00 兵庫
第２８回舞コンサート
《丸岡良子ｔｐ・高橋慎太郎saxジョイントコンサート》

丸岡良子ｔｐ　高橋慎太郎sax  原真奈美　藤本さえ子（以上ｐ）　他 二重奏 tp、sax、p２
●エワイゼン・・・トランペット・ソナタ●高田信一・・・コルネットとピアノのための３つの小品
●ボザ・・・バディナーゼ●ロドニー・ロジャース・・・レッスン・オブ・ザ・スカイ●ウェニャン・・・ラプソディ　他



229
シーサイドホテル舞子ビラ
神戸あじさいホール

１１月 ３日 15 00 兵庫 神戸国際芸術祭２０１２《ウィーンとプラハの音楽》
ダニエル・オッテンザマーｃｌ　ダイアナ・ケトラーｐ
アレクサンダー・シトコヴェツキー　川田知子（以上ｖｎ）
ラズヴァン・ポポヴィッチｖa　ヘーデンボルク・直樹ｖｃ

五重奏・外
ｃｌ、ｐ、ｖｎ２
ｖa、ｖｃ

●ブラームス・・・クラリネット五重奏曲●スーク・・・エレジー●ドヴォルザーク・・・ピアノ四重奏曲第２番

230 しがぎん経済文化文化センター １０月 ２０日 11 00 滋賀
しがぎんホールシリーズ２０１２－１３
ドビュッシー生誕１５０年祭“ドはドビュッシーのド”
《ドビュッシーの室内楽１～フルートとヴィオラとハープのためのソナタ》

中川彩ｆｌ　高岸卓人ｖa 大西怜奈ｈｐ 三重奏 ｆｌ、ｖa、ｈｐ ●イベール・・・２つの間奏曲●ラヴェル・・・ソナチネ●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

231 しがぎん経済文化文化センター １０月 ２０日 19 00 滋賀
しがぎんホールシリーズ２０１２－１３
ドビュッシー生誕１５０年祭“ドはドビュッシーのド”
《ドビュッシーの室内楽２～ドビュッシー＆ラヴェルの室内楽》

谷本華子ｖｎ　金子鈴太郎ｖｃ　奈良田朋子ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ／チェロ・ソナタ／ピアノ三重奏曲●ラヴェル・・・ピアノ三重奏曲

232 しがぎん経済文化文化センター １０月 ２１日 14 00 滋賀
しがぎんホールシリーズ２０１２－１３
ドビュッシー生誕１５０年祭“ドはドビュッシーのド”
《陣内亜紀子sax　サクソフォン・ラプソディ》

陣内亜紀子sax  野村祐子ｐ 二重奏 sax、p
●デュボワ・・・りす／組曲形式による性格的小品
●ミヨー・・・スカラムーシュ●ドビュッシー・・・星の夜／サクソフォンのための狂詩曲

233
吹田市文化会館メイシアター
レセプションホール

１０月 ２９日 13 00 大阪
収穫の秋～ランチ＆コンサート
《ポリヒムニア　アンサンブルメンバーにより弦楽四重奏》

〔古味亜紀ｖｎ　山根摩母衣ｖｎ　高野ちか子ｖa　細辻秀美ｖｃ〕 四重奏 ｖｎ２、ｖa、 vc
●ラヴェル…ボレロ●さだまさし…秋桜●見上げてごらん夜の星を／ジュピター　他

234 すばるホール ３月 １６日 11 00 大阪 木管五重奏ミニコンサート　《親子のための星空音楽会》
Quintet「H」
〔宮崎由実香ｆｌ　最上峰行ob　濱崎由紀ｃｌ　石川晃ｆｇ　猪俣和也ｈｒｎ〕.

五重奏
ｆｌ、ob、cl
g、hrn

不詳

235 すばるホール ３月 １８日 14 00 大阪
Quintet 「H」  木管五重奏コンサート
～個性が響きあう木管アンサンブルの調べ

Quintet 「H」
〔宮崎由美香ｆｌ　最上峰行ob　濱崎由紀ｃｌ　石川晃ｆｇ　猪俣和也ｈｒｎ〕
富田林市立第一中学校＆第二中学校＆明治池中学校吹奏楽部木管奏者

五重奏
ｆｌ、ob、cl
g、hrn

●宮崎駿映画音楽特集●ピアソラ…タンゴの歴史●木管五重奏で聴く《日本の歌》
●ロジャーズ…映画《サウンド・オブ・ミュージック》より●モーツァルト…歌劇《魔笛》序曲　他

236 すばるホール ８月 ２６日 15 00 大阪
関本昌平ｐ＆小林愛実ｐ　with 大阪交響楽団エクセレントカルテット
室内楽コンサート

大阪交響楽団エクセレントカルテット
〔里屋幸ｖｎ　浅野彩ｖｎ　糸川麗子ｖa　寺田達郎ｖｃ〕

五重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ ●ブラームス…ピアノ五重奏曲●ショパン…ピアノ協奏曲第1番（室内楽版）

237 相愛大学南港ホール ５月 ２２日 18 30 大阪
相愛大学《教員による　SOAI  Concert
 ～ピアノ専攻教員によるアンサンブルの夕べ》

児嶋一江　山本英二　稲垣聡　井上麻紀（以上ｐ）　田中祐子ｖｎ　他 アラカルト ｐ４、ｖｎ ●曲目未定

238 相愛幼稚園（京都市左京区） ３月 ２５日 14 00 大阪
バッハ週間 in 京都２０１２
《ラウラ・パルム　ヴァイオリン演奏会～バロック音楽》

ラウラ・パルムvn 八木健次ob　シュテファン・パルムorg 二重奏 ob、org、vn
●テレマン…トリオ・ソナタ●ヘンデル…ソナタop．1‐13●ハイドン…フルート時計の小品
●J．S．バッハ…《復活祭オラトリオ》より／二重協奏曲BWV1060　他

239 太子町立文化会館あすかホール １２月 ９日 14 00 大阪 ストラディヴァリウス・カルテット
〔ウォン・シャオミンｖｎ　ユン・ソヨンｖｎ
レヒ・アントニオ・ウジンスキーｖａ　マーヤ・ウェーバーｖｃ〕

四重奏・外 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ
●モンティ…チャールダーシュ●ヴィヴァルディ…ヴァイオリン協奏曲集《四季》より「春」「秋」
●ピアソラ…《四季》より「夏」「冬」●バーバー…弦楽のためのアダージョ●ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》　他

240 宝塚ベガホール ２月 ２３日 18 30 兵庫
第２３回宝塚ベガ音楽コンクール１位入賞記念演奏会
ベガ・ウィナーズコンサート

法貴綾子ｐ　村中宏ｆｇ　日下部吉彦（ナビゲーター） 二重奏 ｐ、ｆｇ
●バルトーク…ピアノ・ソナタ●ドビュッシー…前奏曲集第2巻より「ヒースの茂る荒地」「月光の降り注ぐ露台」
●テレマン…ファゴット・ソナタヘ短調●サン=サーンス…ファゴット・ソナタ　他

241 宝塚ベガホール ９月 １６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》
宮川彬良ｐ 〔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〕　他

アラカルト
ｖｎ２、ｖa
ｖｃ、ｃｂ
ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●曲目未定

242 宝塚ベガホール １０月 ２７日 14 00 兵庫 ビートルズ＆クイーン　ロンドン・クラシックス《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
●ビートルズ…ノルウェーの森／イエスタデイ／レット・イット・ビー
●クイーン…ウィ・ウィル・ロック・ユー／ボヘミアン・ラプソディ　他

243 宝塚ベガホール １２月 ８日 13 30 兵庫 第３０７回　市民のためのオルガンコンサート～冬のおくりもの 川崎寿美org　吉田紘子ｖｎ 二重奏 org、vn
●ヴィターリ…シャコンヌト短調●ヴィヴァルディ…ヴァイオリン協奏曲集《四季》より「冬」第2楽章
●ブラームス…コラール前奏曲《一輪のばらが咲いて》　他

