室内楽活動調査２００６年（平成１８年）

2
Ｎｏ

会場

1 NHK大阪ホール

日時

演奏会名

11月30日 16:00 第26回国際永久平和祈念祭典’06

団体名
森本公誠 東大寺声明師 清水信貴 斎藤建寛 摩寿意英子 桂直久

ジャンル

編成

アラカルト

演奏曲目
千原英喜…

2 青山音楽記念館バロックザール

1月27日 19:00 モーツァルト生誕250年記念ヴァイオリン・ソナタ連続演奏会第１回 上野真 岸邉百百雄

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第25番／同第29番／同第35番／同第42番

3 青山音楽記念館バロックザール

2月26日 14:30 中川佳代子箏リサイタル

中川佳代子 山内利一

二

per,箏

沢井忠夫…鳥のように／火垂るⅡ、光崎検校…秋風の曲、東枝達郎…森の声を聞く（委嘱初演）、西村朗…覡（かむなぎ）

4 青山音楽記念館バロックザール

3月16日 19:00 中野志麻ヴァイオリン・リサイタル

中野志麻 古澤幹子

二

vn,pf

シマノフスキ…ロマンス、J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番、ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタ 他

5 青山音楽記念館バロックザール

3月18日 15:00 このえ弦楽四重奏団演奏会

このえ弦楽四重奏団（上田浩之 大西秀朋 竹内賢司 上野達弘）

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第74番《騎士》、ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第12番

6 青山音楽記念館バロックザール

3月24日 19:00 吉田なを美トロンボーン・リサイタル

吉田なを美 浅野未麗

二

tb,pf

グレンダール…トロンボーン協奏曲、ヨンゲン…アリアとポロネーズ、ラフマニノフ…ヴォカリーズ

7 青山音楽記念館バロックザール

3月26日 14:00 ヴィーナリッシェ・アンサンブル京都演奏会

ヴィーナリッシェ・アンサンブル

五、八

vn2,va,vc,cb,cl,fg,hr

モーツァルト…音楽の冗談／クラリネット五重奏曲、シューベルト…八重奏曲

藤井隆史 白水芳枝

ピアノデュオ

pf2

J.S.バッハ…２台のチェンバロのための協奏曲第２番（２台ピアノ版）、ブラームス…ハイドンの主題による変奏曲、ラヴェル…スペイン狂想曲、尾高尚忠…”みだれ”２台のピアノのｔまえのカプリッチョ他

J.S.バッハ…《音楽の捧げ物》よりトリオ・ソナタ、モーツァルト…フルート・ソナタK13、ヴィヴァルディ…ヴァイオリン、フルートと通奏低音のためのソナタRV84

8 青山音楽記念館バロックザール
9 青山音楽記念館バロックザール
10 青山音楽記念館バロックザール
11 青山音楽記念館バロックザール

4月1日 16:00 藤井隆史＆白水芳枝ピアノ・デュオ・リサイタル
4月22日 15:00 アンサンブルりくむ第６回記念コンサート《時を超えて》

太田里子 三橋桜子 ヤンネ舘野

二、三

bvn,bfl,cem

4月29日 14:00 音楽の花束

米沢美穂＆杉江千恵子 中村雅美＆山鹿その 竹林春奈 竹林はるみ 他

二

fl,pf8

モーツァルト…４手のためのソナタK358、タファネル…ウェーバーの《魔弾の射手》による幻想曲 他

四、五

vn2,va,vc,pf

モーツァルト…弦楽四重奏曲第14番／同第15番／ピアノ協奏曲第14番（ピアノ五重奏版）

5月7日 16:00 哲学の道プロムナード・コンサート96～2006初夏・モーツァルトをあなたに 市川麻里 森本一人 平野あずさ 多田素子 太田道宏

12 青山音楽記念館バロックザール

5月18日 19:00 モーツァルト生誕250年記念《ヴァイオリン・ソナタ連続演奏会第２回》

岸邉百百雄 大谷正和

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第27番／同第30番／同第33番／同第36番

13 青山音楽記念館バロックザール

5月25日 19:00 アメリカの風～ソロ・デュオによるピアノ音楽

ゲアリー・スマート 門田直子＆星山智子 矢野ゆかり＆松井淑恵

ピアノデュオ

pf5

ガーシュウィン…３つの前奏曲、コープランド…エル・サロン・メヒコ、ゲアリー・スマート…ビートボックス（初演） 他

14 青山音楽記念館バロックザール

吉信博 土居知子

二

cl,pf

ドヴィエンヌ…クラリネット・ソナタ第２番、ロヴレッリョ…歌劇《椿姫》の主題による幻想協奏曲、シューマン…アダージョとアレグロ、ブラームス…クラリネット・ソナタ第２番 他

15 青山音楽記念館バロックザール

6月11日 15:00 土屋理香vn＆大谷正和pデュオ・リサイタル

土屋理香 大谷正和

二

vn,pf

ストラヴィンスキー…デュオ・コンチェルタンテ、プーランク…ヴァイオリン・ソナタ、メシアン…主題と変奏、ルクー…ヴァイオリン・ソナタ

16 青山音楽記念館バロックザール

6月17日 17:00 テオフィルス・トリオ《プラハの初夏》

テオフィルス・トリオ（マーク・ゴトーニ 水谷川優子 アルバート・ロト）

三・外

vn,vc,pf

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第１番、ドヴォルザーク…ピアノ三重奏曲第３番、スメタナ…ピアノ三重奏曲

榊原彩 向山良作

二

vc,pf

ラフマニノフ…チェロ・ソナタ、フォーレ…チェロ・ソナタ第２番

17 青山音楽記念館バロックザール

6月3日 18:30 吉信博クラリネット・リサイタル

8月6日 14:30 榊原彩vn＆向山良作pデュオ・リサイタル

18 青山音楽記念館バロックザール

8月20日 16:00 中谷加奈ヴァイオリン・リサイタル

中谷加奈 國井美佐

二

vn,pf

モーツァルト…ロンドK373、ヴィエニャフスキ…華麗なるポロネーズ第２番、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第２番 他

19 青山音楽記念館バロックザール

8月26日 18:00 馬江真理子ヴァイオリン・リサイタル

馬江真理子 重左恵理

二

vn,pf

サン＝サーンス…ハバネラ、J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第34番 他

20 青山音楽記念館バロックザール

8月27日 15:00 石豊久vc＆堤聡子pデュオ・コンサート2006

石豊久 堤聡子

二

vc,pf

ミヤスコフスキー…チェロ・ソナタ第２番、平野一郎…夢祀／水底の星／遠呂智（以上委嘱作品）、プロコフィエフ…チェロ・ソナタ

21 青山音楽記念館バロックザール

9月18日 15:00 増永奏リコーダー・ファースト・リサイタル

増永奏 三橋桜子

二

bfl,cem

フィンガー…グラウンド ニ短調、カステルロ…ソナタ第２番ニ短調、B.マルチェルロ…ソナタop2-2、テレマン…《忠実な音楽の師》より 他

22 青山音楽記念館バロックザール

10月1日 15:00 田村美佳チェロ・リサイタル

田村美佳 平野保子

二

vc,pf

ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第２番、ドビュッシー…チェロ・ソナタ、シューマン…幻想小曲集、ブラームス…チェロ・ソナタ第２番

平石葉子 北村愛子 小谷里美 中野幸代 林見智世 他

二

vn,fl,pf3,sop

ドニゼッティ…歌劇《ランメルモールのルチア》より「狂乱の場」、ドップラー…ハンガリー田園幻想曲、ショパン…幻想曲 他
モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第26番／同第32番／同第34番／同第41番

23 青山音楽記念館バロックザール

10月15日 16:00 マキ音楽学院講師による秋のクラシック・コンサートVol.2

24 青山音楽記念館バロックザール

10月19日 19:00 モーツァルト生誕250年記念ヴァイオリン・ソナタ連続演奏会第３回 岸邉百百雄 大谷正和

25 青山音楽記念館バロックザール

11月8日 19:00 プレイアード・コンサート

二

vn,pf

高橋信子 ピエール・デルグランジュ 橋本寿子 橋本量至

二

vn,fl,pf,sop

モーツァルト…ピアノ・ソナタ第17番、ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ、サンカン…フルートとピアノのためのソナチネ、R.シュトラウス…セレナード／献呈 他

26 青山音楽記念館バロックザール

11月11日 15:00 高田剛志チェロ・リサイタル

高田剛志 高田真生

二

vc,pf

J.S.バッハ…ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第１番、ヒンデミット…無伴奏チェロ・ソナタ、シューベルト…野ばら／至福、ショパン…チェロ・ソナタ 他

27 青山音楽記念館バロックザール

11月18日 15:00 瀬﨑明日香vn＆日下知奈pデュオ・リサイタル

瀬﨑明日香 日下知奈

二

vn,pf

ストラヴィンスキー…イタリア組曲、プロコフィエフ…ヴァイオリン・ソナタ第１番、メシアン…世の終わりのための四重奏曲より「イエズスの不滅性への讃歌」、シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第２番

28 青山音楽記念館バロックザール

11月19日 15:00 おとの玉手箱Vol.５～黄金色の午後

山本優子 吉田一美 椎名智子 平井誠

二、三、四

bvn,bfl,gmb,cem,

J.S.バッハ…ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第２番、テレマン…トリオ・ソナタ イ短調、ビーバー…描写的なヴァイオリン・ソナタ 他

29 青山音楽記念館バロックザール

11月25日 17:00 土肥敬チェロ・リサイタル

土肥敬 榊原契保

二

vc,pf

J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第２番、ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第１番、シューマン…幻想小曲集op73 他

今井亨 三宅依子 小澤英世

三

fl,vc,pf

ハイドン…ピアノ三重奏曲第27番、グラナドス…歌劇《ゴイェスカス》間奏曲、ダマーズ…演奏会用ソナタ 他

30 青山音楽記念館バロックザール

12月2日 18:00 今井亨fl・三宅依子vc・小澤英世pトリオ・コンサート

31 青山音楽記念館バロックザール

12月14日 19:00 モーツァルト生誕250年記念～ヴァイオリン・ソナタ連続演奏会第４回（最終回）

岸邉百百雄 神谷郁代

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第24番／同第28番／同第40番／同第43番

32 青山音楽記念館バロックザール

12月15日 19:00 菊本和昭トランペット・リサイタル

菊本和昭 佐竹裕介

二

tp,pf

ヘンデル…組曲ニ長調、スパーク…ソング・アンド・ダンス、ハートマン…華麗なる幻想曲、グレグソン…トランペット協奏曲 他

33 秋篠音楽堂

3月24日 19:00 秋篠室内楽の魅力シリーズ４《ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団との饗宴》 プロメテウス弦楽四重奏団 ティボール・ナジ 松村容子 竿下和美 安部ありか

四、五・外

vn2,va,vc,cb,fl,pf2

モーツァルト…ディヴェルティメントK136／フルート四重奏曲第２番／同第４番、シューマン…ピアノ五重奏曲、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》

34 秋篠音楽堂

10月6日 19:00 万華鏡の彩り～バロック音楽の調べ

二

bfl,cem,org

テレマン…パルティータ ホ短調、フレスコバルディ…パッサカリアに基づく100のパルティータ、スウェーリンク…わが青春はすでに過ぎ去り 他
J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第１番、シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第１番、プロコフィエフ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ、シマノフスキ…ヴァイオリン・ソナタ

35 秋篠音楽堂

海田仁美 姫野真紀

二

vn,pf

36 秋篠音楽堂

11月24日 19:00 シュトイデ弦楽四重奏団

シュトイデ弦楽四重奏団（フォルクハルト・シュトイデ キリル・コバンチェンコ エルマー・ランデラー ヴォルフ
ガング・ヘルテル） 入江知子

四、五・外

vn2,va,vc,pf

モーツァルト…ディヴェルティメントK136、シューマン…ピアノ五重奏曲、ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》

37 秋篠音楽堂

11月26日 15:00 ウィーン・ウィンド・アンサンブル

ウィーン・ウィンド・アンサンブル 佐藤明子

五・外

pf

モーツァルト…セレナード第11番／ピアノと管楽のための五重奏曲K452／歌劇《フィガロの結婚》より／同《魔笛》より 他

38 芦屋市民会館ルナホール
39 芦屋市民会館ルナホール

11月2日 18:30 海田仁美ヴァイオリン・リサイタル

中村洋彦 青木好美 高田富美

3月19日 14:00 トルヴェール・クヮルテット
6月3日 14:00 読売ファミリー・コンサート《人魚姫》

トルヴェール・クヮルテット（須川展也 彦坂眞一郎 新井靖志 田中靖人） 小柳美奈子

四、五

spsax,asax,tsax,bsax,pf 《トルヴェールの惑星》より／《トルヴェールの四季》より／新曲初演 他

吉田恭子 白石光隆 中村有志

二

vn,pf
vn,pf

40 いかるがホール（小）

5月27日 17:00 なら国際音楽アカデミー・プレコンサート《若林暢ヴァイオリン・リサイタル》 若林暢 アルバート・ロト

二

41 池田市民文化会館イベントスペース

4月23日 14:00 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 川村輝夫

二

ドビュッシー…水の反映、クライスラー…愛の喜び、ブラームス…ハンガリー舞曲第２番、ラフマニノフ…前奏曲、サラサーテ…ツィゴイネルワゼン 他
モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第33番、ショスタコーヴィチ…ヴァイオリン・ソナタ、シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第１番 他
エルガー…愛の挨拶、ドップラー…ハンガリー田園幻想曲、ロウ…踊り明かそう、日本の歌メドレー 他

42 イシハラホール

3月24日 19:00 松原優子バロックヴァイオリン・リサイタル

松原優子 中野振一郎

二

bvn,cem

ヘンデル…ヴァイオリン・ソナタ第１番、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第２番、ルクレール…ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタop5-7 他

43 イシハラホール

5月11日 19:00 クリスタル・ファンタジー

ティボール・コヴァチ 豊田裕子

二

vn,pf

フランク…ヴァイオリン・ソナタ、J.ウィリアムズ…映画『シンドラーのリスト』より、リスト…パガニーニによる大練習曲第３番《ラ・カンパネッラ》 他

44 イシハラホール

5月18日 19:00 クラシックファンのためのコンサート《ピアソラの夕べ》

ウーゴ・クロッティ 清水玲子 黒瀬紀久子

三

vn2,pf

ピアソラ…ブエノスアイレスの四季／天使の組曲 他

6月3日 15:00 日下紗矢子ヴァイオリン・リサイタル

日下紗矢子 長尾洋史

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第3番、ショスタコーヴィチ…24の前奏曲より第10、15、16、24番 他

6月4日 15:00 イマ・コンサート・イン・ジャパン～松田洋子vnと仲間たち

松田洋子 ウィリアム・フィッツパトリック ロバート・ダン 菅野博文

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第15番／同第19番《不協和音》／同第21番《プロシャ王第１番》

大西孝恵 ホールドン・マーティンソン クリスティーナ・デイ・マーティンソン ミッキー・カーツ

二、四・外

vn2,vc,cem

モーツァルト…チェンバロ協奏曲K107／ヴァイオリン・ソナタ第14番、ラモー…クラヴサン・コンセール第１番 他

45 イシハラホール
46 イシハラホール
47 イシハラホール
48 イシハラホール

6月25日 15:00 大西孝恵cemとボストンの仲間たち

アフラートゥス・クインテット

五

fl,ob,cl,fg,hr

モーツァルト…歌劇《魔笛》序曲、フェルステル…木管五重奏曲、ドヴォルザーク（ワルター編）…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》（管楽五重奏版） 他

49 イシハラホール

10月12日 19:00 橋本徹雄オーボエ・リサイタルVol.15

9月30日 15:00 アフラートゥス・クインテット

橋本徹雄 前橋ゆかり 向井和久 橋本和代 柏原愛

三

ob2,corA,hr,pf

ライネッケ…オーボエ、ホルンとピアノのための三重奏曲op88、ベートーヴェン…２つのオーボエとイングリッシュホルンのための三重奏曲 他

50 イシハラホール

10月21日 14:00 デイヴィット・ギャレット ヴァイオリン・リサイタル

デイヴィット・ギャレット

二・外

vn,pf

ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第３番、ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第10番

51 イシハラホール

11月10日 19:00 西川修助ヴィオラ・リサイタル

西川修助 岡原慎也

二

va,pf

スクリャービン…５つの前奏曲op74、ストラヴィンスキー…エレジー、ショスタコーヴィチ…ヴィオラ・ソナタ、プロコフィエフ…ヴィオラ・ソナタ

52 イシハラホール

11月25日 18:00 中島慎子ヴァイオリン・リサイタル

中島慎子 加藤洋之

二

vn,pf

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、バルトーク…ヴァイオリン・ソナタ第２番、シマノフスキ…神話 他

53 イシハラホール

12月2日 18:30 稲垣美奈子ヴァイオリン・リサイタル

稲垣美奈子 稲垣琢磨 芝令子

二、三

vn,va,pf

ロッラ…ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲op18-1、ストラヴィンスキー…協奏的二重奏曲、イェンセン…ヴァイオリン､ヴィオラとピアノのための幻想曲 他

54 いずみホール

1月11日 19:00

ステファン・キーロフ弦楽四重奏団 有馬みどり

五・外

vn2,va,vc,pf

ブラームス…ピアノ五重奏曲 他

ステファン・キーロフ弦楽四重奏団とともに～ソフィア・フィルのコンサートマスターたち

55 いずみホール

3月16日 19:00 ヴォルフガング・ベッチャーvc＆益子明美pデュオ・リサイタル

ヴォルフガング・ベッチャー 益子明美

二

vc,pf

ブラームス…チェロ・ソナタ第２番、ライマン…ソロⅡ、シューマン…アダージョとアレグロ、ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第５番 他

