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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 OMＥビル・３階ホール ９月 ９日 13 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５５公演】 井上登紀ｆｌ　三瀬麻起子ｖｎ　小野眞優美ｖａ 三重奏 ｆｌ、ｖｎ、ｖａ ●ベートーヴェン・・・セレナードo.p.25

2 青山音楽記念館バロックザール ２月 １３日 15 00 京都 2008年度バロックザール賞受賞記念コンサート《テオフィルス・トリオ》 〔アルバート・ロトｐ マーク・ゴトーニｖｎ 水谷川優子ｖｃ〕 三重奏 p、 vn、 vc
●ショスタコーヴィチ・・・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７番《大公》
●ドヴォルザーク・・・ピアノ三重奏曲第４番《ドゥムキー》

3 青山音楽記念館バロックザール ５月 ２８日 19 00 京都 井出元研一チェロ・リサイタル《進化続ける・団塊のチェリスト》 小澤佳永p 二重奏 ｖc、ｐ
●井出元研一編・・・”シャンパン”（デュポール・エチュード第７番の華麗な「発酵」）●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第６番
●パガニーニ・・・ロッシーニの主題による一弦の変奏曲●ベートーヴェン・・・チェロ・ソナタ第３番
●ヘンデル（カサド編）・・・調子のよい鍛冶屋（無伴奏）

4 青山音楽記念館バロックザール ５月 ３０日 14 00 京都 ダシュン　コントラバス・リサイタル《コントラバスの詩人》 柏木知子p 二重奏 ｃｂ、ｐ ●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第５番●グリーグ・・・チェロ・ソナタop.36

5 青山音楽記念館バロックザール ６月 ６日 14 00 京都 ウェールズ弦楽四重奏団《京都公演》 〔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 ●ヴォルフ・・・イタリアン・セレナード●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１６番●シューマン・・・弦楽四重奏曲第３番

6 青山音楽記念館バロックザール ６月 １２日 15 00 京都 ジェラール・プーレ　ヴァイオリン・リサイタル 川島余里p 二重奏・外 ｖｎ、ｐ ●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１，２番●ラヴェル・・・ツィガーヌ

7 青山音楽記念館バロックザール ６月 １３日 14 00 京都 Trio Rintonareコンサート 〔田村安紗美vn 河野泰幸cl 塩見亮p〕 三重奏 vn、ｃｌ、p ●ベルク…室内協奏曲第２楽章●キュリアー…限界●岡田加津子・・・委嘱作品●ガル・・・三重奏曲op.９７

8 青山音楽記念館バロックザール ７月 １７日 18 00 京都 柴田真由美フルート・リサイタル 水野雅子p 二重奏 fl、ｐ
●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタBWV1031●武満徹・・・エア●モーツァルト・・・フルート・ソナタ第１０番
●クーラウ・・・フルートとピアノのための協奏的大ソナタop.85　他

9 青山音楽記念館バロックザール ７月 １８日 15 00 京都 澤亜樹ヴァイオリン・リサイタル 蓼沼恵美子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューベルト・・・ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第１番●J.Sバッハ・・・シャコンヌ
●ラヴェル・・・ツィガーヌ●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

10 青山音楽記念館バロックザール ７月 １９日 15 00 京都 Duo bel Sogno～Violin Duo Concert 中村公俊　中村仁美（以上ｖｎ） 二重奏 vn２
●シュニトケ・・・２台のヴァイオリンのためのMOZART（Ｋ.4１6dの断片より）
●佐藤敏直・・・天空によせる歌謡～２人のヴァイオリン奏者のために
●プロコフィエフ・・・２台のヴァイオリンのためのソナタop.56 他

11 青山音楽記念館バロックザール ７月 ２５日 14 00 京都 中里美沙フルート・リサイタル 上田明美p 二重奏 fl、ｐ
●C.P.E.　バッハ・・・ハンブルガー・ソナタト長調●ライネッケ・・・フルート・ソナタ《ウンディーネ》
●タファネル・・・《ミニヨン》の主題による大幻想曲　他