244
たけまるホール
（旧生駒市中央公民館）

１１月 ２日 19 00 奈良
第３回　いこま国際音楽祭
《響きと色の反射～オープニング・ガラコンサート》

韓伽倻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ｔｐ

アラカルト・外 ｐ、ｖｎ、ｆｌ、ｃｌ、ｐ
●ドビュッシー…牧神の午後への前奏曲／パンの笛／ヴァイオリン・ソナタ
●ツェルシ…トランペットのための小品●クライスラー…レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース　他

245
たけまるホール
（旧生駒市中央公民館）

１１月 ３日 15 00 奈良
第３回　いこま国際音楽祭
《ブラームスはお好きですか？～デュオ・コンサート》

韓伽倻ｐ　ニコラス・チュマチェンコｖｎ 二重奏・外 ｐ、ｖｎ ●ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第1番《雨の歌》、2、3番

246 鶴見区民センター（小） １２月 １９日 19 00 大阪 朗読,ギター,チェロで綴る　～絆を詠むひとときVol.２ 小林晶子(語り)　日南智之ｇ　荻野健ｖｃ 二重奏 ｇ、ｖｃ
●カステルヌオーヴォ=テデスコ…《プラテロとわたし》より●《12人の手紙》より「赤い手」「ペンフレンド」（作：井上ひさし）
●J．S．バッハ…G線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ●アヴェ・マリアメドレー　他

247 テアトロ・マロン ９月 １８日 19 00 京都 Quatet Ariosa 山本有紗vn 崔樹瑛vn 島岡万里子va 高木俊彰vc 四重奏 vn2、va、vc ●シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と乙女》●ヤナーチェク…弦楽四重奏曲第1番《クロイツェル・ソナタ》

248 帝国ホテル大阪・４階チャペル １月 ２６日 19 00 大阪
帝国ホテルの音楽會～チャペルコンサート
《八幡順ｖｎ　魅惑のヴァイオリン～Con Amore Ⅱ  》

八幡順ｖｎ　甲斐洋平ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●パガニーニ…カプリース第24番／カンタービレ●ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第14番《月光》第1楽章
●チャールダーシュ／ツィゴイネルワイゼン／黒い瞳／2つのギター　他

249 帝国ホテル大阪・４階チャペル ７月 ２０日 19 00 大阪
帝国ホテルの音楽會～チャペルコンサート
《パリからの風～オーボエ＆ピアノ　デュオの夕べＶｏｌ．２》

坂川奈緒子ob  中本陽子ｐ 二重奏 ob、ｐ
●ラヴェル…クープランの墓●ドビュッシー…喜びの島／月の光／亜麻色の髪の乙女
●シルヴェストリーニ…《6つの絵画》より●渡会美帆…3つの東北民謡による幻想曲（委嘱）　他

250 帝国ホテル大阪・４階チャペル ８月 １０日 19 00 大阪
帝国ホテルの音楽會～チャペルコンサート
《バロック　室内楽の夕べ～テレマンを中心に》

平岡洋子ｆｌ　嵯峨山庸子ｖｎ　吉竹百合子cemb  上塚憲一ｖｃ 四重奏 fl、vn、cemb、vc ●テレマン…《新しい四重奏曲集》より四重奏曲第6番／パリ四重奏曲第1、6番　他

251 ドルチェ・アーティストサロン ３月 ５日 19 00 大阪 ジャパン　ホルンクインテット演奏会 〔上間善之　勝俣泰　西條貴人　久永重明　山岸博（以上ｈｒｎ）〕 五重奏 hrn5 ●シュティーグラー…聖フーベルト・ミサ●ターナー…テトゥアンのカスバ●A．リード…エル・カミーノ・レアル　他



252 ドルチェ・アーティストサロン ３月 ３０日 19 00 大阪 持田洋フルート・リサイタル 持田洋fl、赤松充子p 二重奏 fl、p
●モーツァルト…ソナタK．301、304●オネゲル…ロマンス●カプレ…夢と小さなワルツ
●シューマン…ロマンス第1、2番●J．S．バッハ（諸井誠編）…パルティータ

253 ドルチェ・アーティストサロン ５月 ７日 19 00 大阪 平野美希　Clarinet  リサイタル 平野美希cl  加納恭子ｐ　来田裕美子ｃｌ　竹下舞ob 四重奏 ｐ、ｃｌ2、ob
●ドニゼッティ…練習曲●ロッシーニ…序奏、主題と変奏曲
●ヴェルディ（ロヴェーリョ編）…歌劇《椿姫》の旋律による演奏会用幻想曲●メンデルスゾーン…演奏会用小品第1、2番

254 ドルチェ・アーティストサロン ５月 １２日 18 00 大阪 Ｆｌｕｔｅ大嶋義実　Ｇｕｉｔａｒ斎藤明子　Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｄｕｏ 大嶋義実ｆｌ　斎藤明子ｇ 二重奏 ｆｌ、ｇ
●J．S．バッハ（グノー編）…アヴェ・マリア●イベール…間奏曲●タルレガ…アルハンブラの思い出
●ボルヌ…カルメン幻想曲●ピアソラ…タンゴの歴史

255 ドルチェ・アーティストサロン ６月 ４日 19 00 大阪 神田寛明ｆｌの、ワールド・トラベル００２便～ドイツ 神田寛明ｆｌ　與口理恵ｐ 二重奏 ｆｌ、ｐ
●C．P．E．バッハ…フルート・ソナタ《ハンブルク・ソナタ》●ヒンデミット…8つの小品●ライネッケ…バラード
●ブルーマー…動物界より●J．S．バッハ…フルート・ソナタBWV1030

256 ドルチェ・アーティストサロン ６月 ６日 19 00 大阪 橋本杏奈クラリネット・リサイタル 橋本杏奈cl、寺嶋陸也p 二重奏 cl、p
●ベルク…4つの小品●シューマン…3つのロマンス●ウェーバー…演奏会用大二重奏曲
●フランセ…主題と変奏●バッシ…リゴレット幻想曲

257 ドルチェ・アーティストサロン ６月 ２９日 19 00 大阪 ２本のサクソフォンとピアノによるトリオコンサート 古川真也　高橋慎太郎(以上sax)　藤本さえ子ｐ 三重奏 sax２、p ●フェラン…パール・サックス●ローバ…《9つの練習曲》より「アルス」●ラヴェル…クープランの墓

258 ドルチェ・アーティストサロン ６月 ３０日 19 00 大阪 寺田麗美サクソフォン・リサイタル 寺田麗美sax 川岸麻理p 二重奏 sax、p
●フローラン・シュミット…コッペリウスの歌●マントヴァーニ…霧雨の狂●ヴィラ=ロボス…幻想曲
●ブラームス…クラリネット・ソナタ第1番●吉松隆…ファジイ・バード・ソナタ

259 ドルチェ・アーティストサロン ７月 ７日 14 00 大阪
アステリズム　デビューコンサート
～グラズノフの見た世界

Asterhythm〔森奈々　坂戸絵里佳　杉本明日見　谷良介（以上sax）〕 四重奏 sax４
●グラズノフ…サクソフォン四重奏曲●リムスキー=コルサコフ…熊蜂の飛行
●ボロディン…歌劇《イーゴリ公》より「だったん人の踊り」●ドビュッシー…舞曲　他

260 ドルチェ・アーティストサロン ７月 １８日 19 00 大阪 カルテット・スピりタス　ＣＤリリース記念スペシャルコンサート 〔松原孝政　波多江史朗　松井宏幸　東涼太（以上sax）〕 四重奏 sax4 ●ピエルネ…民謡風ロンドの主題による序奏と変奏●リュエフ…四重奏によるコンセール●シュミット…四重奏曲　他

261 ドルチェ・アーティストサロン ８月 ５日 14 00 大阪
夏のコンサート
《久米素子フルート・リサイタル》

久米素子fl 柴田孝治郎fl 中田百合子　中島康子(以上p) 三重奏 ｖn、p
●ヘンデル…シバの女王の入城●ゴーベール…ロマンス●ドゥヴィエンヌ…フルート協奏曲第7番
●ボルヌ…カルメン幻想曲●ドップラー…リゴレット幻想曲