56 いずみホール

3月25日 18:30 室内楽の夕べ～ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団を迎えて

プロメテウス弦楽四重奏団 ティボール・ナジ 益盛秀子 河原美貴 阪本久美

五・外

vn2,va,vc,cb,pf3

ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81、バルトーク…ピアノ五重奏曲より第２、４楽章、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》 他

57 いずみホール

3月27日 18:45 室内楽の夕べ～ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団を迎えて

プロメテウス弦楽四重奏団 ティボール・ナジ 森田真規子 藤田知子 赤松充子

五・外

vn2,va,vc,cb,pf3

モーツァルト…ピアノ協奏曲第12番、ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》

58 いずみホール

3月31日 19:00 ブラームスはお好き？

辰玲奈 志賀雅子 菊本恭子 他

二、五

vn,pf2

ブラームス…ピアノ・ソナタ第２番／ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》／クラリネット五重奏曲 他

川畠成道 ダニエル・ベン・ピエナール

二

vn,pf

クライスラー…前奏曲とアレグロ、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…ユモレスク 他

四、五・外

vn2,va,vc,cb,pf

モーツァルト…ディヴェルティメントK136、ベートーヴェン…ピアノ協奏曲第１番、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》

59 いずみホール

4月1日 13:30 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

60 いずみホール

4月9日 14:00 保科礼子p室内楽の愉しみ～ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団を迎えて プロメテウス弦楽四重奏団 ティボール・ナジ 保科礼子

61 いずみホール

4月14日 19:00 The Real Brass第２回定期演奏会

62 いずみホール

4月28日 19:00 マチュー・デュフォ－ フルート・リサイタル

63 いずみホール

5月7日 15:00 種谷睦子マリンバ・コンサート《ミズノ・マリンバの世界》

五

パーセル…メアリー女王の誕生日のためのオード《来たれ、汝ら芸術の子ら》、シャイン…《音楽の饗宴》より組曲第６番、ペーツェル…《５声の吹奏楽》より 他

マチュー・デュフォ－ エリック・ル・サージュ

二・外

fl,pf

モーツァルト…フルート・ソナタK378／同42番（以上原曲ヴァイオリン・ソナタ）、シューベルト…《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲、プーランク…フルート・ソナタ 他

権代敦彦…木霊、一柳慧…チェロマリンバのための「マリンバ」、ワーグナー（山岸徹編）…タンホイザー大行進曲 他

種谷睦子 菅原淳 後藤由理子 須清智子 今岡淑子

アラカルト

pf,mrb4

64 いずみホール

5月25日 19:00 古賀喜比古クラリネット・リサイタル

古賀喜比古 鷲見真理

二

cl,pf

フランセ…主題と変奏、ストラヴィンスキー…３つの小品、プーランク…クラリネット・ソナタ、サン＝サーンス…クラリネット・ソナタ 他

65 いずみホール

5月29日 19:00 アルバン・ベルク四重奏団

アルバン・ベルク四重奏団（ギュンター・ピヒラー ゲルハルト・シュルツ イザベル・カリシウス ヴァレンティ
ン・エルベン）

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第14番／同第15番、バルトーク…弦楽四重奏曲第６番

ウィーン・アルティス・クヮルテット（ペーター・シュマイヤー ヨハネス・マイスル ヘルベルト・ケファー オット
マール・ミュラー）

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第16番／同第17番《狩り》、ハイドン…弦楽四重奏曲第81番

67 いずみホール

6月12日 11:30 ランチタイム・コンサートVol.56

クリストファー・ブラック 片山陽子

ピアノデュオ

pf2

ドビュッシー…小組曲より「行列」「バレエ」、ドヴォルザーク…スラヴ舞曲集より、ボロディン…歌劇《イーゴリ公》より「だったん人の踊り」 他

68 いずみホール

6月22日 19:00 タカーチ弦楽四重奏団

タカーチ弦楽四重奏団（エドワード・ドゥシンベル カーロイ・シュランツ ジュラルディン・ウォルサーアンドラー
シュ・フェイェール）

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第18番／同第19番《不協和音》、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》

69 いずみホール

6月23日 19:00 大塚由貴フルート・リサイタル

大塚由貴 藤井快哉

二

fl,pf

J.S.バッハ…フルートとチェンバロのためのソナタ第３番、ベートーヴェン…セレナードop41、R.シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ（編曲） 他

70 いずみホール

6月25日 14:00 きらめくピアノ・デュオ12～初夏に響く名曲の調べ

古川知子＆木下千代 賀集律子＆秋山曜子 南祐子＆田淵幸三他

ピアノデュオ

pf6

J.シュトラウスⅡ…ワルツ《ウィーンの森の物語》、三善晃…唱歌の四季、ガーシュウィン…ピアノ協奏曲 他

7月1日 19:00 ピアノ・トリオの夕べ～ワルシャワ・フィル・コンサートマスターを迎えて

田中季陽子 佐野陽子 毛利恵美 ピオトル・ツェギエルスキー カジミール・コシュラーチュ

三

vn,vc,pf3

ショパン…ピアノ三重奏曲、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲、アレンスキー…ピアノ三重奏曲第１番

72 いずみホール

7月8日 18:45 ピアノ・トリオの夕べ～ワルシャワ・フィル・コンサートマスターを迎えて

岡さゆり 松田典子 小川恵子 京極輝子 ピオトル・ツェギエルスキー カジミール・コシュラーチュ 三

73 いずみホール

8月4日 19:00 関西いのちの電話チャリティ・コンサート《種谷睦子マリンバ・コンサート》 種谷睦子 後藤由理子 須清智子 松村有理 白井万智子日下部吉彦

66 いずみホール

71 いずみホール

6月5日 19:00 ウィーン・アルティス・クヮルテット

南木優子 山下泰夫 音登夢アンサンブル 並木のり子

vn,vc,pf4

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第５番、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第１番、フォーレ…ピアノ三重奏曲、ピアソラ…鮫／リベルタンゴ 他

アラカルト

pf,mrb3

モーツァルト…ディヴェルティメントK136、サラサーテ…カルメン幻想曲、アンダーソン・メドレー、山田耕作…この道 他

アラカルト

pf2

サン＝サーンス…組曲《動物の謝肉祭》～動物園の幻想

74 いずみホール

8月19日 11:30 サマーミュージックフェスティバル大阪2006・10th記念《プレ・コンサート》

75 いずみホール

8月19日 17:00 サマーミュージックフェスティバル大阪2006・10th第１日《祝・テン！》 吉田優子 デュオ「パピ」 畑儀文 八幡順 辻本剛志 ピアノ・アンサンブル「アルスノーヴァ」 他 アラカルト

vn,sax,ten,pf,mrb

三木稔…マリンバ・スピリチュアル、エンキ…大地の響き、大中恩…サッちゃんの家、ラヴェル（松本昌敏編）…ボレロ（２台12手版） 他

76 いずみホール

8月20日 17:00 サマーミュージックフェスティバル大阪2006・10th第２日《テン才たちのメモリアル》 大山秀子＆沖本ひろみ 大谷玲子 中務晴之 里井宏次 ザ・タローシンガーズ 池田洋子 他 二、五

vn,fl,pf2,chr

モーツァルト…２台のピアノのためのソナタ、武満徹…混声合唱のための《うた》より、シューマン…ピアノ五重奏曲 他

77 いずみホール

8月26日 17:00 サマーミュージックフェスティバル大阪2006・10th第３日《ミミがテン！？》 片桐聖子 福井聡 笹村直子 安保淑子 田原祥一郎 他

三

cl,pf,org,sop,ten

フランク…コラール第３番、ドビュッシー…ピアノ三重奏曲、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」 他

山本彩子 田中麻紀

二

vc,pf

J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第４番、ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第４番、シューマン…幻想小曲集op73、ブリテン…チェロ・ソナタ

vn,pf,

78 いずみホール

10月27日 19:00 山本彩子チェロ・リサイタル

79 いずみホール

10月30日 18:30 サート

2005年度大阪音楽大学音楽部最優秀賞受賞者演奏会第３回ザ・ローレル・コン

木村眞理子 丸山耕路 岡怜子 中石晃生

アラカルト

80 いずみホール

11月3日 14:00 ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル第22回定期演奏会

ミ・ベモル サクソフォン・アンサンブル

アラカルト

81 いずみホール

11月6日 19:00 クラブファンタジーの夕べ（神戸女学院大学音楽学部同窓会）

森玉美穂 葛本博美 蜷川千佳 鄭里花 追中宏美 菊本恭子

二

vn,pf3,org,sop

82 いずみホール

11月7日 19:00 東京コンソーツ五重奏団演奏会

東京コンソーツ五重奏団（伊藤深雪 北里孝浩 柴欽也 堂阪清孝 今瀬康夫）

五

ob,cl,fg,hr,pf

モーツァルト…幻想曲K397／トルコ行進曲、ベートーヴェン…エリーゼのために／ピアノ・ソナタ第14番《月光》より第１楽章 他

四、五・外

vn2,va,vc,cl

ハイドン…弦楽四重奏曲第79番、モーツァルト…弦楽四重奏曲第23番《プロシャ王第３番》、ブラームス…クラリネット五重奏曲

ホルスト…第１組曲、ヴォーン・ヴィリアムズ…グリーン・スリーヴズによる幻想曲、エルガー…愛の挨拶、リムスキー＝コルサコフ…交響組曲《シェエラザード》 他

ヴェルディ…歌劇《トロヴァトーレ》より「恋はばら色の翼に乗って」、猪本隆…オルガンのための《祈りGebet》、丸尾喜久子…小さいうた 他

83 いずみホール

モザイク・クヮルテット（エーリッヒ・ヘーバルト アンドレア・ビショッフ アニタ・ミッテラー クリストフ・コワン）
11月11日 16:00 ウィーン音楽祭 in Osaka2006《モザイク・クヮルテット＆ヴォルフガング・マイヤーcl》 ヴォルフガング・マイヤー

84 いずみホール

11月16日 19:00 ウィーン音楽祭 in OSAKA 2006《室内楽の饗宴》

ライナー・キュッヒル ハインリヒ・コル ゲアハルト・イーベラー ヴォルフガング・シュルツ ペーター・シュミー
ドル ギュンター・ヘーグナー、若林顕他

五、七、八・外

vn,va,vc,fl,cl,hr,pf

ベートーヴェン…七重奏曲より第１楽章、モーツァルト…ピアノと管楽のための五重奏曲より第３楽章、シューベルト…八重奏曲 他

85 いずみホール

11月24日 19:00 ハバネラ・サクソフォン四重奏団

ハバネラ・サクソフォン四重奏団（クリスチャン・ヴィルトゥ ファブリツィオ・マンクーゾ スィルヴァン・マレ
ズュー ジル・トレソス）

四・外

sax4

J.S.バッハ（ジュス編）…イタリア協奏曲、ラヴェル（ヴィルトゥ編）…弦楽四重奏曲、ドビュッシー（ブルゴーニュ編）…ベルガマスク組曲より、ピアソラ…３つのタンゴ 他

86 いずみホール

12月20日 19:00 窓辺で聴くクリスマス

鈴木恵理子 吉野直子 鈴木大介 林峰男 朝岡聡

二、三

vn,vc,hp,g

ドビュッシー…月の光、サン＝サーンス…白鳥、ピアソラ…リベルタンゴ、イベール…ヴァイオリン、チェロ、ハープのための三重奏曲 他

87 いずみホール

12月23日 13:00 クリスマス・コンサート2006

マルケータ・ハリーソヴァ＝ベヒニョヴァーズザナ・ニェメチュコヴァー ヤン・ヴァルタ

アラカルト・外

vn,org,sop

J.S.バッハ…トッカータとフーガ ニ短調、J.S.バッハ（グノー編）、シューベルト…アヴェ・マリア、世界のクリスマス・キャロル 他

88 いずみホール

12月23日 17:00 クリスマス・コンサート2006

マルケータ・ハリーソヴァ＝ベヒニョヴァー ズザナ・ニェメチュコヴァー ヤン・ヴァルタ アラカルト・外

vn,org,sop

J.S.バッハ…トッカータとフーガ ニ短調、J.S.バッハ（グノー編）、シューベルト…アヴェ・マリア、世界のクリスマス・キャロル 他

89 いずみホール

4月27日 19:00 稲本耕一cl・響p・渡clファミリー・アンサンブル

稲本耕一 稲本響 稲本渡

二、三

cl2,pf

モーツァルト…歌劇《フィガロの結婚》より「手紙の二重唱」、ラフマニノフ…ヴォカリーズ、稲本響…父に… 他

90 伊丹アイフォニックホール

5月19日 19:00 四戸世紀cl＆ヤン・ギュンス（Bs-cl、Bs-hr）トリオ・コンサート

四戸世紀 ヤン・ギュンス 浅川晶子

三・外

cl,Bs-cl,Bs-hr,pf

湯浅譲二…クラリネット・ソリテュード、ベートーヴェン…バレエ《プロメテウスの創造物》より「アダージョ」、モーツァルト…歌劇《皇帝ティートの慈悲》より２つのアリア 他

ルイジ・ピオヴァーノ ルイザ・プレイエル 森本レオ

二

vc,pf

ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第14番《月光》より第１楽章／チェロ・ソナタ第２番、C.シューマン…わたしが美しいために愛してくださるのなら、ブラームス…チェロ・ソナタ第１番 他

91 伊丹市立文化会館いたみホール

10月13日 19:00 ベートーヴェンとブラームスの恋文に寄せて

92 大阪倶楽部４階ホール

3月13日 18:30 モーツァルト室内管弦楽団《クライネ・モーツァルト第72回例会》

モーツァルト弦楽三重奏団（釋伸司 佐分利祐子 元井あづさ） 佐々由佳里 門良一 三、四

vn,va,vc,pf

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第６番／ピアノ四重奏曲第２番／ディヴェルティメントK563

93 大阪倶楽部４階ホール

5月26日 19:00

寺西一巳 中山裕一 姜隆光 曽田健

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第１番、ブラームス…弦楽四重奏曲第２番 他

94 大阪倶楽部４階ホール

5月29日 19:00 ロータス・カルテット

95 大阪倶楽部４階ホール

日本テレマン協会第381回マンスリー・コンサート～テレマン・トップメンバーによる弦楽四重奏

6月9日 19:00 偉大な芸術家への追想

ロータス・カルテット（小林幸子 マティアス・ノインドルフ 山碕智子 斎藤千尋）

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第49番《蛙》、モーツァルト…弦楽四重奏曲第16番、メンデルスゾーン…弦楽四重奏曲第３番

鈴木華重子 長原幸太 林裕

三

vn,vc,pf

モーツァルト…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想い出のために》
ショスタコーヴィチ…ピアノ五重奏曲 他

96 大阪倶楽部４階ホール

6月14日 19:00 イリオス弦楽四重奏団＆市川奈巳p

イリオス弦楽四重奏団 市川奈巳

五・外

vn2,va,vc,pf

97 大阪倶楽部４階ホール

6月21日 19:00 室内楽の夕べ

松下悦子 広江洋子 毛利伯郎 辻本澄子

二、三

vn,vc,pf,sop

ホルショフスキー…６つのフランスの詩による歌曲、ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第７番《大公》 他

98 大阪倶楽部４階ホール

7月18日 19:00 ユルンヤーコブ・ティムvc＆木下千代pデュオの夕べ

ユルンヤーコブ・ティム 木下千代

二

vc,pf

ベートーヴェン…《魔笛》の主題による12の変奏曲／チェロ・ソナタ第３番、シューマン…アダージョとアレグロ、ブラームス…チェロ・ソナタ第１番

8月10日 19:00 モーツァルトを愛した作曲家達

ショパン…ノクターン第17番、プーランク…ヴァイオリン・ソナタ、ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタ（遺作）、ドビュッシー…ピアノ三重奏曲

阿部裕之 久合田緑 上村昇

二、三

vn,vc,pf

100 大阪倶楽部４階ホール

99 大阪倶楽部４階ホール

11月13日 19:00 日本テレマン協会第386回マンスリー・コンサート～ウィーンからの調べVol.2

寺西一巳 中山裕一 姜隆光 曽田健 児玉知郎

四、五

vn2,va,vc,cl

ブラームス…弦楽四重奏曲第１番／クラリネット五重奏曲

101 大阪クリスチャンセンター

10月29日 15:30 テレマン・アンサンブル《愛されたモーツァルト》

テレマン・アンサンブル（寺西一巳 松本沙希 三木春奈 池村佳子 木澤香俚 丸山聡美） 小林望

四、

vn2,va,vc,pf,sop

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》、J.シュトラウスⅡ…喜歌劇《こうもり》より「侯爵様あなたのようなお方は」、パッヘルベル…カノン 他

102 大阪市中央公会堂

11月25日 15:00 シュトイデ弦楽四重奏団

シュトイデ弦楽四重奏団（フォルクハルト・シュトイデ キリル・コバンチェンコ エルマー・ランデラー ヴォルフ
ガング・ヘルテル） 岡原慎也

四、五・外

vn2,va,vc,pf

シューベルト…弦楽四重奏曲第12番《四重奏断章》、モーツァルト…弦楽四重奏曲第19番《不協和音》、ブラームス…ピアノ五重奏曲

松永みどり弦楽四重奏団（松永みどり 本多智子 山村茂 白石将） 角田知子

四

vn2,va2,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第15番／同第20番、弦楽五重奏曲第３番