12 青山音楽記念館バロックザール ９月 ４日 17 00 京都 木下真希ヴァイオリン・リサイタル 塩見亮p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●ヤナーチェク・・・ヴァイオリン・ソナタ
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》他

13 青山音楽記念館バロックザール ９月 １１日 14 30 京都 ジュゼッペ・ルッソ・ロッシｖａ＆渡辺敬子ｐデュオリサイタル 二重奏
●シューマン・・・おとぎの絵本●ブラームス・・・ヴィオラ・ソナタ第２番（原曲：クラリネット・ソナタ第２番）
●ヒンデミット・・・ヴィオラ・ソナタop.１１-4  他

14 青山音楽記念館バロックザール ９月 １９日 14 30 京都
山村有佳里フルート・ピッコロ・リサイタル
～Souvenir d'Europe

遠藤圭一郎p 二重奏 fl、ｐ
●ベラフロンテ・・・ザ・クレイジー・アクロバット●バルトーク・・・チーク地方による３つの農民歌
●ショッカー・・・リグレッツ＆リゾリューションズ　他

15 青山音楽記念館バロックザール ９月 ２３日 15 00 京都 Trio Concert～音の戯れ 松川朋子ｖｎ　石田聖子ｖｃ　松田みゆきｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》●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１番

16 青山音楽記念館バロックザール １０月 ２日 14 00 京都
SWISS+WEEK 音の出会い
《ショパン生誕２００年記念公演　チェロ・室内楽部門》

松村茜ｐ　マーチス・クプライスｖｃ 二重奏 vc、 p ●ショパン・・・２４の前奏曲／序奏となる華麗なるポロネーズ／チェロ・ソナタ

17 青山音楽記念館バロックザール １０月 ３日 15 00 京都
西谷玲子ｐアンサンブルシリーズVol.5
《笛は踊る～フルート＆ピアノデュオリサイタル》

野津臣貴博ｆｌ 二重奏 ｆｌ、ｐ
●モーツァルト・・・フルート・ソナタ第８番●J.S.バッハ・・・フルートとチェンバロのためのソナタBWV１030
● シューベルト・・・《しぼめる花》の主題による序奏と変奏曲　他

18 青山音楽記念館バロックザール １０月 ３１日 14 00 京都
弦楽五重奏の響き
～元ウィーンフィルチェリスト　アダルベルト・スコッチ氏ｖｃを迎えて

森住憲一vn 木村透vn 前川信幸va 里上直樹vc 五重奏 vn2、va、ｖｃ ●シューベルト・・・弦楽五重奏曲D.956

19 青山音楽記念館バロックザール １２月 ５日 15 00 京都
(財)青山財団助成公演
《滝口悠子ｆｌ・龍村尚美ｐ　Flute&Piano ジョイントコンサートvol..２》

松田みゆきｐ 二重奏 ｆｌ、ｐ２
●ライネッケ・・・フルート・ソナタ《ウンディーネ》●ボルヌ・・・カルメン幻想曲●ラヴェル・・・《鏡》より「道化師の朝の歌」
●リスト・・・巡礼の年第１年《スイス》より「オーベルマンの谷」／巡礼の年第２年《イタリア》より「ペトラルカのソネット１０４番」

20 青山音楽記念館バロックザール １２月 １９日 14 00 京都 (財)青山財団助成公演《PIANO TRIO RECITAL》 依田真宣ｖｎ　内田佳宏ｖｃ　入川舜ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第７番●フォーレ・・・ピアノ三重奏曲●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番

室内楽活動調査２０１０年(平成２２年）



21 秋篠音楽堂 ３月 ５日 19 00 奈良 酒井有彩ピアノ・リサイタル ピオトル・タルホリックｖｎ ズジスワフ・ワピニスキｖｃ 三重奏・外 p、vn、vc ●シューマン・・・献呈（リスト編）／クライスレリアーナ●ラヴェル・・・ラ・ヴァルス●ブラームス・・・ピアノ三重奏曲第１番