262 ドルチェ・アーティストサロン ８月 １８日 14 00 大阪 第１回梅田クラリネット展
関西クラリネットアンサンブル　ツインクラリネットディキシーランド
ルヴォワールカルテット　UMDフェスティバルアンサンブル

アラカルト ●曲目未定

263 ドルチェ・アーティスト・サロン ８月 ２８日 19 00 大阪 井上ハルカ・サクソフォン・リサイタル～パリからの便り 井上ハルカsax、久保智史p 二重奏 sax、p
●ストラヴィンスキー…イタリア組曲●デニソフ…サクソフォン・ソナタ
●フェルドハウス…ザ・ガーデン・オブ・ラブ●フランク…ヴァイオリン・ソナタ

264 ドルチェ・アーティストサロン ９月 １日 16 00 大阪 ランコントル　フルート　カルテット　第３回演奏会 〔大升良美　滝口悠子　片桐志保　林ゆかり(以上ｆｌ)〕 四重奏 ｆｌ４
●A．チェレプニン…フルート三重奏曲op．59●デュボワ…フルート四重奏曲
●石毛里佳…ブリンダーヴァン●八木澤教司…ディヴェルティメント

265 ドルチェ・アーティスト・サロン ９月 １６日 14 00 大阪 前田幸弘サクソフォン・リサイタル 前田幸弘sax 三橋祥子p 二重奏 sax、p
●サンジュレー…小協奏曲●デュクリュック…サクソフォン・ソナタ
●クレストン…サクソフォン・ソナタ●モリコーネ…ニュー・シネマ・パラダイス

266 ドルチェ・アーティストサロン ９月 ２９日 19 00 大阪 クローバー　サクソフォン　クァルテット 〔林田祐和　田村真寛　貝沼拓実　坂口大介（以上sax）〕 四重奏 sax４
●J．S．バッハ…トッカータとフーガBWV565／ゴルトベルク変奏曲●スカルラッティ…ソナタK．427、474、514
●ベルノー…サクソフォン四重奏曲

267 ドルチェ・アーティスト・サロン １０月 ５日 19 00 大阪 第１６回　関口智子ヴァイオリン・リサイタル 関口智子vn 安達朋博p 二重奏 ｖn、p
●ルクー…ヴァイオリン・ソナタ●ぺヤチェヴィッチ…ヴァイオリン・ソナタ《スラヴ風》
●モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番●シューベルト…ヴァイオリンとピアノのための幻想曲

268 ドルチェ・アーティストサロン １０月 １０日 19 00 大阪 TROMBONE QUARTET CUBE 演奏会 〔廣田純一　住川佳祐　安井貴大　菅原薫（以上ｔｂ）〕 四重奏 ｔｂ４ ●チャップマン…スリー・シティーズ組曲　他

269 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ２日 19 00 大阪 伊藤圭ｃｌ、黒木綾子ｆｇ、鈴木慎崇ｐ　Trio Concert Vol.１ 伊藤圭ｃｌ　黒木綾子ｆｇ　鈴木慎崇ｐ 三重奏 cl、ｆｇ、ｐ
●プーランク…クラリネットとファゴットのためのソナタ●ライネッケ…序奏とアレグロ・アパッショナート
●ヴィラ=ロボス…協奏的幻想曲●グリンカ…悲愴三重奏曲

270 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ４日 14 00 大阪 安藤範子ｆｌ　田中幸子ｆｌ　フルートデュオリサイタルVol.４ 安藤範子ｆｌ　田中幸子ｆｌ　古津智子ｐ 三重奏 ｆｌ２、ｐ
●パッヘルベル…カノン●ボラン…《フルートとジャズ・ピアノのための組曲》より
●バルトーク…ハンガリー農民組曲●チャイコフスキー…バレエ組曲《くるみ割り人形》

271 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ７日 19 00 大阪 櫻舞<aube>フルート　デュオリサイタル 〔白石法久　山内豊瑞（以上ｆｌ）〕　成田有花ｐ 三重奏 ｆｌ２、ｐ
●ドップラー…アメリカの主題による二重奏曲●アンダーソン…舞踏会の美女
●プロコフィエフ…行進曲●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　他

272 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ２３日 15 00 大阪 レジェンド・オブ・アーツ　サロンコンサート　Ｖｏｌ．５ 瓦田成美　谷原いづみ　西川一也（以上ｆｌ） 三重奏 ｆｌ３ ●クーラウ…三重奏曲op．13‐2、3●ハイドン…フルート三重奏曲《ロンドン三重奏曲第1番》Hob．Ⅳ‐1●フレーエ…エルキド組曲

273 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ３０日 19 00 大阪 Flute Saxophone Euphonium Trio Concert
村田五月　高尾香菜子(以上ｆｌ)米谷麻美sax
山本早紀eup　織部温子　山本安依紗(以上ｐ)

三重奏
ｆｌ２、sax
eup、ｐ２

●クレストン…協奏曲●ショッカー…3つのダンス●ボッカラーリ…幻想協奏曲

274 ドルチェ・アーティスト・サロン １２月 ５日 19 00 大阪 NHK交響楽団ホルン奏者・日高剛hrn CD発売記念リサイタル 日高剛hrn　大室晃子p 二重奏 hrn、p ●ツェルニー…序奏と協奏的変奏曲op．248●ビュッセル…カンテコールop．77　他



275 ドルチェ・アーティストサロン １２月 ８日 18 00 大阪 オブローコンサート
渡邉一毅　金井清　品川秀世　杉本亜矢
小山裕子　鈴木生子　三木薫　福島伸夫(以上ｃｌ）

アラカルト ｃｌ８
●石毛里佳…ウェントス●新井千悦子…上海スクエア●樽屋雅徳…絵のない絵本
●天野正道…ドゥ・ダン●真島俊夫…ジョイフル・クラリネッツ

276 ドルチェ・アーティストサロン １２月 ２５日 19 00 大阪 アフター・アワーズ・セッション《色とりどりの小品》
右近恭子ｐ　日野俊介ｖｃ　植田恵子ｆｌ
大島弥州夫ob　松原央樹ｃｌ

アラカルト
ｐ、ｖｃ、ｆl
ob、ｃｌ

●ヘンデル…フルート・ソナタ●ドニゼッティ…オーボエ・ソナタ●ドリング…フルート、オーボエとピアノのための三重奏曲
●ロータ…クラリネット、チェロとピアノのための三重奏曲●サン=サーンス…デンマークとロシアの歌による奇想曲

277 奈良女子大学記念館 １０月 ８日 14 30 奈良
なら国際音楽アカデミー　秋のスペシャルコンサート
《室内楽の午後から百年ピアノのステージで！》

若林暢　澤亜樹（以上ｖｎ）　中村翔太郎ｖa
西谷牧人ｖｃ　大村夢　アルバート・ロト（以上ｐ）

五重奏
ｖｎ２、ｖa
vc、ｐ２

●モーツァルト…ピアノ三重奏曲第6番●ブラームス…ピアノ四重奏曲第1番／ハイドンの主題による変奏曲（2台p版）
●シューマン…ピアノ五重奏曲

278 西脇市立音楽ホールアピカホール １１月 ２０日 19 00 兵庫
第１２０回しばざくらコンサート
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる
《ウィーン・ピアノ四重奏団》

〔フォゥグ・浦田陽子ｐ　エーリッヒ・ビンダーｖｎ
ロバート・バウアーシュタッターｖa ヨァゲン・フォゥグｖｃ〕

四重奏
ｐ、ｖｎ
ｖａ、ｖｃ

●ドゥセック…ピアノ四重奏曲op．56●R．シュトラウス…《2つの小品》より「愛らしい歌」●ブラームス…ピアノ四重奏曲第2番

279 白沙村荘大画室存古楼 ４月 １５日 16 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１２０
《２０１２春・弦楽四重奏とピアノの出会い》

佐々木聡子ｐ　森本一人　平野あずさ（以上ｖｎ）
多田素子ｖa　太田道宏ｖｃ

五重奏
p、vn２
ｖa、vc

●モーツァルト…弦楽四重奏曲第1番●ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第4番●ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲第2番

280 白沙村荘大画室存古楼 ５月 ２０日 16 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１２１
《２０１２初夏・ピアノトリオ名作シリーズ２３》