103 大阪市立総合生涯学習センター

5月30日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.132《松永みどり弦楽四重奏団》

104 大阪市立総合生涯学習センター

11月2日 19:00 クヮルテットのたのしみNo.135《松永みどり弦楽四重奏団》

松永みどり弦楽四重奏団（松永みどり 本多智子 山村茂 白石将） 角田知子

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽五重奏曲第６番／弦楽四重奏曲第18番／同第23番《プロシャ王第３番》

105 大阪府立文化情報センターさいかくホール 1月30日 19:00 松永みどりvn弦楽四重奏団《クヮルテットのたのしみNo.130》

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将

四

vn2,va,vc

曲目不詳

106 ガーデンホテルハナヨ

8月5日 16:30 テムズ・デュオ・コンサート

清水久代 村岡陽子

二

vn,pf

フランク…ヴァイオリン・ソナタ、クライスラー…前奏曲とアレグロ、ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ 他

107 加古川ウェルネスパークアラベスクホール

9月3日 14:30 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

川畠成道 寺嶋陸也

二

vn,pf

ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタ、グノー…アヴェ・マリア、クライスラー…ウィーン風小行進曲、ヴィターリ…シャコンヌ 他

108 カトリック加古川教会

1月7日 16:00 新春コンサート《夜明けの詩》

小林葉子 野村恵美子

二

bfl,cem,org

ベリンツァーニ…ラ・フォリア、フォンターナ…ソナタ、セルマ…カンツォン、ツォパキ…カラフギ 他

109 門真市民文化会館ルミエールホール（小）

9月3日 14:00 das RosenbandサロンコンサートVol.2

中林節子 平井好子 佐野真弓 瀬川和子 松田真理子

二

ob,pf3,msop

J.S.バッハ…クリスマス・オラトリオより第39曲アリア、A.マルチェルロ…オーボエ協奏曲ハ短調、ヴォルフ…ただ憧れを知る者だけが 他

前田奈々子 桒原七菜子 佐渡春菜 服部響子 五島真澄他

二

vn,pf2,sop,ten

シューマン…謝肉祭／ヴァイオリン・ソナタ第１番、バルトーク…組曲、モーツァルト…モテット《踊れ､喜べ､幸いなる魂よ》 他

ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・クインテット

五・外

hr,tp2,tb,tub

J.S.バッハ…前奏曲とフーガ ホ短調／同ハ短調、ロッシーニ…歌劇《セビリャの理髪師》序曲、ビゼー…カルメン幻想曲 他

5月27日 15:00 アルバン・ベルク四重奏団

アルバン・ベルク四重奏団（ギュンター・ピヒラー ゲルハルト・シュルツ イザベル・カリシウス ヴァレンティ
ン・エルベン）

四・外

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第18番／同第23番、バルトーク…弦楽四重奏曲第２番

9月23日 19:00 辻久子ヴァイオリン・リサイタル

辻久子 竹内素子

二

vn,pf

グリーグ…ヴァイオリン・ソナタ第２番、メンデルスゾーン…歌の翼に、ファリャ…スペイン舞曲、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン 他

110 かめおか桂ホール
111 川西市文化会館みつなかホール
112 川西市文化会館みつなかホール
113 川西市文化会館みつなかホール
114 川西市文化会館みつなかホール

12月3日 14:00 第20回京都芸術祭音楽部門《亀岡うつくしものコンサート》
3月4日 16:00 ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・クインテット

11月23日 14:00 川西音楽家協会創設10周年記念演奏会～新作で贈る日本の風景こころの風景

アラカルト

景山伸夫…黒田三郎の詩による《箏、声、フルートのための三章》、熊谷美紀…狐狸合戦、古賀恵…歌劇《和尚さまの人相占い》

115 岸和田市立浪切ホール（小）

8月20日 19:00 いずみのくに音楽祭～室内楽の愉しみ《チェンバー・マスタ・プレイヤーズ》 田中晶子 梅津美葉 安藤裕子 高橋純子 鈴木謙一郎 西原稔

二、五

vn2,va,vc,pf

フォーレ…ピアノ五重奏曲第２番、マルティヌー…３つのマドリガル、ドビュッシー…喜びの島、ラヴェル…ツィガーヌ 他

116 京都芸術劇場春秋座

1月21日 15:00 春秋座アンサンブル・シリーズ第５回《新しき室内楽への道》

森悠子 長岡京室内アンサンブル・メンバー

アラカルト

vn

モーツァルト…ディヴェルティメントK138／セレナード第13番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》、コダーイ…セレナード 他

117 京都芸術劇場春秋座

12月2日 15:00 春秋座アンサンブル・シリーズ第４回《未来へ～素晴らしき作曲家たちを想う》

小栗まち絵 松実健太 高木綾子他

四、八

vc,va,fl

武満徹…エア、モーツァルト…フルート四重奏曲第１番、メンデルスゾーン…弦楽八重奏曲 他

118 京都コンサートホール

1月15日 15:00 京都女子大学ニューイヤー・コンサート《五重奏の愉しみ》

小林峡介 大谷正和 土居知子 松本奈美 田中純 神戸市室内合奏団

五

119 京都コンサートホール

4月16日 14:30 希生ザイラー ヴァイオリン・リサイタル

希生ザイラー 和子ザイラー

二

vn2,va,vc,cb,ob,cl,fg,hr,p
モーツァルト…ピアノと管楽のための五重奏曲、シューマン…ピアノ五重奏曲、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》、仏教讃歌 他
f3,sop,br,orch
vn,pf
エルガー…愛の挨拶、J.S.バッハ…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５番《春》、シューベルト…二重奏曲（ソナタ） 他

120 京都コンサートホール

6月20日 19:00 五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル2006

五嶋龍 マイケル・ドゥセク

二

vn,pf

イザイ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》、R.シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第２番、武満徹…悲歌 他

121 京都コンサートホール
122 京都コンサートホール
123 京都コンサートホール（小）

9月24日 14:00

京都新聞トマト倶楽部コンサート《親子のためのブラス＆弦楽四重奏コンサート音楽
の絵本》

12月13日 19:00 アート・オブ・ブラス・ウィーン

2月5日 14:00 レーヴ弦楽四重奏団演奏会

ズーラシンブラス（金管五重奏） 弦うさぎ

四、五

アート・オブ・ブラス・ウィーン

アラカルト・外

vn2,va,vc,hr,tp2,tb,tub

ウィリアム・テル序曲／メヌエット／魔女の宅急便／サウンド・オブ・ミュージック 他
バーンスタイン（H.ブルックナー編）…オペレッタ《キャンディード》序曲、クライスラー（M.ブルックナー編）…愛の喜び／愛の悲しみ、オーストリア・クリスマス民謡より、グルーバー（H.ブルックナー編）…きよしこの夜 他

レーヴ弦楽四重奏団

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第76番、ドヴォルザーク…２つのワルツ、シューベルト…弦楽四重奏曲第13番 他

礒絵里子 工藤重典 新垣隆他

アラカルト

vn4,va2,vc2,fl,pf

ショスタコーヴィチ…弦楽八重奏のための２つの作品、グノー…九重奏曲、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…八重奏曲 他

124 京都コンサートホール（小）

2月11日 14:00 音楽セミナーメンバーによる室内楽コンサート2006PART１

125 京都コンサートホール（小）

2月17日 19:00 後藤泉p＆ゲーデ・ブラザース

ゲーデ・ブラザース（ダニエル・ゲーデ トーマス・ゲーデ セバスティアン・ゲーデ） 後藤泉

四・外

vn,va,vc,pf

モーツァルト…ピアノ四重奏曲第１番／同第２番、シューマン…ピアノ四重奏曲

126 京都コンサートホール（小）

3月26日 14:00 竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル

竹澤恭子 江口玲

二

vn,pf

ヴォーン・ウィリアムズ…あげひばり、エルガー…ヴァイオリン・ソナタ、バルトーク…ラプソディ第１番、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第３番

127 京都コンサートホール（小）

4月2日 13:00 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

川畠成道 ダニエル・ベン・ピエナール

二

vn,pf

クライスラー…前奏曲とアレグロ、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

128 京都コンサートホール（小）

4月2日 16:30 川畠成道ヴァイオリン・リサイタル

川畠成道 ダニエル・ベン・ピエナール

二

vn,pf

タルティーニ…ヴァイオリン・ソナタ《悪魔のトリル》、グリーグ…ヴァイオリン・ソナタ第３番 他

129 京都コンサートホール（小）

4月8日 13:45 室内楽の愉しみ～ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団を迎えて

プロメテウス弦楽四重奏団 ティボール・ナジ 潮見規江 川端彩 山内文 長谷陽子 四、五・外

vn2,va,vc,cb,fl,pf3

モーツァルト…フルート四重奏曲第１番、フォーレ…ピアノ四重奏曲第１番、シューマン…ピアノ五重奏曲、ベートーヴェン…ピアノ協奏曲第１番

130 京都コンサートホール（小）

4月9日 14:00 フルートアンサンブル・メヌエット第８回定期演奏会

131 京都コンサートホール（小）

5月26日 19:00 笠原純子p withアマルコルド・クヮルテット・ベルリン
イアン・バウスフィールドtb、ヴィルフリート・和樹・ヘーデンボルクvc、後藤泉pアンサ
ンブル

132 京都コンサートホール（小）

6月6日 19:00

133 京都コンサートホール（小）

6月9日 19:00 石井啓一郎ヴァイオリン・リサイタル

アラカルト

fl

グリーグ…劇音楽《ペール・ギュント》組曲、ジブリ・メドレー／日本の曲（春夏秋冬） 他

笠原純子 アマルコルド・クヮルテット・ベルリン

四、五・外

vn2,va,vc,pf

ハイドン…弦楽四重奏曲第67番《ひばり》、モーツァルト…弦楽四重奏曲第17番《狩り》、ブラームス…ピアノ五重奏曲

イアン・バウスフィールド ヴィルフリート・和樹・ヘーデンボルク 後藤泉

二、三・外

vc,tb,pf

プライアー…スコットランドの釣鐘草、パガニーニ…魔女たちの踊り、モーツァルト…歌劇《魔笛》より、J.シュトラウスⅡ…喜歌劇《こうもり》より 他

石井啓一郎vn 不詳p

二

vn,pf

プロコフィエフ…５つのメロディ、シューベルト…ヴァイオリンとピアノのためのソナタ（遺作）、ディーリアス…ヴァイオリン・ソナタ第２番

134 京都コンサートホール（小）

6月14日 19:00 オクトバス４（コントラバス四重奏団）

四

cb4

クラシック、映画音楽、ミュージカル・ナンバー 他

135 京都コンサートホール（小）

7月22日 14:00 「心の音楽処方箋」コンサート2006～愛、母、夢

河合隼雄 上田益 幸田さと子 山本裕康 横田裕一

二

vn,vc,fl,pf,C-T

エルガー…愛の挨拶、フォーレ…夢のあとに、ドヴォルザーク…我が母の教え給いし歌、シューベルト…アヴェ・マリア 他

136 京都コンサートホール（小）

8月22日 19:00 稲本耕一cl・響p・渡clファミリー・アンサンブル

稲本耕一 稲本響 稲本渡

二、三

cl2,pf

《MIN－YO》より「会津磐梯山」／チャールダーシュ／宵待草 他

137 京都コンサートホール（小）

9月23日 11:00 岡崎ゆみpファミリー・コンサート2006

岡崎ゆみ 世川治子 太田ひとみ

二

vn,pf,sop

ショパン…ワルツ第２番《華麗なる円舞曲》、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン、モーツァルト…歌劇《魔笛》より「パ、パ、パ、パパゲーナ」
ショパン…ワルツ第２番《華麗なる円舞曲》、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン、モーツァルト…歌劇《魔笛》より「パ、パ、パ、パパゲーナ」

138 京都コンサートホール（小）

9月23日 14:00 岡崎ゆみpファミリー・コンサート2006

岡崎ゆみ 世川治子 太田ひとみ

二

vn,pf,sop

139 京都コンサートホール（小）

10月1日 14:00 下村智里第５回フルート・リサイタル

下村智里 名取裕子 北学丈 瀬泰幸

二、三

cb,fl,pf,per、コンガ

140 京都コンサートホール（小）

10月11日 19:00 京響メンバーによるブラスアンサンブルの夕べ《イギリス音楽の贈り物Vol.2》

五

モーツァルト…フルート協奏曲第１番／アンダンテK315、ニュー・シネマ・パラダイス／マイ・フェア・レディ 他
ガブリエリ…第７旋法によるカンツォーナ、アーノルド…金管五重奏曲、ジム・パーカー…ニューヨークのロンドンっ子 他

141 京都コンサートホール（小）

10月13日 19:00 生誕100年記念《ショスタコーヴィチ／室内楽の夕べ》

ギオルギ・バブアゼ 梅原ひまり 山本由美子 林裕 田隅靖子

三、四、五

vn2,va,vc,pf

142 京都コンサートホール（小）

10月28日 18:00 第11回青少年のためのコンサート《子供の領分》

櫛引瑶子バレエ研究所 修学院中学校吹奏楽部サクソフォーン・カルテット 等々力利彦 山内利一他

四

sax4,per,フーメイ～喉笛 ブルクミュラー…25の練習曲より、櫛田昳之扶…サクソフォーン四重奏のための《万葉》、山内利一…DouDou 他

143 京都コンサートホール（小）

11月12日 14:00 第10回京都の秋音楽祭《モザイク・クヮルテット＆ヴォルフガング・マイヤーcl》

モザイク・クヮルテット（エーリッヒ・ヘーバルト アンドレア・ビショッフ アニタ・ミッテラー クリストフ・コワン）
ヴォルフガング・マイヤー

四、五・外

vn2,va,vc,cl

モーツァルト…弦楽四重奏曲第７番／同第16番／クラリネット五重奏曲K581

144 京都コンサートホール（小）

11月28日 19:00 イェルク・デムスp＆原田陽vnデュオ・リサイタル

イェルク・デムス 原田陽

二・外

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第35番／幻想曲ハ短調 他

西村桂子 田村喜久子

ピアノデュオ

pf2

ラヴェル…亡き王女のためのパヴァーヌ、ガーシュウィン…ラプソディ・イン・ブルー、ミヨー…スカラムーシュ 他

東美和 掛村岳憲 山崎拓路 岡野弥生

アラカルト

fl2,pic,pf

145 京都コンサートホール（小）

12月1日 19:00 西村桂子＆田村喜久子２台のピアノによるデュオ

146 京都コンサートホール（小）

12月26日 19:00 ピープルパイパー講師によるジョイント・リサイタル

ショスタコーヴィチ…ピアノ三重奏曲第２番／弦楽四重奏曲第８番／ピアノ五重奏曲

147 京都市東部文化会館

11月23日 13:30 第20回京都芸術祭音楽部門《躍動！！やましなゆかりの音楽家たちVol.5》 松永美穂 粟津のり子 堀有佳里 高木玲 長谷川留巳 満永絢子 他

アラカルト

vn,fl,fg,pf,mrb,ms

148 京都市東部文化会館

12月17日 13:30 第20回京都芸術祭音楽部門《第11回京都クラリネットフェスティバル》 田中正敏 村上てるみ 原幸子 山口美佳 原田佳代子 他

アラカルト

cl

ハーヴィー…ファンタジア、カーター…CANONIC SUITE、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》より第１楽章 他

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第14番／同第25番／同第28番／同第34番、シュースター…ディヴェルティメントⅠヘ長調

149 京都ドイツ文化センター

9月30日 14:00 山井敦子p＆薮下英里vnデュオ・リサイタル

150 京都府立府民ホールアルティ

1月20日 19:00 新進演奏家の夕

山井敦子 薮下英里

ショパン…幻想曲、平井康三郎…ふるさとの、ドビュッシー…小組曲 他

古田知 津田佐代子

二

fl,pf,ms

バーンスタイン…わたしは音楽が大嫌い、ヴェルディ…歌劇《ドン・カルロ》より「むごい運命よ」、ライネッケ…フルート・ソナタ《水の精》、ベーム…グランド・ポロネーズ 他

京都アルティ弦楽四重奏団（豊嶋泰嗣 矢部達哉 川本嘉子 上村昇）

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第81番、ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第４番、シューマン…弦楽四重奏曲第３番

2月3日 19:00 藤原真理vc＆ヤンネ・ラットゥア（アコーディオン）デュオ・リサイタル 藤原真理 ヤンネ・ラットゥア

二

vc,アコーディオン

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（チェロ・ソナタ）第１番／同第２番／同第３番／無伴奏チェロ組曲第２番より 他

2月5日 14:30 井上まゆみピアノ・トリオ演奏会～春の会

三

vn,vc,pf

ラフマニノフ…ピアノ三重奏曲第１番《悲しみの三重奏曲》／同第２番

151 京都府立府民ホールアルティ

2月1日 19:00 京都アルティ弦楽四重奏団第９回公演

152 京都府立府民ホールアルティ
153 京都府立府民ホールアルティ

井上まゆみピアノ・トリオ（日比浩一 雨田一孝 井上まゆみ）

154 京都府立府民ホールアルティ

3月29日 18:30 京都フランス音楽アカデミー・スペシャル・アンサンブル

ジャン・フェランディス、アレッサンドロ・モッチア 森悠子 フローラン・ボファール他

二、四・外

vn,vc,fl,cl,pf

メシアン…黒つぐみ／世の終わりのための四重奏曲、J.S.バッハ…フーガの技法

155 京都府立府民ホールアルティ

4月23日 14:30 井幡万友美チェンバロ・リサイタル

井幡万友美 近藤昌子 上田康雄

三

bvn,gmb,cmb

D.スカルラッティ…ソナタK162、163、J.S.バッハ…イギリス組曲第５番、池上敏…コンセール・ア・トワ（委嘱初演）、ラモー…コンセールによるクラヴサン曲集より第４組曲 他