22 秋篠音楽堂 ５月 ２日 14 00 奈良 第７回秋篠音楽堂　室内楽フェスタ 清水明ob 福冨博文vn 野村朋亨vc 佐藤明子p 六重奏 ob、vn、ｖｃ、ｐ、sax

●チャイコフスキ・・・ピアノ三重奏曲《ある偉大な芸術家の思い出のために》
●トュレイ・・六重奏曲op.6● フォーレ・・・ピアノ四重奏曲第１番
●サンジュレー・・・２本のサクソフォンとピアノのための二重協奏曲
●マルティヌー・・・フルート、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲　他

23 秋篠音楽堂 ９月 ２６日 14 00 奈良 アテフ・ハリム　ヴァイオリン・リサイタル《フランスの香り》 下山静香p 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●ルクレール・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●ラヴェル・・・ハバネラ
●サン＝サーンス・・・死の舞踏●ドビュッシー・・・月の光　他

24 秋篠音楽堂 １１月 ２６日 19 00 奈良
天満敦子ヴァイオリン・リサイタル２０１０
《ストラディヴァリウスと過ごす秋の１日》

吉武雅子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●BEGIN・・・涙そうそう●シューマン・・・トロイメライ●クライスラー・・・愛の悲しみ
●J.S.バッハ・・・アダージョ●ポルムベスク・・・望郷のバラード　他

25 芦屋市民会館ルナホール ５月 ５日 14 30 兵庫 １st.Dreamコンサート 磨架音（Makaron）  [根垣りのvn 桑原七菜子vn 山口真va 橋本専史vc] 四重奏
●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》
●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏のための《糸杉》（抜粋）
●シューベルト・・・弦楽四重曲《断章》●ボロディン・・弦楽四重奏曲第２番

26 あましんアルカイックホール・ミニ ６月 １９日 14 00 兵庫 くつろぎコンサートシリーズ第１弾《アルカイック・ブラス・クインテット》 五重奏 不詳

27 生駒市中央公民館 １０月 ３１日 14 00 奈良 いこま国際音楽祭　《オープニング　ガラ　コンサート》

韓伽倻ｐ　ニコラス・チュマチェンコｖｎ　ヴォルフガング・マイヤー
ラインホルト・フリードリヒ菊本和昭(以上ｔｐ）
レナーテ・グライス・アーミンｆｌ　ミッシャー・マイヤー 三重奏・外

p、vn、cl
tp、fl、vc

●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第７番より／クラリネットとチェロのための二重奏曲
《ピアノ、クラリネットとチェロのための三重奏曲》より●クライスラー・・・レチタティーヴォとスケルツォ・カプリーソ
●ドビュッー・・・パンの笛●バルトーク・・・田舎風ハンガリアン組曲●ヒンデミット・・・《トランペット・ソナタ》より　他

28 生駒市中央公民館 １１月 ３日 14 00 奈良 いこま国際音楽祭　《ファイナル　コンサート》

韓伽倻ｐ　ニコラス・チュマチェンコｖｎ　ヴォルフガング・マイヤー　キム・ハン　ｃｌ
ラインホルト・フリードリヒ　菊本和昭(以上ｔｐ）
レナーテ・グライス・アーミンｆｌ　ミッシャー・マイヤー
伊東裕(以上ｖｃ）　指揮ー牧野耕也　生駒中学校吹奏楽部

六重奏
p、vn、ｃｌ
ｔｐ２、ｆｌ、ｖｃ２

●ストラヴィンスキー・・・２本のトランペットのためのファンファーレ
●メンデルスゾーン・・・２本のクラリネットとピアノのための小協奏曲第１、２番
●ブッシュ・・・クラリネット、ヴァイオリンとチェロのための《ドイツ舞曲》op.26-3●金南国・・・“生駒”への序奏
●池辺晋一郎・・・《IKOMA》６つの楽器のために(初演)●ハイドン・・・ぺット協奏曲第１楽章
●スパーク・・・クラリネット協奏曲第１楽章　他