矢崎瑞ｐ　徳岡裕紀ｖｎ　太田道宏ｖｃ 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●シューベルト…ピアノ三重奏曲《ソナタ楽章》／ピアノ三重奏曲第2番●ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第5番《幽霊》

281 白沙村荘大画室存古楼 ９月 １６日 16 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１２２
《チェロとピアノのための名曲シリーズ（２７）
～２０１２秋・民族の謡（うた）・こころのうた》

革島玲奈ｐ　太田道宏ｖｃ 二重奏 ｐ、ｖｃ
●シューマン…民謡風の5つの小品●ファリャ…6つのスペイン民謡
●間宮芳生…チェロとピアノのための5つのフィンランド民謡／チェロとピアノのための6つの日本民謡

282 白沙村荘大画室存古楼 １１月 ４日 15 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１２３
《２０１２晩秋・バッハ=存古楼への捧げもの》

春本佳代cemb　虎谷朋子ｆｌ　森本一人ｖｎ　太田道宏ｖｃ 三重奏
cemb、ｆｌ
ｖｎ、ｖｃ

●J．S．バッハ…トリオ・ソナタBWV1039／ヴァイオリン・ソナタ第2番／
ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第3番／フルートと通奏低音のためのソナタBWV1035／
《音楽の捧げもの》より「トリオ・ソナタハ短調」

283 パルナソスホール ３月 ４日 15 00 兵庫
第２１回パルナソス音楽祭
《チェコ・フィル・ストリング・カルテット》

〔ヨゼフ・シュバチェクｖｎ　ミラン・ヴァヴァジーネクｖｎ
ヤン・シモンｖa　ヨゼフ・シュバチェクｖｃ〕

四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ
●シューベルト…アヴェ・マリア●サン=サーンス…白鳥●ビートルズ…ミッシェル
●D．エリントン…A列車で行こう●J．シュトラウスⅡ…ワルツ《美しく青きドナウ》

284 パルナソスホール １０月 ２８日 14 00 兵庫
第２２回姫路パルナソス音楽祭　バロック in 姫路
《寺神戸亮ｖｎ＆鈴木雅明org
ヴァイオリン＆パイプオルガン　デュオ・リサイタル》

寺神戸亮ｖｎ　鈴木雅明org 二重奏 ｖｎ、org
●コレッリ…教会ソナタ第1、5番●カステッロ…ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ
●ビーバー…《ロザリオのソナタ》より●J．S．バッハ…アリア　他

285 ひこね市文化プラザ・エコーホール １１月 ９日 19 00 滋賀 風渡る～田中健（ケーナ）＆ＯＥＫ弦楽メンバー
田中健（ケーナ）
ＯＥＫ弦楽メンバー
〔坂本久仁雄ｖｎ　トロイ・グーギンズｖｎ　丸山萌音揮ｖa  ソンジュン・キムｖｃ〕

四重奏
ケーナ、ｖｎ２
ｖa、ｖｃ

●ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》第1楽章●ラヴェル…弦楽四重奏曲第2楽章
●コンドルは飛んで行く／もののけ姫／天空の城ラピュタ　他

286 姫路城特設会場 １０月 １０日 19 00 兵庫
姫路国際音楽祭～ル・ボン２０１２
第５日目《招待演奏家によるコンサート》

ナタリア・ロメイコ　樫本大進　川久保賜紀（以上ｖｎ）
ギャレス・ルべva　クラウディオ・ボルケス　ニコラ・アルトシュテット（以上ｖｃ）
ナビル・シェハタｃｂ　コンスタンティン・リフシッツ
カティア・スカナヴィ（以上ｐ）

五重奏・外
ｖｎ３、ｖa
ｖｃ２、ｃｂ２、ｐ

●ドヴォルザーク…弦楽五重奏曲第2番●ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番／ピアノ四重奏曲第2番

287 姫路城特設会場 １０月 １１日 19 00 兵庫
姫路国際音楽祭～ル・ボン２０１２
第６日目《招待演奏家によるコンサート》

ナタリア・ロメイコ　樫本大進　川久保賜紀（以上ｖｎ）
ギャレス・ルべva　クラウディオ・ボルケス　ニコラ・アルトシュテット（以上ｖｃ）
コンスタンティン・リフシッツ　カティア・スカナヴィ（以上ｐ）

五重奏・外
ｖｎ３、ｖa
ｖｃ２、ｐ２

●シューベルト…弦楽三重奏曲第1番●ショーソン…協奏曲op．21●ブラームス…ロシアの思い出／ピアノ五重奏曲

288
兵庫県立尼崎青少年創造劇場
（ピッコロシアター）（小）

３月 １０日 18 30 兵庫 アフター・アワーズ・セッション《ちょっと小粋なアンサンブル》
右近恭子ｐ　ギオルギ・バブアゼｖｎ　三木香奈ｖa
池村佳子ｖｃ　植田恵子ｆｌ　松原央樹ｃｌ

四重奏
ｐ、ｖｎ、va
vc、fl、ｃｌ

●スーク…ピアノ四重奏曲●モーツァルト…ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番
●ウェーバー…フルート三重奏曲●フローラン・シュミット…三重奏によるソナチネ

289 兵庫県立芸術文化センター ６月 ２８日 11 30 兵庫
ワンコイン・コンサート
《マイケル・バイアリーｃｌ～夢を描くクラリネット》

マイケル・バイアリーcl  中井由貴子ｐ 二重奏 ｃｌ、ｐ
●ドビュッシー…クラリネットとピアノのための狂詩曲第1番●シューマン…幻想小曲集op．73
●J．S．バッハ…無伴奏フルートのためのパルティータ　他

290 兵庫県立芸術文化センター １１月 １３日 11 30 兵庫
ワンコイン・コンサート
《稲垣路子ｔｐ～トランペット、虹色の輝き》

稲垣路子ｔｐ　佐竹裕介ｐ　水無瀬一成ｈｒｎ　戸澤淳ｔｂ アラカルト
tp、p
hrｎ、ｔｂ

●シャルリエ…《トランペットのための36の超絶技巧練習曲》より
●ガベーユ…トランペット、ホルン、トロンボーン、ピアノのためのレクリエーション　他

291 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&アンサンブル・ベガ ニューイヤーコンサート２０１２
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〕

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●マスカーニ…歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》間奏曲
●宮川彬良…パーセルの主題によるフーガ／バレエ組曲ジャン・コクトー《堕天使の恋》より／随想曲第1、2番
●ロッシーニ…弦楽のためのソナタ第1番　他

292 兵庫県立芸術文化センター（小） １月 １１日 19 00 兵庫 アルカント・カルテット
〔アンティエ・ヴァイトハースｖｎ　ダニエル・セペックｖｎ
タベア・ツィンマーマンｖa  ジャン=ギアン・ケラスｖｃ〕

四重奏・外 ｖｎ２、ｖa、vc
●J．S．バッハ…《フーガの技法》より「コントラプンクトゥスⅠ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅸ、ⅩⅠ」
●ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第16番●ブラームス…弦楽四重奏曲第3番

293 兵庫県立芸術文化センター（小） １月 １９日 14 00 兵庫 名曲の力 渡部玄一ｖｃ　渡部基一ｖｎ　白石光隆ｐ 三重奏 ｖｃ、ｖｎ、ｐ
●ブラームス…ピアノ三重奏曲第1番●サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン
●ラフマニノフ…アンダンテ●ショパン…即興曲第4番《幻想即興曲》　他

294 兵庫県立芸術文化センター（小） １月 ２９日 14 00 兵庫 兵庫芸術文化センター管弦楽団　室内楽シリーズ３０《PAC BRASS !》 ＰＡＣブラス・セクション　マティアス・へフスｔｐ アラカルト ｔｐ 　他
●エネスコ…伝説●プロッグ…3つの小品●J．S．バッハ（ヴィヴァルディ編）…協奏曲ニ長調
●モーツァルト…ソナタハ長調／歌劇《魔笛》序曲●クレスポ編…ロマンス