山高良子 村田理津子

二

pf,mrb

エルガー…愛の挨拶、ドヴォルザーク…スラヴ舞曲、滝廉太郎…荒城の月、アイルランド民謡…庭の千草 他

157 京都府立府民ホールアルティ

156 京都府立府民ホールアルティ

5月21日 14:00 連弾のたのしみVol.3《斉戸典子＆小川隆昭》

5月6日 19:00 山高良子マリンバ・コンサート

斉戸典子 小川隆昭

ピアノデュオ

pf2

中田喜直…組曲《日本の四季》、フォーレ…ドリー、ラヴェル…マ・メール・ロワ／スペイン狂詩曲

158 京都府立府民ホールアルティ

6月8日 19:00 新進演奏家の夕《浦前華名p＆多川智子vn》

浦前華名 多川智子

二

vn,pf

バルトーク…ピアノ・ソナタ、ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第２番／ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、イザイ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第６番 他

159 京都府立府民ホールアルティ

6月10日 16:00 五重奏の夕べ

桒田眞理 清水醍輝 星野博充 佐賀義史 深尾憲一

五

vn2,va,vc,pf

フランク…ピアノ五重奏曲、シューマン…ピアノ五重奏曲

160 京都府立府民ホールアルティ

6月14日 19:00 マイ・ハート弦楽四重奏団10th Anniversary

マイ・ハート弦楽四重奏団（辻井淳 釋伸司 沖田孝司 雨田一孝）

四

vn2,va,vc

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13番《ロザムンデ》

パスクアーレ・バルダーロ ミルコ・シニョリーレ

二・外

pf,vib

ヴェルディ…歌劇《椿姫》より「乾杯の歌」、プッチーニ…歌劇《トスカ》より「星は光りぬ」、モリコーネ…映画『ニューシネマパラダイス』より 他

上森祥平 岸本雅美

二

vc,pf

ブラームス…チェロ・ソナタ第１番／同第２番、マルコ・ストロッパ…それが厄介なのだ、J.S.バッハ（コダーイ編）…平均律クラヴィーア曲集第１巻《前奏曲とフーガ》第８番

161 京都府立府民ホールアルティ

7月7日 19:00 パスクアーレ・バルダーロvib＆ミルコ・シニョリーレp

162 京都府立府民ホールアルティ

7月15日 15:00 上森祥平vc《ブラームス／チェロ・ソナタ・リサイタル》

高村明代 林典子 西尾牧子 渡辺正和

二、三

va,vc,fl,pf

J.S.バッハ…ヴィオラ・ソナタ第２番、ブルッフ…ロマンツェ、オネゲル…ヴィオラ・ソナタ、ルーセル…フルート三重奏曲 他

164 京都府立府民ホールアルティ

163 京都府立府民ホールアルティ

8月28日 19:00 大文字国際交流音楽祭'06第２夜

8月8日 19:00 高村明代ヴィオラ・リサイタル

チョ・ヨンチヤンと関西チェログランアンサンブル

アラカルト

vc

ヴィラ＝ロボス…ブラジル風のバッハ第５番、カザルス…サルダナ、ドヴォルザーク…序曲《自然の中で》、クレンゲル…讃歌 他

165 京都府立府民ホールアルティ

9月24日 14:00 堀米ゆず子ヴァイオリン・ワークス～野平一郎pを迎えて

堀米ゆず子 野平一郎

二

vn,pf

ドヴォルザーク…ヴァイオリン・ソナタ、望月京…委嘱作品（初演）、シューベルト…幻想曲D934

166 京都府立府民ホールアルティ

9月26日 19:00 ブダペスト弦楽六重奏団

ブダペスト弦楽六重奏団

六・外

vn2,va2,vc2

ブラームス…弦楽六重奏曲第１番、R.シュトラウス…歌劇《カプリッチョ》より弦楽六重奏曲（序奏）、シェーンベルク…浄められた夜

167 京都府立府民ホールアルティ

9月29日 19:15 西江辰郎vn＆ジュゼッペ・アンダローロpデュオ・リサイタル

西江辰郎 ジュゼッペ・アンダローロ

二

vn,pf

プロコフィエフ…ヴァイオリン・ソナタ第２番、フランク…ヴァイオリン・ソナタ

168 京都府立府民ホールアルティ

10月1日 14:00 第20回京都芸術祭音楽部門《世界に翔く若き音楽家たち》

リード希亜奈 新村理々愛 大藪英子 久場夏子 大谷加奈他

二

vn2,fl2,pf,ms

ハイドン…ピアノ・ソナタ第34番、ジョリヴェ…フルート協奏曲第１番、モーツァルト…ヴァイオリン協奏曲第５番《トルコ風》より第１楽章 他

169 京都府立府民ホールアルティ

10月5日 19:00 音楽の女神イタリア

マウロ・イウラート ジュゼッペ・マリオッティ

二・外

vn,pf

ヴィヴァルディ…ヴァイオリン協奏曲集《四季》より「春」、クライスラー…前奏曲とアレグロ（プニャーニのスタイルによる）、N.ロータ…映画の主題曲より 他

170 京都府立府民ホールアルティ

10月8日 13:30 第20回京都芸術祭音楽部門《デビュー・コンサートPart１》

杉原沙羅 畑島光美 桒原杏子 高橋響子 外池支帆子 他

二

vn,fl,cl,pf,sop

リスト…ハンガリー狂詩曲第12番、ショーソン…アンダンテとアレグロ、ラヴェル…ツィガーヌ 他

171 京都府立府民ホールアルティ

10月8日 18:30 第20回京都芸術祭音楽部門《デビュー・コンサートPart2》

徳川恵理子 大八木慶子 山﨑雅世 大久保都 樋上眞生 他

二

vn,ob,pf2,ms

シューマン…アダージョとアレグロ、リスト…バラード第２番、サン＝サーンス…序奏とロンド・カプリチオーソ 他

172 京都府立府民ホールアルティ

10月9日 13:30 第20回京都芸術祭音楽部門《デビュー・コンサートPart3》

藤井紗代子 青野浩美 江口陽子 大森沙耶香 五島真澄 他

二

vc,pf,sop,br,筝

宮城道雄…手事、リスト…おお、私が眠る時（夢に来ませ）、カサド…愛の言葉 他

173 京都府立府民ホールアルティ

10月9日 18:30 第20回京都芸術祭音楽部門《デビュー・コンサートPart4》

齋藤紗綾華 田中裕美子 瀧花絵里子 井岡郁子 中村公俊 他

二

vn2,fl,fg,pf

リスト…メフィスト・ワルツ第１番《村の居酒屋での踊り》、G.シュレック…ソナタop9、サン＝サーンス…ソナタ第１番 他

174 京都府立府民ホールアルティ

10月12日 19:00 及川浩治トリオ”Bee”

及川浩治 石田泰尚 石川祐支

三

vn,vc,pf

ピアソラ…リベルタンゴ、ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第７番《大公》より第１楽章、クライスラー…愛の喜び 他

175 京都府立府民ホールアルティ

10月14日 15:00 玉井菜採ヴァイオリン・リサイタル

玉井菜採 上田晴子

二

vn,pf

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第６番、J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第１番、バルトーク…ヴァイオリン・ソナタ第２番 他

176 京都府立府民ホールアルティ

10月18日 19:00 クァルテット・エクセルシオ弦楽四重奏演奏会第２回京都定期

クァルテット・エクセルシオ（西野ゆか 山田百子 吉田有紀子 大友肇）

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第６番、ヤナーチェク…弦楽四重奏曲第２番《ないしょの手紙》、ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第10番《ハープ》

177 京都府立府民ホールアルティ

10月24日 19:00 福原佐和子（筝、十七絃、胡弓）リサイタル

福原佐和子 ジョン・海山・ネプチューン 村田栄美

アラカルト

尺八,筝2,十七絃,胡弓

菊沖米秋…雪の花、沢井忠夫…そして秋／火垂る、ジョン・海山・ネプチューン…扇花／ながれぐも

北村英樹 藤井由美 片山千津子

二、三

vn,va,pf

ヒンデミット…無伴奏ヴィオラ・ソナタop25-1、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、ベートーヴェン…ノットゥルノ

178 京都府立府民ホールアルティ

11月7日 19:00 北村英樹ヴィオラ・リサイタル

179 京都府立府民ホールアルティ

11月12日 14:00 第20回京都芸術祭音楽部門《ジョイント・リサイタル～京の音楽家シリーズ８》 山内志織 五味敬子 浅野未麗 石原由佳子

二

vc,cl,pf2

フランセ…主題と変奏、シューマン…幻想小曲集op73／ピアノ・ソナタ第３番、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第１番 他

180 京都府立府民ホールアルティ

11月18日 19:00 第20回京都芸術祭音楽部門《あうろすフルートあんさんぶるVol.85コンサート》

三、四

fl4,hp

ポーボン…友達同士、ショッカー…フルート四重奏曲、ベルリオーズ…オラトリオ《キリストの幼時》より、堀悦子…３本のフルートのための２章 他

あうろすフルートあんさんぶる 内田奈織

181 京都府立府民ホールアルティ

11月24日 19:00 午後の室内楽《井上まゆみピアノ・トリオ演奏会》

井上まゆみピアノ・トリオ（日比浩一 雨田一孝 井上まゆみ）

三

vn,vc,pf

モーツァルト…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想い出のために》

182 京都府立府民ホールアルティ

11月25日 19:00 M.ノスティッツ弦楽四重奏団

M.ノスティッツ弦楽四重奏団（ペトル・ベルナーシェク ヴァーツラフ・ヴァツェック パヴェル・ポジェイシー ペト
ル・シュポルツル） 新曉子 奥野みどり

四、五・外

vn2,va,vc,cl,pf

モーツァルト…弦楽四重奏曲第17番《狩り》／クラリネット五重奏曲、ブラームス…ピアノ五重奏曲

183 京都府立府民ホールアルティ

11月30日 19:00 山本裕樹ヴァイオリン・リサイタル

山本裕樹 中野慶理

二

vn,pf

J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第３番、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第42番、武満徹…妖精の距離、フランク…ヴァイオリン・ソナタ 他

渡邊玲奈ｆｌ 不詳p

二

fl,pf

プーランク…フルート・ソナタ、ヴィドール…組曲op34 他

pf8

ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第23番《熱情》、プロコフィエフ…ピアノ・ソナタ第１番、モーツァルト…２台のピアノのためのソナタ 他

184 京都府立府民ホールアルティ

12月3日 15:00 渡邊玲奈フルート・リサイタル

185 京都府立府民ホールアルティ

12月10日 18:00 ピアノグループ創美ジョイント・コンサート

186 京都府立府民ホールアルティ

12月16日 14:30 耳のためのチャリティ・コンサート《我等、皆、よき音の世界を》Act18 小北美沙 村瀬理子 香川周子 仙崎和男 他

187 京都府立文化芸術会館
188 京都府立文化博物館別館ホール

11月6日 19:30 第20回京都芸術祭音楽部門《デュオ・アーベント》
5月9日 18:30 クァルテット・エクセルシオ弦楽四重奏演奏会第１回京都定期

大槻早苗 千歳宏哉 米原千恵 綾戸陽子 北川文美＆表彩子 萬英子＆塚元美保 ピアノデュオ
二

vn,fl,fg,ms

ライネッケ…フルート・ソナタ《水の精》、フランク…ヴァイオリン・ソナタ、モーツァルト…夕べの想い／すみれ 他

二

vc,pf

ダンツィ…モーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》の主題による変奏曲、ベートーヴェン…ホルン・ソナタ（チェロ版）／《魔笛》の主題による12の変奏曲、メンデルスゾーン…
チェロ・ソナタ第１番 他

クァルテット・エクセルシオ（西野ゆか 山田百子 吉田有紀子 大友肇）

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第１番、ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第11番《セリオーソ》、スメタナ…弦楽四重奏曲第１番《我が生涯より》

山岸孝教 植田恵子 中川美穂

二、三

vc,fl,pf

ウェーバー…フルート、チェロとピアノのための三重奏曲、サン＝サーンス…白鳥、ピアソラ…リベルタンゴ 他

倉田真理＆ロベルト・ナジ

189 楠葉公民館

2月19日 14:00 早春の調べ2006《洋楽》

190 クレオ大阪北音楽室

3月21日 14:30 第３回サロンコンサートin京阪《春を告げるトロンボーン・カルテット》 トロンボーンアンサンブル・ミックスベジタブル（荒垣美智子 河毛博子 多田有里 平井七央子） 四

191 神戸学院大学メモリアルホール

7月8日 15:00 林泉弦楽四重奏団《ベートーヴェン・チクルス５》

192 神戸学院大学メモリアルホール

11月18日 15:00 林泉弦楽四重奏団《ベートーヴェン・チクルス６》

193 神戸ジーベックホール
194 神戸市産業振興センターホール

7月16日 14:00 「心の音楽処方箋」コンサート2006～愛、母、夢
10月22日 14:00 Marimba・マリンバ・Marimba…そして2006

tb4

曲目不詳

林泉弦楽四重奏団（林泉 宮下和子 財津進 林口眞也）

四

vn2,va,vc

ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第６番／同第14番
ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第10番《ハープ》／同第７番《ラズモフスキー第１番》

林泉弦楽四重奏団（林泉 宮下和子 財津進 林口眞也）

四

vn2,va,vc

河合隼雄 上田益 幸田さと子 山本裕康 横田裕一

二

vn,vc,fl,pf,C-T

エルガー…愛の挨拶、フォーレ…夢のあとに、ドヴォルザーク…我が母の教え給いし歌、シューベルト…アヴェ・マリア 他

佐藤梨 広沢園子 山下文恵 市川須磨子 佐藤文俊

五

mrb5

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》より第１楽章／ディヴェルティメントK136、ツインユー…メガス、ビゼー…カルメン・ア・ラ・カルト

195 神戸市灘区民ホールマリーホール

12月3日 14:00 ラ・ミューズ・トリオ”カーニバル”コンサート

ラ・ミューズ・トリオ（エバルト・ダネル ルドヴィート・カンタ 伊藤ルミ）

三

vn,vc,pf

サン＝サーンス（江藤編）…組曲《動物の謝肉祭》より、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…ピアノ三重奏曲第３番

196 神戸新聞松方ホール

2月20日 19:00 後藤泉p＆ゲーデ・ブラザース

ゲーデ・ブラザース（ダニエル・ゲーデ トーマス・ゲーデ セバスティアン・ゲーデ） 後藤泉

四・外

vn,va,vc,pf

モーツァルト…ピアノ四重奏曲第１番／同第２番、シューマン…ピアノ四重奏曲

天満敦子

アラカルト

vn,

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリンソナタ第40番、シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第1番、フランク…ヴァイオリン・ソナタ 他

井上麻子 小谷康夫

二

sax,per

カステレード…自由な旅路、湯山昭…マリンバとサクソフォーンのためのディヴェルティメント、ナオン…分岐路、フェルドハウス…Grabit! 他

197 神戸新聞松方ホール

3月5日 16:00 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル

198 神戸新聞松方ホール

4月22日 18:00 セルゲイ・ハチャトゥリアン ヴァイオリン・リサイタル

199 神戸新聞松方ホール

5月13日 18:30 井上麻子サクソフォーン・リサイタル with 小谷康夫per

200 神戸新聞松方ホール

6月8日 19:15 ロータス・カルテット《シューマン／弦楽四重奏曲全曲演奏会》

ロータス・カルテット（小林幸子 マティアス・ノインドルフ 山碕智子 斎藤千尋）

四

vn2,va,vc

シューマン…弦楽四重奏曲第１番／同第２番／同第３番

201 神戸新聞松方ホール

7月2日 16:00 フランティシェック・ノボトニーvn＆伊藤ルミpデュオ

フランティシェック・ノボトニー 伊藤ルミ

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、ラヴェル…ツィガーヌ、サン＝サーンス…ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

漆原朝子 迫昭嘉

二

vn,pf

シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第１番／同第２番／同第３番／３つのロマンス

203 神戸新聞松方ホール

202 神戸新聞松方ホール

7月20日 19:00 林裕チェロ・リサイタル

7月5日 19:15 漆原朝子vn＆迫昭嘉pのシューマン

林裕 鈴木華重子

二

vn,pf

ポッパー…タランテラ、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第６番、チャップリン…スマイル、ディヒラー…フォスターの主題による変奏曲 他

204 神戸新聞松方ホール

9月21日 19:00 ホワイエコンサートNo.48《秋の夜長コンサート》

伊藤聡子 大塚裕紀子 村田明美

二

fl,pf,sop

エルガー…愛の挨拶、ビゼー…アルルの女、ドヴォルザーク…ユモレスク、ボルン…カルメン幻想曲、ロイド・ウェッバー…ミュージカル《キャッツ》より「メモリー」

ショパン…ワルツ第２番《華麗なる円舞曲》、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン、モーツァルト…歌劇《魔笛》より「パ、パ、パ、パパゲーナ」

205 神戸新聞松方ホール

9月24日 11:00 岡崎ゆみpファミリー・コンサート2006

岡崎ゆみ 世川治子 太田ひとみ

二

vn,pf,sop

206 神戸新聞松方ホール

9月24日 14:00 岡崎ゆみpファミリー・コンサート2006

岡崎ゆみ 世川治子 太田ひとみ

二

vn,pf,sop

ショパン…ワルツ第２番《華麗なる円舞曲》、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン、モーツァルト…歌劇《魔笛》より「パ、パ、パ、パパゲーナ」

前橋汀子 加藤洋之

二

vn,pf

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》、ドヴォルザーク…わが母の教え給いし歌、ヴィターリ…シャコンヌ 他