295 兵庫県立芸術文化センター(小） ２月 １０日 19 00 兵庫 青山秀直ｃｌ　クラリネットファンタジー 青山秀直ｃｌ　山口研生ｐ 二重奏 ｃｌ、ｐ ●ボルヌ…カルメン幻想曲●シューマン…幻想小曲集●ブラームス…クラリネット・ソナタ第2番　他

296 兵庫県立芸術文化センター(小） ３月 １４日 18 00 兵庫 大竹貴子ｖｎ＆赤堀裕之史ｔｐデュオリサイタル 大竹貴子ｖｎ　赤堀裕之史ｔｐ　大山宮和瑚ｐ 三重奏 ｖｎ、ｔｐ、ｐ
●エワイゼン…トランペット、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲／トランペット・ソナタ
●プロコフィエフ…ヴァイオリン・ソナタニ長調●ヴィヴァルディ…トランペットとヴァイオリンのための協奏曲変ロ長調

297 兵庫県立芸術文化センター(小） ３月 １５日 14 00 兵庫 PACオーケストラ　リサイタルシリーズ 原田亮子ｖｎ　谷口拓史ｃｂ　他 二重奏 ｖｎ、ｃｂ、他
●ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第3番●竹内邦光…落梅集～無伴奏ヴァイオリンのために～古謡
●シュペルガー…コントラバス・ソナタT‐40●ボッテジーニ…カプリッチョ・ディ・ブラヴーラ　他



298 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 １６日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート　《伊東裕ｖｃ～雄飛するチェロ》 伊東裕ｖｃ　田口友子ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●J．S．バッハ…無伴奏チェロ組曲第3番●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　他

299 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 １６日 14 00 兵庫 PACオーケストラ　リサイタルシリーズ ロジャー・フラットｔｂ　安田直己tim＆perc　他 二重奏 ｔｂ、tim、perc 他
●トマジ…トロンボーン協奏曲●ウェーバー…ロマンス
●ピアソラ…《タンゴの歴史》より「カフェ1930」「ナイトクラブ1960」●カルス…打楽器とピアノのための4つのインヴェンション　他

300 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 １６日 15 00 兵庫 ワンコイン・コンサート　《伊東裕ｖｃ～雄飛するチェロ》 伊東裕ｖｃ　田口友子ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●J．S．バッハ…無伴奏チェロ組曲第3番●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　他

301 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 １８日 14 00 兵庫 及川浩治トリオ”Bee(ビー)” 〔及川浩治ｐ　石田康尚ｖｎ　辻本玲ｖｃ〕 三重奏 p、ｖｎ、ｖｃ
●ピアソラ…アディオス・ノニーノ／リベルタンゴ●ドヴォルザーク…スラヴ舞曲第10番《マズルカ》
●ブラームス…ハンガリー舞曲第1番●リムスキー=コルサコフ…熊蜂の飛行●ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第5番《幽霊》　他

302 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 ２５日 14 00 兵庫 ケラー四重奏団
〔アンドラーシュ・ケラーｖｎ　ジョーフィア・クルニェイｖｎ
　ゾルタン・ガールｖａ  ユディト・サボーｖｃ〕

四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ
●J．S．バッハ…《フーガの技法》より「コントラプンクトゥスⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅸ」
●バルトーク…弦楽四重奏曲第5番●ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第9番《ラズモフスキー第3番》

303 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 ２８日 19 00 兵庫 山下真理子サクソフォン・リサイタル 關口康祐ｐ　大西泰徳vc 三重奏 sax、ｖc、p
●フェルドハウス…ザ・ガーデン・オブ・ラヴ●デニソフ…サックスとチェロのためのソナタ
●ウェニアン…サックスとピアノのための狂詩曲

304 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 ２９日 19 00 兵庫 吉村麻衣子ｆｌ＆寺澤彩ｈｐデュオ・リサイタル 吉村麻衣子ｆｌ　寺澤彩ｈｐ 二重奏 ｆｌ、ｈｐ ●シュポア…ソナタ・コンチェルタンテ●ドップラー＆ザマラ…カジルダ幻想曲●マレ…スペインのフォリア　他

305 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 １日 14 00 兵庫
フルートアンサンブルSAKURAジェンヌ
第４回定期演奏会《祈り、そして再び花は咲く！》

平岡洋子fl 野田千晶hp 二重奏 fl, hp ●J．S．バッハ…シャコンヌ●イベール…モーツァルトへのオマージュ●ラヴェル…組曲《マ・メール・ロワ》　他

306 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 ２０日 19 00 兵庫
DUO LIVE in 西宮～尺八と鍵盤の交錯
《三橋貴風（尺八）＆加藤八千代ｐ》

三橋貴風（尺八）　加藤八千代ｐ 二重奏 尺八、ｐ
●一柳慧…尺八とピアノのためのミラージュ●ヴィラ=ロボス…ブラジル風バッハ第5番
●フランソワ＆ルヴォー…マイ・ウェイ●J．S．バッハ…フルート・ソナタBWV1030●ピアソラ…忘却　他

307 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 ２２日 14 00 兵庫
世界音楽図鑑《黄昏のバラライカ
～北川翔（バラライカ）with 大田智美（アコーディオン）》

北川翔（バラライカ）　大田智美（アコーディオン） 二重奏
バラライカ
アコーディオン

●ロシア民謡《月は輝く》《ヴォルガの舟歌》《ともしび》●アリャビエフ…うぐいす
●クニッペル…ポーリュシカ・ポーレ●ジャール…映画《ドクトル・ジバゴ》より「ララのテーマ」　他

308 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 ３０日 14 00 兵庫 Chmber × Chamber  Vol.３ カプリス室内合奏団　ヤマグチキネンカルテット　ひめます五重奏団 七重奏 vn2、va、vc　他 ●ベートーヴェン…七重奏曲●ボロディン…弦楽四重奏曲第2番より●シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》

309 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ５日 14 00 兵庫 山下和仁ギター・リサイタル 山下和仁ファミリークインテット［山下和仁　山下紅弓　山下光鶴　山下愛陽　山下波父（以上g) 五重奏 g
●タルレガ…アラビア風奇想曲／アルハンブラの思い出●藤家溪子…千夜一夜絵巻
●リムスキー=コルサコフ（山下和仁編）…交響組曲《シェエラザード》より　他

310 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ８日 19 00 兵庫 クラリネットのひとときVol.２ 河内勇ｃｌ　福井真裕子ｐ　杉山雄一ｖa 三重奏 ｃｌ、ｐ、ｖa
●モーツァルト…クラリネット三重奏曲《ケーゲルシュタット・トリオ》
●ベーカー…クラリネット・ソナタ●草野次郎…クラリネットとピアノの為の《融合》（改訂版）

311 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 １７日 19 00 兵庫 サックス・パーティー！《兵庫公演》
須川展也　蓼沼雅紀　野島玲菜　松平梨沙
岩本雄太　妹尾寛子（以上sax）　他

六重奏 sax６ ●ピアソラ（啼鵬編）…ブエノスアイレスの四季●ドビュッシー…狂詩曲●伊藤康英…エスパーニャ　他

312 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ２０日 19 00 兵庫
兵庫芸術文化センター管弦楽団
室内楽シリーズ３２《PAC ストリングス !》

同楽団ストリングスメンバー　ジェニファー・ギルバートｖｎ
ハーヴィー・デ・スーザｖa

六重奏・外 vn、va他
●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●マルティヌー…3つのマドリガル
●ハルヴォルセン…パッサカリアとセレナード（ヘンデルの主題による変奏曲）●ブラームス…弦楽六重奏曲第1番

313 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ２３日 19 00 兵庫 泉原隆志ヴァイオリン・リサイタル ジュリアン・クエンティンp 二重奏 ｖn、p ●フランク…ヴァイオリン・ソナタ●ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタ●三村晶子…翡翠色の海●ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ

314 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 １日 14 00 兵庫
兵庫芸術文化センター管弦楽団
室内楽シリーズ３３《パック・ウィンズ！》

ペーター=ルーカス・グラーフｆｌ
PAC木管セクション&ストリングスメンバー

四重奏 fｌ 他
●クロンマー…フルート四重奏曲●モーツァルト…セレナード第11番
●ベートーヴェン…オーボエ三重奏曲（fl三重奏版）●R．シュトラウス…組曲op．4