207 神戸新聞松方ホール

10月14日 15:00 前橋汀子vnアフタヌーン・コンサート

208 神戸新聞松方ホール

11月17日 19:00 溝口肇チェロ・コンサート

209 神戸新聞松方ホール
210 神戸新聞松方ホール

12月7日 19:00 ホワイエ・コンサートNo.49《角家道子fl＆弘井俊雄g》
12月19日 11:00 モーニング・コンサートNo.３《デュオ・タナカ》

溝口肇 古川初穂

二

vc,pf

世界の車窓から／エスパス、カタロニア民謡…鳥の歌、モリコーネ…ニュー・シネマ・パラダイス、カーペンターズ…クロス・トゥー・ユー 他

角家道子 弘井俊雄

二

fl,g

ベン・ヴァーデリー…タウン＆シティーより、ピアソラ…タンゴの歴史、カステルヌオーヴォ＝テデスコ…ソナチネ 他

デュオ・タナカ（田中敬子 田中紀子）

ピアノデュオ

pf2

きよしこの夜、チャイコフスキー（エコノム編）…２台のピアノのための組曲《くるみ割り人形》、サン＝サーンス…白鳥、リムスキー＝コルサコフ…熊蜂の飛行 他

211 神戸バプティスト教会

6月24日 17:00 第６回サロンコンサートin神戸《竹間久枝マンドリン・リサイタル》

竹間久枝 岩佐えり子

二

pf,マンドリン

ムニエル…マズルカ・コンチェルト、ラニエリ…ワルソーの思い出、ヘンデル…歌劇《セルセ》より「なつかしい木陰」 他

212 神戸文化ホール（中）

7月14日 18:30 第６回神戸国際フルート・コンクール受賞記念演奏会

小山裕幾 アンドレア・オリヴァ 高木綾子 西脇千花

二

fl3,pf

マルタン…バラード、プロコフィエフ…フルート・ソナタ、福島和夫…冥 他

井上麻子 藤井快哉

二

sax,pf

デサンクロ…プレリュード、カデンツァと終曲、ガーシュウィン（長尾淳編）…ラプソディ・イン・ブルー、ヴィラ＝ロボス…幻想曲 他

213 神戸文化ホール（中）

10月24日 11:00 ショートプログラム・コンサート《井上麻子sax》

214 神戸文化ホール（中）

11月3日 14:00 ウィーン・セレナーデ

ヴァレェル・ヘェゲェドュゥス シャンドール・デッキィ・ラカトシュ＆ラカトシュJr. エァリカ・スヴォボダ

四・外

vn2,pf,ツィター

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、モンティ…チャールダーシュ、アントン・カラス…映画『第三の男』より 他

215 神戸文化ホール（中）

12月2日 14:00 ラ・ミューズ・トリオのカーニバル

ラ・ミューズ・トリオ（エバルト・ダネル ルドヴィート・カンタ 伊藤ルミ）

三

vn,vc,pf

サン＝サーンス（江藤編）…組曲《動物の謝肉祭》より 他

216 神戸文化ホール（中）

12月8日 11:00 ショートプログラム・コンサート《立花礼子vn》

立花礼子 上林きよみ

二

vn,pf

ヴィターリ…シャコンヌ、シューベルト…軍隊行進曲、クライスラー…美しきロスマリン／愛の悲しみ／愛の喜び 他

217 金剛能楽堂

3月20日 18:30 春～金剛能楽堂ですごす”夢のひととき…”

河合隼雄 白石孝子 井伊亮子 樋上裕子 齊藤舞歌 内田奈織

二

fl5,hp

ドビュッシー…夢、フォーレ…夢のあとに、シューベルト…春の夢、フォスター…夢路より 他
笹崎榮一…組曲《聖夜のトランペット》（初演）、N.ロッソ…夜空のトランペット、ディズニー・メドレー／クリスマス・メドレー 他

レオニド・コルキン ウラジミル・パラモノフ

二・外

tp,pf

219 ザ・シンフォニーホール

1月15日 14:00 イツァーク・パールマン ヴァイオリン・リサイタル

イツァーク・パールマン ロハン・デ・シルヴァ

二・外

vn,pf

J・S・バッハ…ヴァイオリン・ソナタ第４番、フォーレ…ヴァイオリン・ソナタ第１番、フォス…３アメリカン・ピース 他

220 ザ・シンフォニーホール

5月13日 14:00 千住真理子（vn＆トーク）リサイタル《母に捧ぐメロディ》

千住真理子 藤井一興

二

vn,pf

グノー、シューベルト…アヴェ・マリア、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、千住明…ララバイ～母に捧げる子守歌、ドヴォルザーク…わが母の教え給いし歌 他

221 ザ・シンフォニーホール

5月14日 14:00 小林理子オカリナ・リサイタルVol.2

小林理子 木村政雄 喜多陵介 加治川岳他

アラカルト

vc,g,オカリナ,アコーディオン

若葉の頃／ホラ・スタッカート／グリーンスリーヴスによる幻想曲

222 ザ・シンフォニーホール

6月10日 18:00 第15回ABC新人コンサート

上田明美 市川雅己 成嶋志保 瀧村依里 立上舞 他

二

vn2,pf3

ショーソン…詩曲、バーバー…ピアノ・ソナタ、ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第８番 他

横山幸雄 矢部達哉

二

vn,pf

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》／同第９番《クロイツェル》／ピアノ・ソナタ第23番《熱情》、フォーレ…夢のあとに 他
福井知子…color song、石井博和…バッハの鳥小屋（以上委嘱作品）、テレマン…ソナタ ホ短調、サン＝サーンス…ファゴット・ソナタ 他

218 堺市民会館

223 ザ・シンフォニーホール

12月16日 14:00 レオニド・コルキン トランペット・リサイタル

7月9日 14:00 横山幸雄p＆矢部達哉vnデュオ・リサイタル

224 ザ・シンフォニーホール

7月10日 19:00 畦原雅人ファゴット・リサイタル

畦原雅人 右近恭子 熊谷将弘 中原正行

二

fg3,pf

225 ザ・シンフォニーホール

7月16日 14:00 アナスタシア・チェボタリョーワ ヴァイオリン・リサイタル

アナスタシア・チェボタリョーワ ドミトリー・チェチェーリン

二・外

vn,pf

ベートーヴェン…ロマンス第２番、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第34番、クライスラー…愛の悲しみ／愛の喜び、サン＝サーンス…ハバネラ 他

226 ザ・シンフォニーホール

10月14日 14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

千住真理子 山洞智

二

vn,pf

山田耕作…赤とんぼ、滝廉太郎…荒城の月（以上三枝成彰編）、千住明…スノーダイアモンド／ラストナイト／君を信じて、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

227 ザ・シンフォニーホール

11月12日 14:00 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 エリック・ル・サージュ

二・外

fl,pf

モーツァルト…フルート・ソナタ（原曲：ヴァイオリン・ソナタ第28番）、ウェーバー…フルート・ソナタ（原曲：ピアノ・ソナタ第２番）、ブラームス…フルート・ソナタ（原曲：クラリ
ネット・ソナタ）
他

228 ザ・シンフォニーホール

12月11日 19:00 ムノツィル・ブラス

ムノツィル・ブラス

アラカルト

229 ザ・パレスサイドホテル京都２F

10月20日 19:00 齊藤綾子vn＆ハン・ドリドンクスpデュオ・コンサート第８回

齊藤綾子 ハン・ドリドンクス

二

ウィーン・ビーダーマイヤー・ゾリステン イザベラ・ラブーダ

アラカルト・外

230 ザ・フェニックスホール

1月8日 19:00 ウィーン・ビーダーマイヤー・ゾリステン＆イザベラ・ラブーダS

プッチーニ…歌劇《ジャンニ・スキッキ》より「私のお父さん」、マンシーニ…ムーンリヴァー、J.ウィリアムス…軽騎兵の序曲のテーマによるメドレー 他
vn,pf

テレマン…無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲第10番、ハイドン…アンダンテと変奏曲、フォーレ…ノクターン第１番、ヘンデル…ヴァイオリン・ソナタ第４番 他
J・シュトラウス…ワルツ《春の声》／同《美しく青きドナウ》、モーツァルト…歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より、レハール…喜歌劇《メリー・ウィドウ》より「ヴィリアの歌」 他

231 ザ・フェニックスホール

1月14日 14:00 室内楽の歓び～ステファン・キーロフ弦楽四重奏団とともに

ステファン・キーロフ弦楽四重奏団 白木直人 和田毅 澤田智子 村上祥子

四、五

vn2,va,vc,fl,ob,pf2

モーツァルト…オーボエ四重奏曲／フルート四重奏曲第１番、ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81、シューマン…ピアノ五重奏曲

232 ザ・フェニックスホール

1月15日 14:00 新・室内楽への誘い～松永みどりvn弦楽四重奏団とともに

松永みどり 本多智子 山村茂 白石将 平木雅美 山本安祈子 杉江千恵子 植田延江

二、三、五

vn2,va2,vc,pf3

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第４番、ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81、ブラームス…ヴィオラ・ソナタ第２番

233 ザ・フェニックスホール

1月17日 19:00 ニューイヤー・コンサート～世界のオペラ歌手とともに

鈴木謙一郎 平尾多美納 エレーナ・グレベニューク ザビエル・リバデネイラ マキシム・ブラートフ他

アラカルト

トビリシ弦楽四重奏団（ギオルギ・バブアゼ チプリアン・マリネスク ザザ・ゴグア ギア・ケオシ
ヴィリ） 田隅靖子

三、四、五・外

vn2,va,vc,pf

バルダナシヴィリ…ピアノ三重奏曲《ビゼーの思い出に》、ナシゼ…弦楽四重奏曲第３番《碑文》、ナダレイシヴィリ…ピアノ五重奏曲〈委嘱初演〉 他

デュオ・ハヤシ（林俊昭 林由香子）

二

vc,pf

J.S.バッハ…ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第１番、サン＝サーンス…チェロ・ソナタ第１番、ショスタコーヴィチ…チェロ・ソナタ 他

後藤由理子 中路友恵 渡辺領子 西尾知子 西野欣哉

アラカルト

mrb3,per2

J.シュトラウスⅡ…喜歌劇《こうもり》序曲、チャイコフスキー…弦楽セレナード、フェルナンデス…エル・クンバンチェロ 他

アンサンブル・プルミエ

二、四、五

vn2,va,vc,pf

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／弦楽四重奏曲第19番《不協和音》、ショスタコーヴィチ…ピアノ五重奏曲

234 ザ・フェニックスホール
235 ザ・フェニックスホール

2月1日 19:00 トビリシ弦楽四重奏団＆田隅靖子p
2月18日 19:00 デュオ・ハヤシ リサイタル

236 ザ・フェニックスホール

3月1日 19:00 マリンバアンサンブルMAR（ま～る）

237 ザ・フェニックスホール

3月8日 19:00

モーツァルト生誕250年、ショスタコーヴィチ生誕100年記念《アンサンブル・プルミエ
演奏会》

ブラームス…ピアノ五重奏曲、J・シュトラウス…ワルツ《美しく青きドナウ》、プッチーニ…歌劇《トスカ》より／同《ボエーム》より 他

238 ザ・フェニックスホール

3月10日 14:00 店村眞積va＆弘中孝pヴィオラの魅力

店村眞積 弘中孝

二

va,pf

ブラームス…ヴィオラ・ソナタ第１番／同第２番

239 ザ・フェニックスホール

3月21日 14:00 前田尚美ピアノ・リサイタルVol.3

池内美紀 植木美帆 前田尚美

三

vn,vc,pf

ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第17番《テンペスト》、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第１番、リスト…リゴレット・パラフレーズ

240 ザ・フェニックスホール

3月26日 13:45 室内楽の愉しみ～ドイツ・プロメテウス弦楽四重奏団を迎えて

プロメテウス弦楽四重奏団 ティボール・ナジ 宮川純子 平野栄利 瀬川和子

五・外

vn2,va,vc,cb,pf3

シューマン…ピアノ五重奏曲、ドヴォルザーク…ピアノ五重奏曲op81、シューベルト…ピアノ五重奏曲《ます》

241 ザ・フェニックスホール

4月2日 14:00 近藤静ピアノ・リサイタル

近藤静 野村恵子 仲田眞弓

二

cl,pf,sop

242 ザ・フェニックスホール

4月3日 19:00 今岡淑子＆須鎗幹子ピアノ・デュオ・リサイタル

今岡淑子 須鎗幹子

ピアノデュオ

pf2

モーツァルト…４手のためのソナタK381、西村朗…水の詩曲、平吉毅州…カーニバルがやってきた、ラフマニノフ…２台のピアノのための組曲第２番 他

243 ザ・フェニックスホール

4月5日 19:00 スピカコンサートNo.108～明日へ

玉井菜採 ヤン・ソンウォン 岡田将

二、三

vn,vc,pf

チャイコフスキー…ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の想い出のために》、ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第３番、J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第３番他

4月8日 18:00 東田夏織フルート・リサイタル

シューベルト…《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲、デュティユー…ソナチネ、プーランク…フルート・ソナタ 他

244 ザ・フェニックスホール

モーツァルト…ピアノ・ソナタ第８番、ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第30番、シューベルト…岩の上の羊飼い、シューマン…クライスレリアーナ 他

東田夏織 ジュリアン・ル・パップ

二

fl,pf

245 ザ・フェニックスホール

4月22日 19:00 宇宿真紀子p＆宇宿直彰vcジョイント・リサイタル～CDデビュー記念コンサート

宇宿真紀子 宇宿直彰

二

vc,pf

フォーレ…夢のあとに、ドビュッシー…月の光、サン＝サーンス…白鳥、メンデルスゾーン…チェロ・ソナタ第２番 他

246 ザ・フェニックスホール

4月23日 13:30 上松美香（アルパ）Spring Concert

上松美香 藤間仁 山下由紀子

アラカルト

アルパ,g,per

上松美香…春花、中田章（上松美香編）…早春賦、カルドーソ…パパロ・カンパーナ（鐘つき鳥） 他

247 ザ・フェニックスホール

4月26日 19:00 横坂源チェロ・リサイタル

横坂源 鷲宮美幸

二

vc,pf

ベートーヴェン…《マカベウスのユダ》の主題による12の変奏曲、ドビュッシー…チェロ・ソナタ、ショパン…序奏と華麗なるポロネーズ、ラフマニノフ…チェロ・ソナタ

248 ザ・フェニックスホール

5月20日 14:00 ヴィオラスペース2006大阪

今井信子 川崎雅夫 川本嘉子 店村眞積 小栗まち絵野平一郎

二

vn,va4,pf

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、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第６番、武満徹（細川俊夫編）…ア・ストリング・アラウンド・オータム（va&p版） 他

249 ザ・フェニックスホール

5月21日 13:30 マリンバ・デュオ・コンサート～ガーシュウィンに見つめられて

国塚貴美 丹山三恵子 藤江圭子

三

pf,mrb2

ガーシュウィン…ラプソディ・イン・ブルー／サマータイム／アイ・ガット・リズム／フットパス／ノーザン・ライツ

250 ザ・フェニックスホール

5月28日 19:00 CSFⅡ視力ファーストキャンペーン・チャリティ・コンサート

伊藤ルミ 長谷川真弓 安藤真子 西本淳 杉浦知美 粂井謙三 他

アラカルト

fl,sax,pf,sop,g,mnd,

251 ザ・フェニックスホール

5月29日 19:00 注目アーティスト・シリーズ38《クリスチャン・リンドバーグtb》

クリスチャン・リンドバーグ 白石光隆

二・外

tb,pf

シューマン（リンドバーグ編）…幻想小曲集、リンドバーグ…コカ・コカ／ロス・バンディドス、ストラヴィンスキー（リンドバーグ編）…組曲《火の鳥》より 他

252 ザ・フェニックスホール

6月1日 19:00 ベル・ボア・カルテットVol.2

ベル・ボア・カルテット（栗原尚子 古川仁菜 岡さおり 磯野正明）

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第67番《ひばり》、ブリッジ…横町のサリー、熟したさくらんぼ、シューベルト…弦楽四重奏曲第14番《死と少女》

253 ザ・フェニックスホール

6月7日 19:00 モルゴーア・クァルテット演奏会

モルゴーア・クァルテット（荒井英治 戸澤哲夫 小野富士 藤森亮一）

四

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第49番《蛙》、ヴァスクス…弦楽四重奏曲第２番《夏の調べ》、バルトーク…弦楽四重奏曲第５番

254 ザ・フェニックスホール

6月10日 14:00 GRACEFUL第９回大阪市助成公演《６月生まれの作曲家》

角地正範 馬場恵 田川沙麻里 前田悦代 富岡順子

二

vn2,pf,sop,ten

オッフェンバック…歌劇《ホフマン物語》ハイライト、シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第１番／謝肉祭より 他

255 ザ・フェニックスホール

6月14日 19:00 白神典子p～４人で奏でるピアノ・コンチェルトの世界

ヘンリク・ヴィーゼ ペーター・クレメント ティボル・ベーニ 白神典子

四

vn,vc,fl,pf

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第４番／ピアノ協奏曲第20番（フンメル編）／同第25番（フンメル編）
ルブラン…オーボエ協奏曲、清水慶彦…現代曲（初演）

256 ザ・フェニックスホール

7月1日 14:00 白木直人オーボエ・リサイタル

白木直人 田中愛子 古澤幹子 他

アラカルト

fl,ob,pf

257 ザ・フェニックスホール

7月9日 13:45 ピアノ・トリオの愉しみ～ワルシャワ・フィル・コンサートマスターを迎えて

堀口敬子 水村安紀子 松本昌敏 ピオトル・ツェギエルスキー カジミール・コシュラーチュ

三

vn,vc,pf

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、ショスタコーヴィチ…ピアノ三重奏曲第２番 他

四、

bfl4

チャイコフスキー…《くるみ割り人形》より小序曲、山本喜三…人形峠、マンシーニ…ピンクパンサー、ヴィヴァルディ…協奏曲ハ長調 他

vn,cb,アコーディオン,
ツィンバロン
vn2,hp

ショスタコーヴィチ…３つの小品、ロッシーニ…アンダンテと変奏曲、シュポア…ソナタ・コンチェルタンテop113

258 ザ・フェニックスホール

7月15日 19:00 スーパーカルテット・リサイタルNo.2

スーパーカルテット（藤田隆 北村正彦 秋山滋 松浦孝成）

259 ザ・フェニックスホール

7月18日 19:00 ジル・アパップvn版《四季》

ジル・アパップ ザ・カラーズ・オブ・インヴェンション（ミリアム・ラファール フィリップ・ノアレ 他） アラカルト・外

260 ザ・フェニックスホール

7月24日 19:00 HAYASHIファミリーによるヴァイオリン＆ハープ・デュオ・アーベント 林靖子 林智之 林千佳世

二

ヴィヴァルディ（アパップ編）…ヴァイオリン協奏曲集《四季》 他

261 ザ・フェニックスホール

7月27日 19:00 安永徹vn＆市野あゆみpデュオ・リサイタル

安永徹 市野あゆみ

二

vn,pf

プロコフィエフ…ヴァイオリンとピアノのための５つのメロディ、ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番 他

262 ザ・フェニックスホール

8月10日 19:00 ３rd Streetデュオ・リサイタル2006

鈴木麻里 藤井快哉

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第35番、シューベルト…幻想曲D934、ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》

263 ザ・フェニックスホール

8月12日 10:30 ラ・ストラーダpresentsキッズ・コンサートVol.3

金関環 水野絵里子 木田佳奈 安野英之 村田和幸

五

vn2,va,vc,cb

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》、ヴィヴァルディ…ヴァイオリン協奏曲集《四季》より「夏」第３楽章 他

264 ザ・フェニックスホール

8月23日 19:00 太田雅音vn＆清水和音pデュオ・リサイタル

太田雅音 清水和音

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第33番、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…ヴァイオリン・ソナタ第２番、ペルト…フラトレス

265 ザ・フェニックスホール

8月26日 14:00 Solo and Piano, Trios Concert

木下真希 エフゲニー・オーソーキン 田村緑

二、三

vn,vc,pf

モーツァルト…幻想曲K397／ヴァイオリン・ソナタ第25番、ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第３番、シューベルト…ピアノ三重奏曲第１番

266 ザ・フェニックスホール

8月28日 19:00 辻久子ヴァイオリン・リサイタル

辻久子 竹内素子

267 ザ・フェニックスホール

9月13日 19:00 レクチャー・コンサート《猿谷紀郎が語る武満徹「意識された空間」》 猿谷紀郎 山口恭範 吉原すみれ 上田希 風早宏隆 水無瀬一成 西村朗 伊東信宏 他

二

vn,pf

ドヴォルザーク…ソナチネ、モーツァルト…アダージョ、クライスラー…愛の喜び／愛の悲しみ、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン 他

アラカルト

cl,hr,tb,per2

武満徹…ソン・カリグラフィⅠ、Ⅲ／ウェイヴズ（波）／四季、ヴェーベルン…弦楽四重奏のための５つの楽章（第３楽章を除く） 他
K.ヴォースレフ…クラリネット五重奏曲、フックス…クラリネット五重奏曲（以上日本初演）、モーツァルト…クラリネット五重奏曲 他

268 ザ・フェニックスホール

9月15日 19:00 イデアル・クラリネット・アーベントVol.2

磯部周平 小谷口直子 金子平 ボロメーオ・ストリング・クァルテット

五

vn2,va,vc,cl3

269 ザ・フェニックスホール

9月20日 19:00 森川晶pと音楽の仲間たち

森川晶 前川恵梨 宮城理予子

二、三

vn2,pf

ラフマニノフ…練習曲集《音の絵》op39-5、サン＝サーンス…序奏とロンド・カプリチオーソ、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 他

270 ザ・フェニックスホール

9月22日 19:00 ブダペスト弦楽六重奏団

ブダペスト弦楽六重奏団

六・外

vn2,va2,vc2

ブラームス…弦楽六重奏曲第１番、R.シュトラウス…歌劇《カプリッチョ》より弦楽六重奏曲（序奏）、シェーンベルク…浄められた 夜

271 ザ・フェニックスホール

9月24日 14:00 フランス印象派音楽と絵画の出会い

前北恵美＆小野敦子 田村映子＆前田峰子 樋口五葉 山田栄佳 他

ピアノデュオ

pf6

ドビュッシー…小組曲／６つの古代碑銘／版画、ラヴェル…水の戯れ／亡き王女のためのパヴァーヌ／《鏡》より「道化師の朝の歌」 他

272 ザ・フェニックスホール

9月29日 14:00 ティータイム・コンサート《御喜美江アコーディオン・ワールド》

御喜美江 グシェゴシュ・ストパ アレキサンダー・マトロゾフ

アラカルト

アコーディオン3

J.ティエンスー…Mutta（しかし）、野村誠…F＆I、モーツァルト…歌劇《魔笛》序曲 他

273 ザ・フェニックスホール

9月30日 18:30 阪本康夫ピアノ・コンサート《追憶のオマージュ》

阪本康夫 水野絵里子 崎元蘭奈

三

vn,vc,pf

ラフマニノフ…練習曲集《音の絵》op33より／ピアノ三重奏曲第２番《悲しみの三重奏曲》より、ピアソラ…リベルタンゴ、H.マンシーニ…ひまわり 他

274 ザ・フェニックスホール

10月4日 19:00 吉田恭子ヴァイオリン・リサイタル

吉田恭子 ウララ・ササキ

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第２番、プーランク…ヴァイオリン・ソナタ、サラサーテ…ハバネラ他

275 ザ・フェニックスホール

10月5日 19:00 東京芸術大学音楽学部卒業生による同声会大阪支部演奏会

藤井美希 木村華子 阿部真理 奈良希愛 泉貴子 伊藤あさぎ 他

二

sax,pf4,sop

ベートーヴェン…ピアノ・ソナタ第31番、チマーラ…マリーンの鐘、吉松隆…ファジーバード・ソナタ 他

276 ザ・フェニックスホール

10月6日 19:00 佐野智子ヴァイオリン・リサイタル

佐野智子 松村英臣

二

vn,pf

ヴィヴァルディ…ヴァイオリン・ソナタop2-2、エルガー…ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第３番、サン＝サーンス…序奏とロンド・カプリチオーソ

277 ザ・フェニックスホール

10月14日 13:00 第18回アジア国際文化芸術フェスティバル

伊澤隆志 津田あゆみ 大原義一 岡村美佳 林美里 他

二

vn,fl,tb,pf,sop

J.S.バッハ…無伴奏フルートパルティータより、ショパン…バラード第３番、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

278 ザ・フェニックスホール

10月22日 17:00 トリオ・ミンストレル コンサート2006大阪公演

トリオ・ミンストレル（木野雅之 小川剛一郎 北住淳）

三

vn,vc,pf

ドビュッシー…ミンストレル、ピアソラ…ブエノスアイレスの秋、モーツァルト…ピアノ三重奏曲第６番、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲 他

279 ザ・フェニックスホール

10月25日 19:00 浦川宜也vn＆マルギット・ハイダー＝デヒァントpデュオ・リサイタル 浦川宜也 マルギット・ハイダー＝デヒァント

二

vn,pf

メトネル…ヴァイオリン・ソナタ第２番、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第37番、ヴォルフル…ヴァイオリン・ソナタop27 他

g2

ピアソラ…タンゴ組曲、武満徹…不良少年

280 ザ・フェニックスホール

11月1日 19:00 柴田健＆福山敦子ギター・デュオ・リサイタル

柴田健 福山敦子

二

281 ザ・フェニックスホール

11月4日 14:00 上海クヮルテット

上海クヮルテット（ウェイガン・リ イーウェン・ジャン ホンガン・リ ニコラス・ツァヴァラス） 今井信子 原田禎夫

四～六・外

vn2,va2,vc2

ブラームス…弦楽四重奏曲第１番／弦楽五重奏曲第１番／弦楽六重奏曲第１番

282 ザ・フェニックスホール

11月8日 19:00 ガヴロッシュ・サクソフォン・クァルテット・リサイタル

ガヴロッシュ・サクソフォン・クァルテット（篠原康浩 田端直美 陣内亜紀子 吉岡一郎） 四、

sax4

フローラン・シュミット…サクソフォーン四重奏曲、長生淳…彗星、ラヴェル…ソナチネ 他

11月9日 19:00 古部賢一オーボエ・リサイタル

古部賢一 水谷上総 太田紗和子

二、三

ob,fg,pf

シューマン…アダージョとアレグロ、ニールセン…２つの幻想的小品、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／オーボエ・ソナタ 他

284 ザ・フェニックスホール

283 ザ・フェニックスホール

11月10日 14:00 ティータイムコンサート・シリーズ第55回《潮田益子ヴァイオリン・リサイタル》 潮田益子 佐々木京子

二

vn,pf

ロックバーグ…パガニーニのカプリ－ス第24番による変奏曲より、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１番 他
渡辺茂夫…ヴァイオリン・ソナタ第２番、プーランク…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、ラヴェル…ツィガーヌ 他

285 ザ・フェニックスホール

11月12日 14:00 木野雅之vn＆吉山輝pデュオ・リサイタル

木野雅之 吉山輝

二

vn,pf

286 ザ・フェニックスホール

11月15日 19:00 ジャパン・ストリング・クヮルテット

ジャパン・ストリング・クヮルテット（久保陽子 久合田緑 菅沼準二 岩崎洸）

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第22番《プロシャ王第２番》、バルトーク…弦楽四重奏曲第３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》

287 ザ・フェニックスホール

11月17日 19:00 音空間の考察２～見晴台

江口恭子 椚紀子 北学丈 桝谷友重 上中あさみ 他

二

per2,pf2

プーランク…４手のためのピアノ・ソナタ、溝上日出男…ピアノ連弾と打楽器群による呼応、コリリアーノ…見晴台の踊り、田中利光…古塔五景 他

288 ザ・フェニックスホール

11月23日 14:00 中出悦子チェンバロ・リサイタル

中出悦子 樋口裕子 森左介

アラカルト

vc,cem

J.S.バッハ…トッカータ／フランス組曲第６番、F.クープラン…第11組曲、ダングルベール…パエトーンのシャコンヌ 他

289 ザ・フェニックスホール

11月26日 14:00 レ・サンク・サンス《ガナッシリコーダーの世界》

レ・サンク・サンス（山岡重治 向江昭雅 古橋潤一 矢坂由希子 能登伊津子 平尾雅子）

アラカルト

bfl3,gmb,ポジティブorg

290 ザ・フェニックスホール

11月30日 19:00 田中浩之ピアノ・コンサート

田中浩之 長野昭子 成川昭代 西陽子 田中良太 他

アラカルト

メールラ…カンツォン《うぐいす》、カステルロ…ソナタ第17番、廣瀬量平…田園詩、シャイト…隣人ローラント 他
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」、愛の讃歌／マッカーサー・パーク／韓流ドラマ・メドレー 他

291 ザ・フェニックスホール

12月1日 19:00 京都市立芸術大学出身者によるブリリアント・コンサート2006

大江浩志 阪中美幸 ウィリアム・プリンクル 古川知子 塚本知香 他

三

vn,vc,fl,pf,sop

モーツァルト…歌劇《後宮からの逃走》より「コンスタンツェのアリア」、シューマン…子供の情景、ショスタコーヴィチ…ピアノ三重奏曲第１番 他

292 ザ・フェニックスホール

12月5日 19:00 モーツァルト讃《珠玉の名曲集》

田辺良子 中島悦子 長門由華 老田裕子 他

二、三

vn,va,cl,sop

モーツァルト…すみれ／夕べの想い／ヴァイオリン・ソナタ第40番／クラリネット三重奏曲《ケーゲルシュタット・トリオ》 他

293 ザ・フェニックスホール

12月7日 19:00 関西バセットホルン・トリオ演奏会

ボブ・ヴァンデヴェルデ 岩井秀昭 篠原猛浩 井谷一美長嶺正純

五

cl3,バセットhr2

モーツァルト…ディヴェルティメントK439bより第２番／同第４番／アダージョ、シュタードラー…18のテルツェットより 他

294 ザ・フェニックスホール

12月9日 18:00 ペーター・シュミードルcl＆後藤泉pデュオ・リサイタル

ペーター・シュミードル 後藤泉

二

cl,pf

ブラームス…クラリネット／ソナタ第２番、ベルク…クラリネットとピアノのための４つの小品、ウェーバー…歌劇《シルヴァーナ》の主題による７つの変奏曲

295 ザ・フェニックスホール

12月15日 19:00 松川恭子hp＆岡崎章pの夕べ

松川恭子 岡崎章

二

hp,pf

ベリオ…セクエンツァⅡ、シマノフスキ…仮面劇、ショパン…ノクターン第15番／同第16番、ルニエ…伝説、カプレ…ディヴェルティスマン（スペイン風に） 他

296 ザ・フェニックスホール

12月21日 19:00 斎藤建寛チェロ・リサイタル

斎藤建寛 細見理恵

二

vc,pf

サン＝サーンス…チェロ・ソナタ第１番、ラフマニノフ…ヴォカリーズ、ピアソラ（野田雅巳編）…天使の死、シューマン…アダージョとアレグロ 他

297 ザ・フェニックスホール

12月23日 19:00 クリスマス・コンサート

川下由理 川下登 林泉 宮下和子 財津進 他

アラカルト

ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク ダイアナ・ケトラー 吉澤京子 ラズヴァン・ポポヴィチ 川田知子 ザビエル・ラック

二、四

vn,va,vc,fl,pf2

モーツァルト…交響曲第40番（クレメンティ編）／ピアノ四重奏曲第１番／ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第１番

四・外

vn,va,vc,pf2

ブラームス…ピアノ四重奏曲第３番、シェーンベルク（シュトイエルマン編）…浄められた夜、モーツァルト…幻想曲

vn,va,vc,pf2

ブラームス…弦楽六重奏曲第１番、ドヴォルザーク…ピアノ四重奏曲第２番、シューベルト…弦楽四重奏曲第12番《四重奏断章》

298 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

9月13日 11:30 神戸国際芸術祭2006《ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルクvcと仲間たち》

299 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

9月14日 19:00 神戸国際芸術祭2006《ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルクvcと仲間たち》 ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク ダイアナ・ケトラー 吉澤京子 ラズヴァン・ポポヴィチ 川田知子

300 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

9月15日 14:00 神戸国際芸術祭2006《ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルクvcと仲間たち》 ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク ダイアナ・ケトラー 吉澤京子 ラズヴァン・ポポヴィチ 川田知子他 四、六・外

ヘンデル…もろびとこぞりて、クリスマスキャロル・メドレー、モーツァルト…主を讃えよ、フェリシアーノ…幸せなクリスマス 他

301 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

ベルリン・フィルハーモニー木管五重奏団 伊藤恵

五・外

fl,ob,cl,fg,hr,pf

302 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

10月14日 14:00 間瀬尚美mrb＆川上布美pジョイント・コンサート

間瀬尚美 川上布美 田中優香

アラカルト

pf2,mrb

シュミット…６つの小品、J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第２番より「シャコンヌ」、ハイドン…ピアノ・ソナタ第46番、ショパン…舟歌 他

303 シーサイドホテル舞子ビラ神戸あじさいホール

12月17日 15:00 奥村愛ヴァイオリン・リサイタル

奥村愛 鷹羽弘晃

二

vn,pf

クライスラー…愛の喜び／愛の悲しみ／中国の太鼓、ロッシーニ（シュルツ編）…歌劇《ウィリアム・テル》序曲 他

304 しがぎん経済文化センター

10月7日 16:00 ベルリン・フィルハーモニー木管五重奏団＆伊藤恵p

玉井菜採 横坂源 伊藤恵

二、三

vn,vc,pf

ハイドン…ピアノ三重奏曲第39番、ラヴェル…ヴァイオリンとチェロのためのソナタ、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第１番

305 吹田市文化会館メイシアター

9月7日 19:00 井上久美子ハープ・トリオ《ハープ３台の饗宴》

井上久美子 梅津三知代 千田悦子

三

hp3

メンデルスゾーン…歌の翼に、ヘンデル…ハープ協奏曲、スメタナ…モルダウ、ロジャーズ（出口雅生編）…サウンド・オブ・ミュージック 他

306 吹田市文化会館メイシアター（小）

7月3日 19:00 アラウンド・ザ・ワールド in クラシック2006《イタリア音楽紀行》

野口伸広 荒木雅美 北口裕子

二、三

vc,tb,pf

プッチーニ…歌劇《ボエーム》より二重奏、モンテヴェルディ…マドリガーレより、レスピーギ…リュートのための古風な舞曲とアリアより 他

307 吹田市文化会館メイシアター（小）

10月27日 19:00 アラウンド・ザ・ワールド in クラシック2006《東欧～北欧音楽めぐり》

河村典子 白土文雄 寺田ちはる

三

vn,cb,アコーディオン

ストラヴィンスキー…バレエ《ペトルーシュカ》より、ドヴォルザーク…月に寄せる歌、グリーグ…ホルベルク組曲 他

7月9日 16:00 パスクアーレ・バルダーロvib＆ミルコ・シニョリーレp

パスクアーレ・バルダーロ ミルコ・シニョリーレ

二・外

pf,vib

ヴェルディ…歌劇《椿姫》より「乾杯の歌」、プッチーニ…歌劇《トスカ》より「星は光りぬ」、モリコーネ…映画『ニューシネマパラダイス』より 他

9月7日 19:00 パリ管弦楽団ブラス・クインテット

308 高島市文化ホールガリバーホール
309 高槻現代劇場

1月13日 18:30 玉井菜採vn・横坂源vc・伊藤恵p～室内楽への誘い

モーツァルト…幻想曲K608／アダージョとロンドK617／セレナード第12番《ナハトムジーク》（以上ハーゼル編）／ピアノと管楽のための五重奏曲変ホ長調K452 他