315 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ２日 14 00 兵庫
兵庫芸術文化センター管弦楽団
室内楽シリーズ３３《パック・ウィンズ！》

ペーター=ルーカス・グラーフｆｌ
PAC木管セクション&ストリングスメンバー

四重奏 fｌ 他
●クロンマー…フルート四重奏曲●モーツァルト…セレナード第11番
●ベートーヴェン…オーボエ三重奏曲（fl三重奏版）●R．シュトラウス…組曲op．4

316 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ３日 14 00 兵庫 大萩康司ギター・リサイタル 大萩康司g レオナルド・ブラーボg 二重奏 g2
●ピアソラ…大草原の夕暮れ／ブエノスアイレスの四季／タンゴ組曲●ディアンス…タンゴ・アン・スカイ
●フレウリ…ミロンガよ、おまえは行く　他

317 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ７日 19 00 兵庫 プラジャーク・クヮルテット
〔パヴェル・ヒューラｖｎ　ヴラスティミル・ホレクｖｎ
　ヨセフ・クルソニュｖa　ミハル・カニュカｖｃ〕

四重奏・外 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ
●モーツァルト…弦楽四重奏曲第17番《狩》●ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》
●シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と乙女》

318 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 １０日 14 00 兵庫 大西功造マンドリン・リサイタル 大西功造mand 加治川岳g 西村友里p 三重奏 mand、 g、p ●ピアソラ…タンゴ組曲●寺嶋陸也…マンドリンとピアノのためのソナタ●カラーチェ…ナポリ狂詩曲　他

319 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ２２日 19 00 兵庫 世界音楽図鑑《ハーモニカ・カルテット　スヴェング》
〔エーロ・トゥルカ　エーロ・グルンドストルム
　ヨーコ・クッハラ　パシ・レイノ　（以上ハーモニカ）〕

四重奏・外 ハーモニカ４ ●ハイドゥーカ／おばあちゃんのタンゴ／スヴェング・タイム・ラグ／ハウルの動く城●ショパン…ポロネーズ第6番《英雄》　他

320 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ２８日 19 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 ●ディアンス…フォーコ●ソル…モーツァルトの歌劇《魔笛》の主題による変奏曲●アルベニス…アストゥーリアス　他



321 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ２９日 19 00 兵庫 M's music note Vol.１ 名田綾子(作編曲＆ｐ)　津村美妃（sax） 他 四重奏 p、sax ●曲目未定

322 兵庫県立芸術文化センター（小） ７月 １３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 〔宇高靖人　山下俊輔（以上ｇ）〕 二重奏 ｇ２ ●莉燦馮…夜更来変奏曲●佐藤直紀…《龍馬伝紀行》テーマ曲（いちむじんバージョン）●ショパン…夜想曲第2番　他

323 兵庫県立芸術文化センター（小） ８月 ３日 19 00 兵庫 幣隆太郎コントラバス・ソロ・リサイタル２０１２《兵庫公演》 幣隆太郎cb 長原幸太vn 岡本麻子p 三重奏 ｃｂ、ｖn, p
●ベートーヴェン…ソナタ（原曲：ホルン・ソナタ）●ブルッフ…コル・ニドライ
●ライナー…コントラバス・ソナタ●ボッテジーニ…カプリッチョ・ディ・ブラヴーラ／
ヴァイオリンとコントラバスのための協奏的大二重奏曲

324 兵庫県立芸術文化センター（小） ８月 １２日 14 00 兵庫 嶽崎あき子ヴァイオリン・リサイタル 嶽崎あき子vn 水垣直子p 二重奏 ｖn、p
●モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第25番●グリーグ…ヴァイオリン・ソナタ第3番
●ヴィターリ…シャコンヌ●チャイコフスキー…《なつかしい土地の思い出》より「メロディ」
●ポンセ…エストレリータ●スメタナ…わが故郷より

325 兵庫県立芸術文化センター（小） ８月 １４日 19 00 兵庫 ヴァイオリン・チェロ・ピアノによるデュオとトリオの夕べ 三田浩平ｖｎ　竹内徹ｖｃ　小川学ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●ラヴェル…ピアノ三重奏曲　他

326 兵庫県立芸術文化センター（小） ８月 １６日 14 00 兵庫 アンサンブルアルカディア第１回演奏会 〔藤井貴宏ob　國﨑一統ｖｎ　須田祥子ｖa　竹澤秀平ｖｃ〕 四重奏
ob、vn
va、vc

●モーツァルト…オーボエ四重奏曲K．370／アダージョK．Anh．94●ブリテン…幻想四重奏曲　他

327 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ８日 15 00 兵庫 ストラディヴァリウスコンサート～Encounter with Stradixari ２０１２
東京クヮルテット〔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〕
ヴィヴィアン・ハグナー　有希・マヌエラ・ヤンケ　セルゲイ・ハチャトリアン　レイ・チェン(以上ｖｎ)
石坂団十郎ｖｃ　江口玲ｐ

八重奏
ｖｎ６、ｖａ
ｖｃ２、ｐ

●ドヴォルザーク…テルツェット
●ラヴェル…弦楽四重奏曲第2楽章／ヴァイオリンとチェロのためのソナタ
●モシュコフスキ…2つのヴァイオリンとピアノのための組曲●メンデルスゾーン…弦楽八重奏曲

328 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ２１日 11 30 兵庫
ワンコイン・コンサート
《黒川冬貴ｃｂ～大地の響き、コントラバス》

黒川冬貴ｃｂ 佐竹裕介ｐ　谷口拓史ｃｂ 二重奏 ｐ、ｃｂ ●ラフマニノフ…ヴォカリーズ●シューマン…アダージョとアレグロ●ボッテジーニ…2つのコントラバスのための大二重奏曲　他

329 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ２１日 15 00 兵庫
ワンコイン・コンサート
《黒川冬貴ｃｂ～大地の響き、コントラバス》

黒川冬貴ｃｂ 佐竹裕介ｐ　谷口拓史ｃｂ 二重奏 ｐ、ｃｂ ●ラフマニノフ…ヴォカリーズ●シューマン…アダージョとアレグロ●ボッテジーニ…2つのコントラバスのための大二重奏曲　他

330 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ３０日 14 00 兵庫 トリオミンストレル　コンサートツアー２０１２（大阪公演） 〔木野雅之ｖｎ　小川剛一郎ｖｃ　北住淳ｐ〕 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ
●ドビュッシー…ミンストレル／ピアノ三重奏曲●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》
●ピアソラ…《ブエノスアイレスのマリア》より

331 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 １日 19 00 兵庫
２丁を弾き分けるロシアの才人！
《セルゲイ・マーロフｖｎ＆ｖa～ヴァイオリンとヴィオラの夕べ》

セルゲイ・マーロフｖｎ＆va  イリヤ・カザンツェフｐ 二重奏・外 vn、ｐ
●グリーグ…ヴァイオリン・ソナタ第2番●武満徹…鳥が道に降りてきた●エネスコ…演奏会用小品
●ブラームス…ヴィオラ・ソナタ第2番／ヴァイオリン・ソナタ第3番

332 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 ３日 19 00 兵庫 UniDuoと角家道子ｆｌの「ウィーンからの贈り物」 〔マウロ・イウラートｖｎ　ジュゼッペ・マリオッティｐ〕　角家道子fl アラカルト・外 ｆｌ、ｖｎ、ｐ
●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
●マルタン…バラード●池辺晋一郎…ストラータⅡ～ソロ・フルートのために●クライスラー…愛の悲しみ／愛の喜び　他

333 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 ６日 19 00 兵庫 成田達輝ヴァイオリン・リサイタル 成田達輝vn 三又瑛子p 二重奏 ｖn、p
●エルガー…愛の挨拶●シューマン…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
●ラヴェル…ツィガーヌ●パガニーニ（コハンスキ編）…ラ・カンパネッラ　他

334 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 ９日 19 00 兵庫
古楽の愉しみ
《ジュリアーノ・カルミニョーラ　ヴァイオリン・リサイタル》