パリ管弦楽団ブラス・クインテット 高槻中・高等学校吹奏楽部

五・外

hr,tp2,tb,tub

F.ローベ…パリ祭、ドビュッシー…亜麻色の髪の乙女、オッフェンバック…フレンチ・カン・カン、フレンチ・シャンソン集 他

310 宝塚ベガホール

3月10日 19:00 姜建華（二胡）トリオ・コンサート

姜建華 楊宝元 有森直樹

三

pf,二胡,中国琵琶

グリーンスリーヴズ、《ラストエンペラー》のテーマ 他

311 宝塚ベガホール

8月29日 19:00 ふぁみりーこんさーと2006

浅井寛子 山本朋子 山本彩子 山本悠美子

二

vc,hp,pf,org

J.S.バッハ…トッカータとフーガBWV565、サン＝サーンス…白鳥、ヘンデル…ハープ協奏曲（hp&org版） 他

312 宝塚ベガホール

10月27日 19:00 鈴木豊人クラリネット・リサイタル

鈴木豊人 右近恭子

二

cl,pf

レーガー…クラリネット・ソナタ第３番、セタッチョーリ…ソナタop31、ライネッケ…序奏とアレグロ・アパッショナートop256、ブラームス…クラリネット・ソナタ第２番

313 宝塚ベガホール

12月11日 19:00 木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル

木嶋真優 江口玲

二

vn,pf

R.シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ、ドヴォルザーク…スラヴ舞曲集より第２番 他

314 テアトロ・マロン

8月16日 18:00 大文字国際交流音楽祭'06第１夜

315 テアトロ・マロン

10月14日 15:00 田島まり子ヴァイオリン・リサイタル

316 同志社女子大学新島記念講堂
317 豊中市民会館アクア文化ホール
318 豊能町立ユーベルホール
319 奈良市北部会館３F市民文化ホール

5月14日 14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
4月4日 19:00 春宵一刻・クラシックの響き《ピアノと弦楽による室内楽の夕べ》
8月20日 15:00 被爆ピアノ・コンサート
10月15日 17:30 ロンドン～室内楽の散歩道

河合隼雄 トーマ・プレヴォ 破魔澄子 林裕 アルバート・ロト 他

三、四

vn,vc,fl2,pf

モーツァルト…アンダンテK315、シューベルト…ピアノ三重奏曲第１番、七瀬…２本のフルート、チェロ、ピアノのための組曲《巡礼》 他

田島まり子 アルバート・ロト

二

vn,pf

ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ、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

千住真理子 山洞智

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》、チャイコフスキー…瞑想曲、フランク…ヴァイオリン・ソナタ

日比浩一 石井泉 日野俊介 後藤浩実 杉野和世

三、四

vn2,va,vc,pf2

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…ピアノ四重奏曲、メンデルスゾーン…無言歌op109 他

山田沙耶加 森下保子 橘内明裕 The Bloom混声合唱団 他

アラカルト

vn,fl,pf,chr

山田沙耶加…小石の涙／綿のぼうし、カッチーニ…アヴェ・マリア、11ぴきのネコソングメドレー／おおシャンゼリゼ 他

岩渕晴子 チャオ・イェン・チャン吉野元章

二、三

vn,hr,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第40番、ドビュッシー…ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス…ホルン三重奏曲

ならチェンバーアンサンブル

四、五

vn2,va,vc,fl,cl

モーツァルト…フルート四重奏曲第１番／弦楽四重奏曲第21番《プロシャ王第１番》／クラリネット五重奏曲

ピアノデュオ

pf2

エルガー…愛の挨拶、ショパン…ポロネーズ第６番《英雄》、リスト…ラ・カンパネッラ、ミヨー…《スカラムーシュ》より「ブラジレイラ」 他

320 なら100年会館（中）

7月2日 15:00 ならチェンバーアンサンブル第71回定期演奏会

321 なら100年会館（中）

11月1日 18:30 中井恒仁＆武田美和子ピアノ・デュオ・リサイタル

中井恒仁 武田美和子

322 西脇市立音楽ホールアピカホール

5月18日 19:00 新「西脇市」誕生記念アピカホール開館10周年記念《ウィーン・ピアノ五重奏団》

ウィーン・ピアノ五重奏団（ペーター・ヴェヒター ヘルムート・ヴァイス ヨァゲン・フォゥグ ユーレッ
四、五・外
ク・デュバール 陽子・ヴォゥグ）

vn,va,vc,cb,pf

モーツァルト…ピアノ四重奏曲第２番、ブラームス…ピアノ四重奏曲第１番、リース…ピアノ五重奏曲

323 日本基督教団東梅田教会

6月30日 18:30 アフター・アワーズ・セッション《20世紀の室内楽Vol.2》

伏田依子 松原央樹 岡野圭児 小曲俊之 松下浩之 渋井満他

二、八

fl,cl,hr,tp2,tb

ストラヴィンスキー…八重奏曲、ヒンデミット…朝の音楽、ジョリヴェ…フルートとクラリネットのためのソナチネ 他

324 日本福音ルーテル大阪教会

4月22日 19:00 ナタ全曲演奏会第１回》

井岡みほ（cem・フォルテp）＆久合田緑vn《モーツァルト／ヴァイオリン・ソ

井岡みほ 久合田緑

二

vn,cem,fp

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第１～４番、11～16番

325 日本福音ルーテル大阪教会

5月20日 19:00 曲演奏会第２回》

井岡みほ（フォルテp）＆久合田緑vn《モーツァルト／ヴァイオリン・ソナタ全

井岡みほ 久合田緑

二

vn,fp

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第25～30番

井岡みほ（cem・フォルテp）＆久合田緑vn《モーツァルト／ヴァイオリン・ソ

井岡みほ 久合田緑

二

vn,cem,fp

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第24番／同第34番／《羊飼いの娘セリメーヌ》による12の変奏曲／《泉のほとりで》による６つの変奏曲

井岡みほ（cem・フォルテp）＆久合田緑vn《モーツァルト／ヴァイオリン・ソ
10月14日 19:00
ナタ全曲演奏会第４回》
井岡みほ（cem・フォルテp）＆久合田緑vn《モーツァルト／ヴァイオリン・ソ
11月18日 19:00
ナタ全曲演奏会第５回》

井岡みほ 久合田緑

二

vn,cem,fp

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第32番／同第33番／同第35番／同第36番

井岡みほ 久合田緑

二

vn,cem,fp

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第40～43番

小谷麻里子 原田美英子 渡戸由布子 林典子

二

cb,ob,corA,cl,pf

ボッテジーニ…協奏的二重奏曲、クロル…エレジー・アパッショナータ 他

326 日本福音ルーテル大阪教会
327 日本福音ルーテル大阪教会
328 日本福音ルーテル大阪教会
329 ノワ・アコルデ音楽アートサロン
330 白沙村荘大画室存古楼
331 白沙村荘大画室存古楼

7月1日 19:00 ナタ全曲演奏会第3回》

9月24日 14:00 第４回サロンコンサートin大阪
9月24日 16:00

哲学の道プロムナード・コンサート97《2006初秋・モーツァルトとショスタコーヴィチ》

11月26日 15:00 哲学の道プロムナード・コンサート98

革島玲奈 森本一人 太田道宏

三

vn,vc,pf

モーツァルト…ピアノ三重奏曲第３番／同第６番、ショスタコーヴィチ…ピアノ三重奏曲第１番／同第２番

山井敦子 森本一人 山崎緑 飛田千寿子 太田道宏

四、五

vn2,va,vc,pf

モーツァルト…弦楽四重奏曲第１番／同第19番《不協和音》／ピアノ協奏曲第12番（ピアノ五重奏版）

332 パルナソスホール

7月29日 19:00 サンセット・コンサート《音登夢魅惑の夕べ》

木村直子 木村政雄 南木優子 岡田由美子

二

vn,vc,pf,sop

ホルスト…ジュピター、シモネッティ…マドリガル、ラセック…猫のセレナード、カッチーニ…アヴェ・マリア

333 パルナソスホール

9月30日 15:00 ヴェルサイユ宮殿 王の愉しみ

平尾雅子 金子浩 上尾直毅 緋田芳江 樋口裕子

アラカルト

gmb,lut,cem,sop

マレ…スペインのフォリア／アラベスク、リュリ…シャコンヌ、ヴィゼ…前奏曲／クーラント 他

334 ピアジュリアン

7月29日 14:30 第7回サロンコンサートin神戸

中山佳子 土山美紀 今井千穂

二、三

fl,fg,pf

ベートーヴェン…フルート、ファゴットとピアノのための三重奏曲、ドニゼッティ…三重奏曲、ギャベ…フルートとファゴットのためのソナチネ 他

335 東灘区民センターうはらホール

4月22日 16:00 村田隆子ヴァイオリン・リサイタル

村田隆子 佐々木和美

二

vn,pf

ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第25番、クライスラー…前奏曲とアレグロ 他

336 東灘区民センターうはらホール

6月18日 14:00 神戸フォーレ協会《ボンジュールフランス12～フォーレ作品集１》

時村美影 大橋友子 川嶋雄介 藤田浩恵 青谷理子 他

四

va,vc,pf,sop

フォーレ…蝶と花／五月／トスカーナのセレナーデ／無言歌op17-1／ピアノ四重奏曲第１番／ラシーヌの雅歌 他

337 東灘区民センターうはらホール

11月12日 14:00 第15回神戸音楽家協会会員による《神戸からのしらべ》

田原綾子 安川忠之 北住里恵 間瀬尚美 陶山薫子 他

二

fl,pf,mrb,sop,ten

ヴェルディ…歌劇《椿姫》より「ああ、そはかの人か～花から花へ」、サンカン…フルートとピアノのためのソナチネ、石井真木…飛天生動Ⅲ、ショパン…舟歌 他

338 ピッコロシアター

11月18日 18:30 アフター・アワーズ・セッション《モーツァルトの軌跡》

松原央樹 寺西一巳 三木香奈 池村佳子 右近恭子

三、四

vn,va,vc,cl,pf

モーツァルト…ピアノ四重奏曲第１番／クラリネット三重奏曲《ケーゲルシュタット・トリオ》／ディヴェルティメントK563
ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第３番、フォーレ…ピアノ三重奏曲、メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第１番

339 姫路市キャスパホール

白井圭 門脇大樹 津田裕也

三

vn,vc,pf

340 姫路市立文化センター（小）

9月6日 18:30 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル

天満敦子 古武雅子

二

vn,pf

クライスラー…前奏曲とアレグロ、小林亜星…地平を翔る風、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》、ポルムベスク…望郷のバラード 他

341 兵庫県立芸術文化センター（大）

1月4日 11:30 ワンコイン・コンサートNo.３《菊本和昭tp》

菊本和昭 久保千尋

二

tp,pf

ハイドン…トランペット協奏曲より第１楽章、G.ダグラス…この素晴らしき世界、ディニーク…ホラ・スタッカート 他

2月10日 19:00 高橋満保子vn《ひびきの中へ》

高橋満保子 雨田一孝 今岡淑子

二、三

vn,vc,pf

ショスタコーヴィチ…ピアノ三重奏曲第２番、モンティ…チャールダッシュ、ヘンデル（ハルヴォルセン編）…パッサカリア（vn&vc版）、ブラームス…ピアノ三重奏曲第１番 他

343 兵庫県立芸術文化センター（大）

5月24日 14:00 ウィーン弦楽四重奏団

ウィーン弦楽四重奏団（ウェルナー・ヒンク フーベルト・クロイザマー ハンス・ペーター・オクセン
四・外
ホファー フリッツ・ドレシャル）

vn2,va,vc

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》／弦楽四重奏曲第17番《狩り》、ドヴォルザーク…弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》

344 兵庫県立芸術文化センター（大）

6月21日 19:00 五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル2006

五嶋龍 マイケル・ドゥセク

二

vn,pf

イザイ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》、R.シュトラウス…ヴァイオリン・ソナタ、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第２番、武満徹…悲歌 他

342 兵庫県立芸術文化センター（大）

4月13日 18:30 ピアノ・トリオTrio Accord

345 兵庫県立芸術文化センター（大）

10月14日 15:00 及川浩治トリオ”Bee”

及川浩治 石田泰尚 石川祐支

三

vn,vc,pf

ピアソラ…リベルタンゴ、ベートーヴェン…ピアノ三重奏曲第７番《大公》より第１楽章、クライスラー…愛の喜び 他

346 兵庫県立芸術文化センター（大）

10月26日 19:00 茂木大輔（指揮＆話）の生で聴くのだめカンタービレの音楽

茂木大輔 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 三輪郁 古部賢一

三

ob,fg,pf,orch

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、ラヴェル…ボレロ 他

347 兵庫県立芸術文化センター（大）

10月28日 14:00 エマニュエル・パユfl＆ジャッキー・テラソン（p・編曲）トリオ

エマニュエル・パユ ジャッキー・テラソン・トリオ

四・外

cb,fl,pf,per

サン＝サーンス…《動物の謝肉祭》より「大きな鳥篭」、ラヴェル…パヴァーヌ／ボレロ、フォーレ…夢のあとに、ドビュッシー…シランクス 他

348 兵庫県立芸術文化センター（大）

11月19日 14:00 ジョセフ・リン ヴァイオリン・リサイタル

ジョセフ・リン 松岡淳

二・外

vn,pf

イザイ…無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》、J.S.バッハ…無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番、クライスラー…中国の太鼓／ウィーン奇想曲 他

姜建華 宮田まゆみ

二

二胡、笙

喜多郎…シルクロードのテーマ、坂本龍一…『ラスト・エンペラー』のテーマ、武満徹…《セレモニアル》より、具林…何日君再来 他

349 兵庫県立芸術文化センター（小）
350 兵庫県立芸術文化センター（小）

1月15日 14:00 姜建華（二胡）＆宮田まゆみ（笙）デュオ・リサイタル

2月3日 19:00 ダンスリー・ルネサンス合奏団隔月例会No.100《天正少年使節ヨーロッパへの旅》 岡本一郎 松井智恵 西村喜子 他

351 兵庫県立芸術文化センター（小）

2月15日 19:00 ルドヴィート・カンタvc＆伊藤ルミpデュオ

ルドヴィート・カンタ 伊藤ルミ

アラカルト

lut,sop.,カヌーン

スペイン、イタリア、フランスの中世音楽を中心に、イタリア、フランスのルネサンス音楽と日本の歌

二

vc,pf

ラフマニノフ…チェロ・ソナタ、ショスタコーヴィチ…チェロ・ソナタ、ダヴィドフ…ワルツ／バラード 他
カプースチン…８つの演奏会用エチュード第１番／ピアノ・ソナタ第12、13番／《ブルーボッサ》によるパラフレーズのコラボレーション 他

352 兵庫県立芸術文化センター（小）

5月19日 19:00 川上昌裕p《PLAYSカプースチン》

川上昌裕 小谷康夫 吹田善仁 岩崎真理子

アラカルト

cb,pf,vib

353 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月2日 19:00 山上ジョアン薫チェロ・リサイタル

山上ジョアン薫 ヴァディム・グラドコフ

二

vc,pf

ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第１番、シューマン…アダージョとアレグロ、ショパン…チェロ・ソナタ、J.S.バッハ…ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第３番 他

354 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月4日 14:00 レッド・プリースト

レッド・プリースト（ピアーズ・アダムス ジュリア・ビショップ アンジェラ・イースト ハワード・ビーチ）

四・外

bvn,bvc,bfl,cem

ヴィヴァルディ…協奏曲集《四季》、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第２番より「プレリュード」、コレルリ…クリスマス協奏曲 他

6月4日 18:00 レッド・プリースト

レッド・プリースト（ピアーズ・アダムス ジュリア・ビショップ アンジェラ・イースト ハワード・ビーチ）

四・外

bvn,bvc,bfl,cem

ヴィヴァルディ…協奏曲集《四季》、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第２番より「プレリュード」、コレルリ…クリスマス協奏曲 他

マイ・ハート弦楽四重奏団（辻井淳 釋伸司 沖田孝司 雨田一孝）

四

vn2,va,vc

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13番《ロザムンデ》

355 兵庫県立芸術文化センター（小）
356 兵庫県立芸術文化センター（小）
357 兵庫県立芸術文化センター（小）

6月21日 19:00 マイ・ハート弦楽四重奏団10th Anniversary

近藤真理子 バリント・セーケイ

二

vn,pf

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、シューマン…ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

358 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月16日 14:00 佐々木京子p＆横山奈加子vnジョイント・コンサート

7月8日 19:00 近藤真理子p＆バリント・セーケイvnデュオ・リサイタル

佐々木京子 横山奈加子

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第42番、クライスラー…美しきロスマリン、リスト…ラ・カンパネッラ、サラサーテ…序奏とタランテラ 他

359 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月22日 14:00 トリトン・トロンボーン四重奏団

トリトン・トロンボーン四重奏団（オラフ・オット ウルリッヒ・ディークマン マティアス・イムカンプ ヘ
四・外
ルマン・ボイマー）

tb4

シュペール…ソナタ、J.S.バッハ…《フーガの技法》より、ドビュッシー…シャルル・ドルレアンの３つの歌、アンレーセン…３つのスウェーデンの調べ 他

360 兵庫県立芸術文化センター（小）

7月23日 14:00 久下真理pオリジナル・コンサート～ワルシャワの名手たちと

久下真理 ピオトル・ツェギエルスキー カジミール・コシュラーチュ

vn,vc,pf

エルガー…愛の挨拶、グラナドス…ピアノ三重奏曲より、サン＝サーンス…白鳥 他

二、三

361 兵庫県立芸術文化センター（小）

9月27日 14:00 ベルリン弦楽四重奏団

ベルリン弦楽四重奏団（ヴォルフ＝ディーター・バッツドルフ サシャ・リーデル フェリックス・シュ
ヴァルツ フランツィスカ・バッツドルフ）

四・外

vn2,va,vc

ハイドン…弦楽四重奏曲第67番《ひばり》、モーツァルト…弦楽四重奏曲第19番《不協和音》、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》

362 兵庫県立芸術文化センター（小）

9月30日 14:00 ニコラ・ベネデッティ ヴァイオリン・リサイタル

ニコラ・ベネデッティ アリソン・リンド

二・外

vn,pf

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第３番、ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》、サン＝サーンス…ハバネラ 他

10月5日 19:00 中西覚作品展５

363 兵庫県立芸術文化センター（小）

辻裕久 岡田征士郎 待永望 林裕 小川悟史

五

vc,fl,per,ten,br

中西覚…春秋の詩《鳥にしあらねば》

364 兵庫県立芸術文化センター（小）

10月21日 15:00 粟田恵美マリンバ・リサイタル

粟田恵美 西本淳 木村優一

アラカルト

sax,mrb,和太鼓

安倍圭子…遥かな海／竹林、湯山昭…ディヴェルティメント、三木稔…マリンバ・スピリチュアル 他

365 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月10日 19:00 石坂団十郎vn＆ホセ・ガジャードp デュオ・リサイタル

石坂団十郎 ホセ・ガジャード

二

vn,pf

ベートーヴェン…《魔笛》の主題による12の変奏曲、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第４番、武満徹…オリオン、ショパン…チェロ・ソナタ 他

366 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月12日 14:00 タブラトゥーラがやってくる！

タブラトゥーラ（つのだたかし 田崎瑞博 江崎浩司 近藤郁夫 山崎まさし） 波多野睦美

アラカルト

367 兵庫県立芸術文化センター（小）

11月28日 19:00 安藤史子フルート・リサイタル

安藤史子 石橋尚子

二

fl,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第40番（編曲）、一柳彗…忘れえぬ記憶の中に、サラサーテ…カルメン幻想曲（編曲） 他

368 兵庫県立芸術文化センター（小）

12月27日 19:00 吉岡美恵子モダン＆クラシカル・フルート・リサイタル

吉岡美恵子 摩寿意英子 延原武春 テレマン室内管弦楽団

モーツァルト…フルート協奏曲第１番／同第２番／フルート四重奏曲第１番／フルートとハープのための協奏曲

369 兵庫県立美術館アトリエホール

オルティス…レセルカード、イギリス古謡…ラグルタグル・ジプシーズ、山崎まさし…花よりもなほ 他

アラカルト

vn,va,vc,fl,hp,orch

9月17日 16:00 ダンスリー・ルネサンス合奏団コンセール・ビメストリエ（隔月例会）No.102 岡本一郎 松井智恵 坂元利文 パク・コニル 他

アラカルト

lut,sop.,gmb,レベック,他 セルミジ…生命の花に生きる限り、モデルヌ…喜びの音楽、オルティス…レセルカーダ、ミラン…ファンタジア 他
vn,pf

370 兵庫県立美術館芸術の館ギャラリー

6月24日 15:00 北浦洋子ヴァイオリン・リサイタル

北浦洋子 竹内素子

二

371 枚方市民会館

9月28日 15:00 アンサンブル・ハンブルク＝大阪

アンサンブル・ハンブルク＝大阪

六

372 びわ湖ホール

1月21日 14:00 レクチャー・コンサート《果たしてモーツァルトは神の子か～第１章神の子である》 古典四重奏団（川原千真 花崎敦生 三輪真樹 田崎瑞博）

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第14番／同第15番

373 びわ湖ホール

3月12日 14:00

古典四重奏団（川原千真 花崎敦生 三輪真樹 田崎瑞博）

四

vn2,va,vc

モーツァルト…弦楽四重奏曲第17番《狩り》／同第19番《不協和音》
ミヨー…組曲《ルネ王の暖炉》、バーバー…サマー・ミュージック、ダンディ…シャンソンとダンス 他

レクチャー・コンサート《果たしてモーツァルトは神の子か～第２章神の子ではない》

ブラームス…F・A・E.ソナタより第３楽章、シューベルト…幻想曲D934、ファリャ…スペイン舞曲、チャイコフスキー…メロディ 他
モーツァルト…歌劇《魔笛》序曲、喜納昌吉…花、ラヴェル…亡き王女のためのパヴァーヌ、ブルーマ…六重奏曲 他

374 びわ湖ホール（小）

5月14日 14:00 木管アンサンブルの楽しみ

林ゆかり 忽那有紀子 家恵子 前田幸恵 植田志穂他

五

fl,ob,cl,fg,hr

375 びわ湖ホール（小）

5月18日 14:00 びわ湖の午後23《堤剛vc＆児玉桃p》

堤剛 児玉桃

二

vc,pf

ベートーヴェン…チェロ・ソナタ第２番、ドビュッシー…チェロ・ソナタ、メシアン…《世の終わりのための四重奏曲》より第５楽章、ブラームス…チェロ・ソナタ第１番

レッド・プリースト（ピアーズ・アダムス ジュリア・ビショップ アンジェラ・イースト ハワード・ビーチ）

四・外

bvn,bvc,bfl,cem

ヴィヴァルディ…協奏曲集《四季》、J.S.バッハ…無伴奏チェロ組曲第２番より「プレリュード」、コレルリ…クリスマス協奏曲 他

376 びわ湖ホール（小）

6月3日 15:00 レッド・プリースト

377 びわ湖ホール（小）

7月13日 14:00 びわ湖の午後24《高木綾子fl＆福田進一g》

高木綾子 福田進一

二

fl,g

ラヴェル…ハバネラ風の小品、武満徹…海へ、プホール…ブエノス・アイレスの雲、ピアソラ…タンゴの歴史 他

378 琵琶湖ホテルチャペル

6月19日 19:00 中野義久ギター・リサイタル～海を越え、時をこえて

中野義久 藤井敬吾

二

g2

ソル…シシリアーナと行進曲、ショパン（タレルガ編）…ノクターンop9-2、ラヴェル（ディアンス編）…亡き王女のためのパヴァーヌ 他

379 フェスティバルホール
380 フェスティバルホール
381

フォルクスワーゲン京都南ショールーム（日光社）

3月31日 19:00 デイヴィット・ギャレット ヴァイオリン・リサイタル
12月16日 16:00 辻久子vnクリスマス・コンサート

2月8日 18:30 ディーター・フルーリー フルート・リサイタル

デイヴィット・ギャレット ペベル・シュポルツ

二・外

vn2

モンティ…チャールダーシュ、ブラームス…F・A・Eソナタより第３楽章スケルツォ、クライスラー…レチタティーヴォとスケルツォ 他

辻久子 竹内素子 辻久子弦楽器塾生たち

二

vn,pf,orch

ヴィターリ…シャコンヌ、クライスラー…美しきロスマリン、シューベルト…アヴェ・マリア、サラサーテ…ツィゴイネルワイゼン 他

ディーター・フルーリー 足立桃子

二・外

fl,pf

ボルン…カルメン幻想曲、シューベルト…トロッケン・ブルーメン、モーツァルト…フルート・ソナタK15、宮城道雄…春の海 他

千住真理子 山洞智

二

vn,pf

J.S.バッハ（千住明編）…２つのメヌエット、モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28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

382 福崎町エルデホール

4月29日 14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

383 南山城村文化会館やまなみホール

7月22日 14:00 第14回木津川やまなみ国際音楽祭《青少年のための楽器物語と名曲コンサート》

384 南山城村文化会館やまなみホール

7月22日 19:00 第14回木津川やまなみ国際音楽祭《オープニング・コンサート》

河野正孝 アンドレア・オリヴァ 玉井菜採 大野かおる 成川昭代 青山聖樹 他

三、四

vn,va,vc,fl,ob2

385 南山城村文化会館やまなみホール

7月23日 14:00 第14回木津川やまなみ国際音楽祭《ジョイント・リサイタル～名曲の嵐》

アンドレア・オリヴァ ルドヴィン・カンタ

二・外

vc,fl,pf

マルタン…バラード、サン＝サーンス…白鳥、フォーレ…夢のあとに、ブラームス…チェロ・ソナタ第２番 他

386 ムラマツリサイタルホール新大阪

1月26日 19:00 滝本博之ファゴット・リサイタルNr.9

滝本博之 辻井敦 日比浩一 山本由実子 林裕 南出信一

四、五

vn2,va,vc,cb,fg

ドヴィエンヌ…ファゴット四重奏曲op73-2、尹伊桑…ファゴット独奏のためのモノローグ、ライヒャ…ファゴット五重奏曲変ロ長調 他

387 ムラマツリサイタルホール新大阪

3月24日 18:30 アレクサンダー・シュタインベルガー ヴァイオリン・リサイタル

アレクサンダー・シュタインベルガー 裕子・サガード

二・外

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第40番、シューベルト…ヴァイオリンとピアノのためのソナタD574、フランク…ヴァイオリン・ソナタ

デュオ・ヘルムート・レゾナンツ（福永吉宏 山本恭平） 成川昭代 山崎磨子

二、四

vc,fl2,cem

F.クープラン…組曲《諸国の人々》より第１組曲「フランス人」、ブラヴェ…２本のフルートのためのソナタ第１番、ルクレール…音楽の愉しみ組曲第２番 他

河村泰子 中務晴之 増井一友 友永健二 黒田育世

二、三

vn,vc,fl,pf,g

吉松隆…プレイアデス舞曲集第Ⅰ～Ⅲ／デジタルバード組曲／アトム・ハーツ・クラブ・トリオ（ピアノ・トリオ版初演） 他

388 ムラマツリサイタルホール新大阪
389 ムラマツリサイタルホール新大阪
390 ムラマツリサイタルホール新大阪

4月9日 15:00 デュオ・ヘルムート・レゾナンツVol.３《ヴェルサイユ宮殿の音楽》
6月24日 18:30 河村泰子ピアノ・リサイタル《吉松隆作品シリーズVol.１》
9月2日 19:00 ザ・室内楽 パート４

アラカルト

ハイドン…ディヴェルティメント、ファルカシュ…ハンガリー舞曲より、楽器紹介メドレー、サウンド・オブ・ミュージック・メドレー
ヘンデル…２本のオーボエと通奏低音のためのソナタ第６番、レーガー…セレナード第２番、ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第４番 他

大江浩志 岸さやか 小川哲生 渋井満 畦内雅人 林俊武 他

五、八

cb,fl,ob,cl,fg,hr

ロッシーニ（ゼトラック編）…歌劇《セビリャの理髪師》より、ジョリヴェ…セレナード（管楽五重奏版）、ラハナー…八重奏曲op156 他

391 ムラマツリサイタルホール新大阪

9月21日 19:00 フェリックス・レングリ フルート・リサイタル

フェリックス・レングリ 長尾洋史

二・外

fl,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番（編曲）、ルーセル…フルートを吹く人たち、プロコフィエフ…フルート・ソナタ 他

392 ムラマツリサイタルホール新大阪

9月24日 15:00 太田彩fl＆中島五輪江pデュオ・リサイタル

太田彩 中島五輪江

二

fl,pf

ブラームス…ヴァイオリン・ソナタ第２番、フォーレ…ヴァイオリン・ソナタ第１番（以上フルート版）、プーランク…ソナタ 他

393 ムラマツリサイタルホール新大阪

11月3日 14:00 池田寿美子p＆永井礼子p姉妹による連弾の調べ

池田寿美子 永井礼子

ピアノデュオ

pf2

シューベルト…３つの軍隊行進曲、ドヴォルザーク…ボヘミアの森から、サン＝サーンス…組曲《動物の謝肉祭》 他

394 ムラマツリサイタルホール新大阪

12月13日 19:30 水越典子フルートのたのしみNo.25

水越典子 ギオルギ・バブアゼ ザザ・ゴグア ギア・ケオシヴィリ

三、四

vn,va,vc,fl

ドヴィエンヌ…フルート、ヴァイオリンとチェロのための三重奏曲、モーツァルト…フルート四重奏曲第２番／同第４番、シュターミッツ…カプリッチオ・ソナタ 他

395 ムラマツリサイタルホール新大阪

12月20日 19:00 松永みどりvn弦楽四重奏団結成25周年記念演奏会

松永みどり弦楽四重奏団（松永みどり 本多智子 山村茂 白石将） 高木証成

四、五

vn2,va,vc,cl

モーツァルト…弦楽四重奏曲第19番《不協和音》／クラリネット五重奏曲、シューマン…弦楽四重奏曲第１番

396 メルパルクホール大阪

6月21日 18:30 イ・ヒア ピアノ・リサイタル

イ・ヒア 松野迅 パク・ソンヤ

二・外

vn,pf2

ショパン…即興曲第４番／《幻想即興曲》／ワルツ第10番、ブラームス…ハンガリー舞曲第５番、シューベルト…セレナード 他

397 モーツァルトサロン

6月17日 14:00 フランティシェック・ノボトニーvn＆伊藤ルミpデュオ

フランティシェック・ノボトニー 伊藤ルミ

二

vn,pf

モーツァルト…ヴァイオリン・ソナタ第28番、ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、ラヴェル…ツィガーヌ、サン＝サーンス…ヴァイオリン・ソナタ第１番 他

398 モーツァルトサロン

10月11日 19:00 Quartet Franc第２回演奏会

Quartet France（日比浩一 本吉優子 三木香奈 池村佳子）

四

vn2,va,vc

ドビュッシー…弦楽四重奏曲、モーツァルト…弦楽四重奏曲第22番《プロシャ王第２番》

399 八尾市文化会館プリズムホール（小）

11月24日 19:00 藤井香織fl《やさしく描くフルートとモーツァルト》

藤井香織 藤井裕子

二

fl,pf

モーツァルト…アンダンテK315／ロンドK.Anh184、ピアソラ…タンゴの歴史、ボルン…カルメン幻想曲 他

400 八尾市文化会館プリズムレセプションホール

2月18日 19:00 魅惑の響演～フルート＆ギター・デュオ・コンサート

谷藤英子 日南智之

二

fl,g

ヴィヴァルディ…協奏曲、グルック…精霊の踊り、ヴィラ＝ロボス…ブラジル風のバッハ第５番より「アリア」、イベール…間奏曲 他

401 野洲文化ホール

3月12日 14:00 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

千住真理子 山洞智

二

vn,pf

ベートーヴェン…ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、モンティ…チャールダーシュ、J.S.バッハ…２つのメヌエット 他

402 やまと郡山城ホール（小）

2月26日 14:00 真理子のコンサートPART５

飯田憲司 吉田はるみ 松本真理子 他

アラカルト

sax,pf,mrb

三木稔…マリンバ・スピリチュアル、飯田憲司…ings、中国少数民族曲…歌謡族舞曲、千秋次郎…ポインセチア／祝福 他

403 大和高田文化会館さざんかホール

1月14日 15:00 森川浩恵（箏、十七絃、唄）～新春・箏の奏

森川浩恵 松本太郎 森川訓恵 向島ゆり子

アラカルト

vn,尺八、箏、十七絃

春の海、詩曲一番、賛歌

404 大和高田文化会館さざんかホール

6月24日 15:00 水谷川優子チェロ・リサイタル

水谷川優子 アルバート・ロト マーク・ゴトーニ

二、三

vn,vc,pf

プロコフィエフ…チェロ・ソナタ、ドヴォルザーク…ピアノ三重奏曲第３番、ベートーヴェン…《魔笛》の主題による12の変奏曲

405 山村サロン

4月12日 19:00 ショーロとタンゴの出合い

キース・アンダーウッド 角家道子 弘井俊雄

二

fl2,g

クヴァンツ…二重奏曲、J.S.バッハ…パルティータ、カステルヌオーヴォ＝テデスコ…ソナチネ、ピアソラ…タンゴの歴史 他

406 山村サロン

5月19日 19:00 室内楽の午後

安田明子 安田謙一郎 佐藤祐子

三

vn,vc,pf

ベリオ…セクエンツァ第８、14、別宮貞雄…三重奏曲、ハイドン…ピアノ三重奏曲Hob.XV32、ドビュッシー…ピアノ三重奏曲

407 八幡市文化センター市民ロビー
408 八幡市文化センター市民ロビー

1月20日 19:30 イブニング・ロビー・コンサートVol.15《木管アンサンブル》
10月20日 19:30 イブニング・ロビー・コンサートVol.16

青木奈都恵 福田淳 青山知世 国府利支恵 辻浩二

五

fl,ob,cl,fg,hr

木管五重奏曲、《サウンド・オブ・ミュージック》メドレー、宮崎駿監督アニメ作品より

松本ちひろ 村松裕子

二

fl,pf

宵待草変奏曲、J.S.バッハ…フルートとチェンバロのためのソナタ第１番、フォーレ…コンクール課題曲 他