ジュリアーノ・カルミニョーラvn 矢野秦世（フォルテp) 二重奏 ｖn、フォルテp ●モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第33～35、42番

335 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 １３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《観光列車》●ピアソラ…タンゴの歴史●ウール…ディヴェルティメント　他

336 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 ２８日 19 00 兵庫 馬渕清香ｖｎ　藤井快哉ｐ　Violin and Piano Duo Live
馬渕清香　増永花恵　原田亮子(以上ｖｎ)
高村明代ｖａ　渡邉正和ｖｃ　藤井快哉p

六重奏 ｖｎ3、ｖa、ｖｃ、p
●ミヨー…シネマ・ファンタジー《屋根の上の牛》●フォーレ…ロマンスop．28●ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタ
●ショーソン…ピアノ、ヴァイオリンと弦楽四重奏のためのコンセール

337 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 ８日 14 00 兵庫
兵庫芸術文化センター管弦楽団
室内楽シリーズ３４《PAC WINDS !》

ＰＡＣ木管セクション＆ストリングスメンバー
セバスティアン・マンツｃｌ　三輪郁ｐ

五重奏 cl、p　他 ●モーツァルト…ディヴェルティメントK．Anh229‐4／ピアノと管楽のための五重奏曲●ドヴォルザーク…セレナードop．44　他

338 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 ９日 14 00 兵庫
兵庫芸術文化センター管弦楽団
室内楽シリーズ３４《PAC WINDS !》

ＰＡＣ木管セクション＆ストリングスメンバー
セバスティアン・マンツｃｌ　三輪郁ｐ

五重奏 cl、p　他 ●モーツァルト…ディヴェルティメントK．Anh229‐4／ピアノと管楽のための五重奏曲●ドヴォルザーク…セレナードop．44　他

339 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 １１日 19 00 兵庫 ハープ・フルート・ファゴットによるX'mas  Concert 石井理子ｈｐ　大江浩志ｆｌ　滝本博之ｆｇ アラカルト ｈｐ、ｆｌ、ｆｇ ●ジョリヴェ…クリスマスのパストラール●吉松隆…3つの白い風景●藤井修…夕映え●クリスマスメドレー　他

340 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 ２６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 ●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》●ブラームス…パガニーニの主題による変奏曲／ラプソディより

341 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 ２８日 19 00 兵庫 ２台のピアノとフルートコンサート 金豊水ｆｌ　金寿美　廣沢繁司(以上ｐ) アラカルト ｆｌ、ｐ２
●ガーシュウィン…歌劇《ポーギーとベス》より●ラフマニノフ…2台のピアノのための組曲第2番より「ロマンス」「タランテラ」
●キム・ヨンギュ…早春（セポム）

342 兵庫県立美術館・芸術の館アトリエ ８月 １２日 14 00 兵庫
兵庫県立美術館ミュージアムコンサート　四季シリーズコンサート「夏」
《デュオ・ババール～エリュシオンの園》

Duo Babar〔片寄伸也ｆｇ　落合桜ｐ〕 二重奏 ｆｇ、ｐ
●フォーレ…イスパーンのばら／ロマンス／マンドリン／セレナード／悲しみ／水に漂う花
●プーランク…ホテル／ヴィオロン●ラヴェル…ハバネラ／道化師の朝の歌　他

343 枚方市民会館 ７月 ６日 19 00 大阪 ニューヨーク・フィル・ブラス・クインテット
〔フィリップ・スミス　イーサン・ベンスドーフ（以上tp）　フィリップ・マイヤーズｈｒｎ
ジョゼフ・アレッシｔｂ　アラン・ベイアーtub〕

五重奏
ｔｐ２、ｈｒｎ
ｔｂ、tub

●J．S．バッハ…トッカータ、アダージョとフーガBWV564●ブラームス…ハンガリー舞曲第5番
●トーヴィ…サンタバーバラ・ソナタ●D．エリントン…スイングしなけりゃ意味ないね●カンダー…ニューヨーク・ニューヨーク　他



344 びわ湖ホール １２月 １４日 19 00 滋賀
仲道郁代ｐ＆川井郁子ｖｎデュオ・リサイタル
～びわ湖で奏でる名曲の調ベ

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・パルティータ第3番より「ガヴォット」
●ショパン…バラード第1番／前奏曲第20番／練習曲第1番、5番《黒鍵》、13番《エオリアン・ハープ》、24番《大洋》
●川井郁子…水百景／ブルーバード●ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》●クリスマス・メドレー　他

345 びわ湖ホール（中） ２月 １８日 18 00 滋賀
大人の楽しみ方１１　情熱のアコーディオン
《coba (アコーディオン) tour 20１2 20thanniversary festa coba》

伊丹雅博ｇ　天倉正敬ｄｓ　JIGEN（ｂ） 三重奏 ｇ、ｄｓ、ｂ 不詳

346 びわ湖ホール（中） ４月 ２１日 15 00 滋賀 諏訪内晶子ヴァイオリン・リサイタル イタマール・ゴランp 二重奏 ｖn、p
●ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第9番《クロイツェル》●エネスコ…ヴァイオリン・ソナタ第3番《ルーマニアの民俗風で》
●ブロッホ…組曲《バール・シェム》から「ニーグン」●バルトーク…ルーマニア民俗舞曲

347 びわ湖ホール（中） ４月 ２９日 16 15 滋賀
ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１２
【公開番号２９－Ｓ－１】

トリオ・ヴァンダラー 三重奏・外 vn、vc、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》

348 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２０１２
【公開番号３０－Ｍ－１】

トリオ・ヴァンダラー 三重奏・外 vn、vc、ｐ ●ラフマニノフ・・・ピアノ三重奏曲第２番《悲しみの三重奏曲》

349 びわ湖ホール（中） ４月 ３０日 16 30 滋賀
ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１２
【公開番号３０－Ｍ－３】

プラジャーク弦楽四重奏団
アンヌ・ケフェレックｐ　ペネロープ・ポワンシュヴァル  ｃｂ

六重奏・外 vn2、va、vc、ｐ、ｃｂ ●グリンカ・・・大六重奏曲　他

350 びわ湖ホール（小） １月 ９日 14 00 滋賀
松田麻美ｖｎ＆上田明美ｐデュオリサイタル
～グリーグ　ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会

松田麻美ｖｎ　上田明美ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●グリーグ…ヴァイオリン・ソナタ第1～3番

351 びわ湖ホール（小） ２月 １２日 14 00 滋賀 室内楽への招待Vol.２　《名曲聴き比べ》
クァルテット・エクセルシオ
[西野ゆかvn  山田百子vn　 吉田有紀子va　大友肇vc]
 金井信之ｃｌ　柳瀬省太ｖa　遠藤真理ｖｃ

六重奏
vn２、ｖa２
vc２、ｃｌ

●ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》●モーツァルト…クラリネット五重奏曲K．581●ブラームス…弦楽六重奏曲第2番

352 びわ湖ホール（小） ４月 ３０日 13 15 滋賀
ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１２
【公開番号３０－Ｓ－２】

プラジャーク弦楽四重奏団 四重奏・外 vn2、va、vc ●チャイコフスキー・・・弦楽四重奏曲第１番●ボロディン・・・弦楽四重奏曲第２番

353 びわ湖ホール（小） ７月 １６日 14 30 滋賀 土肥敬室内楽シリーズＮｏ．６０ 土肥敬ｖｃ　他 二重奏 ｖｃ　他 ●曲目未定

354 びわ湖ホール（小） ９月 １９日 14 00 滋賀
びわ湖の午後４０
《レイ・チェン　ヴァイオリン・リサイタル》

レイ・チェンvn ジュリアン・クエンティンp 二重奏・外 vn、p ●J．S．バッハ…シャコンヌ●サン=サーンス…序奏とロンド・カプリチオーソ　他

355 びわ湖ホール（小） １０月 ２９日 19 00 滋賀 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
ラズバン・ポポヴィッチｖa  ヘーデンボルク・直樹ｖｃ〕
ダニエル・オッテンザマーｃｌ　川田知子ｖｎ

五重奏・外
ｐ、ｖｎ２、ｖa
ｖｃ、ｃｌ

●モーツァルト…クラリネット五重奏曲《シュタードラー》K．581●ドヴォルザーク…ピアノ四重奏曲第2番
●ブラームス…クラリネット五重奏曲

356 びわ湖ホール・メインロビー ４月 １６日 13 00 滋賀 びわ湖ホール　ロビーコンサート 杉江洋子ｖｎ　浜川潮ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●曲目未定

357 びわ湖ホール・メインロビー ７月 ４日 13 00 滋賀 びわ湖ホール　七夕ロビーコンサート 光永三姉妹〔悦子　秀子（以上p）　里子fl〕 三重奏 ｐ２、ｆｌ ●曲目未定

358 びわ湖ホール・リハーサル室 ２月 １１日 14 00 滋賀
室内楽への招待Vol.２　《名曲聴き比べ》
～公開リハーサル

クァルテット・エクセルシオ
[西野ゆかvn  山田百子vn　 吉田有紀子va　大友肇vc]
金井信之ｃｌ　柳瀬省太ｖa　遠藤真理ｖｃ

六重奏 vn２、ｖa２、vc２、ｃｌ
●ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》より●モーツァルト…《クラリネット五重奏曲K．581》より
●ブラームス…弦楽六重奏曲第2番より

359 フィガロホール ２月 ２６日 15 00 滋賀 滋賀県新人演奏会受賞者　メモリアル・リサイタル２０１２ 松本彩ｃｌ　平田智子ｆｌ　大淵真悠子　大渕雅子（以上ｐ） アラカルト ｃｌ、ｆｌ、ｐ２
●ベルク…4つの小品●ブラームス…クラリネット・ソナタ第2番●カゼッラ…シシリエンヌとブルレスク
●モーツァルト…ロンドK．Anh．184●ウッダール…セレナード　他

360 文芸セミナリヨ ２月 １１日 10 30 滋賀
ワンコイン・コンサート　シリーズ５４
《Happy Valentine's　Ｄａｙ!!》

デュオ　ベルソーニョ〔中村公俊　中村仁美（以上ｖｎ）〕 二重奏 vn２ 不詳

361
三木山森林公園・
森の文化館・音楽ホール

１２月 ６日 14 00 兵庫
ミハル・カニュカｖｃ＆伊藤ルミｐ
スーパーデュオ２０１２　１２ｔｈ　Tour

ミハル・カニュカｖｃ　伊藤ルミｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ
●J．S．バッハ（グノー編）…アヴェ・マリア●ブロッホ…ニーグン
●ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第3番●カッチーニ（ヴァヴィロフ編）…アヴェ・マリア●シューマン…アダージョとアレグロ　他

362
武庫川女子大学上甲子園キャンパス
甲子園会館西ホール

１１月 １１日 14 00 兵庫
ミュージック・イン・スタイル
岩崎淑ｐシリーズVol.３６《バリトンと室内楽の夕べ》

岩崎淑ｐ　河野克典Br　島田真千子ｖｎ　堀沙也香ｖｃ アラカルト
ｐ、Br
vn、vc

●青山政憲…バリトン、ピアノトリオのための新曲（2012年ミュージック・イン・スタイル委嘱作品）
●ベートーヴェン…アデライーデ／創作主題による14の変奏曲　他

363 ムラマツリサイタルホール新大阪 ９月 ２３日 14 00 大阪
マンハイマ―室内楽シリーズVol.１
《マンハイマ-・ピアノクインテット》

〔溝渕そよか　浦部麻衣子（以上ｖｎ）
嶋田理恵　清水英恵（以上ｐ）
宇野友里亜ｖa　大森健一ｖｃ〕

五重奏
ｖｎ２、ｐ２
ｖａ、ｖｃ

●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

364 ムラマツリサイタルホール新大阪 １０月 ２３日 19 00 大阪 チェコ・フィルハーモニー弦楽三重奏団＆笠原純子ｐ（大阪公演）
〔オタ・バルトシュｖｎ　ヤロスラフ・ポンヂェリーチェクｖa
　フランティシェク・ホスト　ｖｃ〕 笠原純子ｐ

四重奏・外
ｐ、ｖｎ
ｖa、vc

●ドヴォルザーク…ドヴォルザーク・ファンタジー（スラヴ舞曲、交響曲第9番《新世界より》第2楽章「家路」　他）／ピアノ四重奏曲第2番
●メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第1番

365 ムラマツリサイタルホール新大阪 １１月 １６日 19 00 大阪 上野星矢フルート・リサイタル《大阪公演》 上野星矢fl 佐野隆哉p 二重奏 fl、p
●ボルヌ…カルメン幻想曲●ショッカー…後悔と決断●フランク…ヴァイオリン・ソナタ（fl＆p版）
●ドビュッシー…牧神の午後への前奏曲●上林裕子…クリスタルの時～フルートとピアノのための～（新曲）　他

366 モーツァルト・サロン ４月 7日 18 00 兵庫 大西秀朋ｖｎ・谷口敦子ｐデュオリサイタル 大西秀朋ｖｎ　谷口敦子ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第36番●ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第2番●シューベルト…幻想曲D．934



367 八尾市文化会館プリズムホール(小) １月 １５日 14 00 大阪 村治佳織＆奏一　ギター・デュオリサイタル 村治佳織　村治奏一（以上ｇ） 二重奏 ｇ２

●J．S．バッハ（村治奏一編）…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番第1楽章《前奏曲》
●タルレガ（アスピアス編）…アルハンブラの思い出（二重奏版）
●チャイコフスキー（佐藤弘和編）…バレエ組曲《くるみ割り人形》より「金平糖の踊り」「花のワルツ」
●村井邦彦（村治奏一編）…翼をください　他

368 八尾市文化会館プリズムホール(小) １月 ２８日 15 00 大阪

八尾シティーコンサートPart７８
大阪フィル地域拠点契約事業
《大阪フィルトップ奏者による　室内楽に夢中っ！Vol.４
 ～弦楽四重奏の醍醐味》

長原幸太　佐久間聡一（以上ｖｎ）
小野眞由美ｖa　近藤浩志ｖｃ

四重奏 ｖｎ２、ｖa、vc ●ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》●ルロイ・アンダーソン特集　他

369 八尾市文化会館プリズムホール（小） ６月 ２７日 19 00 大阪 南紫音ヴァイオリン・リサイタル 南紫音vn 河地恵理子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●イザイ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第5番
●ドビュッシー…亜麻色の髪の乙女●エルガー…愛の挨拶●ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第3番　他

370 山村サロン １２月 ２日 17 00 兵庫
２１世紀音楽浴Vol.２３《音楽における行間》
～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．128
●久保洋子…プロヴィダンス（日本初演）／デリカテス（世界初演）
●ドップラー…子守歌op．15／サロン風マズルカop．16●ファーニホウ…カサンドラの夢の歌●近藤圭…主題と変奏　他

371 八幡市文化センター・市民ロビー １１月 ２２日 19 30 京都
イブニングロビーコンサートVol.２１
《ピアノ＆チェロ　清らかな美しい音色とともに》

松本茜ｐ　江口陽子ｖｃ 二重奏 ｐ、ｖｃ
●クライスラー…愛の喜び●山田耕筰…赤とんぼ●J．S．バッハ…無伴奏チェロ組曲
●ショパン…夜想曲／序奏と華麗なるポロネーズ　他

372 ライブスポット・ブラウニー ７月 ２９日 19 30 大阪 超癒し系チェロ＆ギター～荻野健ｖｃ＆日南智之ｇデュオライブ 荻野健ｖｃ　日南智之ｇ 二重奏 ｖｃ、ｇ
●パガニーニ・・・カンタービレ●ファリャ・・・７つのスペイン民謡
●オッフェンバック・・・ジャクリーヌの涙●タルレガ・・・アラビア風奇想曲　他

373 ろくさろん ８月 ５日 16 30 奈良 超癒し系チェロ＆ギター～荻野健ｖｃ＆日南智之ｇデュオライブ 荻野健ｖｃ　日南智之ｇ 二重奏 ｖｃ、ｇ ●パガニーニ・・・カンタービレ●ファリャ・・・７つのスペイン民謡●タルレガ・・・アラビア風奇想曲　他