29 イシハラホール（閉館） ３月 ２３日 19 00 大阪 ヤヌス弦楽四重奏団＆中埜ユリコｐ 〔ネナド・ダレオレ、ベルンハルト・メッツ（以上ｖｎ）、コンスタンティン・ゼルハイムｖa ヘルベルト・ハイムｖｃ〕 五重奏・外
●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１１番《セリオーソ》●ドヴォルザーク・・・ピアノ四重奏曲第２番ＯＰ.８７
●フランク・・・ピアノ五重奏曲

30 イシハラホール（閉館） ４月 ２５日 15 00 大阪
室内楽シリーズVol.１８《ピアノ、ヴァイオリン、チェロで奏でる室内楽の妙
技》

森下雅子、湊谷亜由美、土井緑(以上p)、玉井菜採vn 河野文昭vc 三重奏 p3、vn、vc
●グリーグ・・・チェロ・ソナタ●シマノフスキ・・・《神話》より「アルトゥーサの泉」
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番　《大公》　他

31 イシハラホール（閉館） ７月 １０日 15 00 大阪
第２回ガスパール・カサド国際チェロ・コンクール in 八王子
第１位入賞記念《マシュー・アーレン　チェロ・リサイタル》

柳谷良輔p 二重奏・外 vc、 p
●フランクール・・・チェロ・ソナタホ長調●ベートーヴェン・・・モーツァルトの歌劇《魔笛》の主題による７つの変奏曲
●ショパン・・・序奏と華麗なるポロネーズ●コダーイ・・・無伴奏チェロ・ソナタ第３楽章●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ
●シューマン・・・アダージョとアレグロ●カサド・・・無伴奏チェロ組曲/緑の悪魔の踊り

32 イシハラホール（閉館） １０月 ２３日 18 00 大阪 中村佳世子ｐ《モーツァルトの夕べ》 井上隆平vn 奥村英樹va 野村朋享vc 三重奏 vn、va、ｖｃ ●モーツァルト・・・《ああ、お母さん聞いてよ》による１２の変奏曲／ピアノ三重奏曲第１、４番／ヴァイオリン・ソナタ第３４番

33 イシハラホール（閉館） １１月 ７日 17 00 大阪 俣野修子ｐ　室内楽シリーズ・楽興の時《第２回　SCHUBERT》 ギオルギ・バブアゼｖｎ　上村昇ｖｃ 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番／ピアノ三重奏曲第２番／アルペジオーネ・ソナタ

34 いずみホール ２月 １７日 19 00 大阪 東京クヮルテット 東京クヮルテット 四重奏 ●ベルク…弦楽四重奏曲●ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第１０番《ハープ》●バルトーク・・・弦楽四重奏曲第１番

35 いずみホール ３月 ８日 11 30 大阪
いずみホールランチタイム・コンサート２００９ Vol.７１
ピアノ・トリオは、主役が３人

大谷玲子vn 林裕vc 岡本麻子p 日下部吉彦（お話） 三重奏 vn、 vc、 p
●ヴィエニャフスキ…華麗なるボロネーズ●カサド・・・愛の言葉●ヒナステラ・・・アルゼンチン舞曲
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番《大公》第１楽章●ドヴォルザーク・・・ピアノ三重奏曲第４番《ドゥムキー》

36 いずみホール ３月 １７日 19 00 大阪 ～須川展也ＳＡＸプロデュース～　星に願いを 内田奈織ｈｐ 奥村愛ｖｎ with ストリングス アラカルト
●C.コリア…スペイン●ピアソラ・・・アディオス・ノニーノ●ハーライン・・・星に願いを
●ホーナー・・・映画《タイタニック》より「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」
●マスカーニ・・・歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》より「間奏曲」　他

37 いずみホール ４月 ２９日 14 00 大阪
魂の旅人シューマン～浪漫と愛の狭間で
《其一、恋の反復と愛の判決～魂の勝利》

上田賀代子 江嶋真有（以上ｐ） 木村直子vn 白木原有子va 木村政雄vc 中村希ob　他 四重奏 ｐ2、vn、va、vc、ob ●シューマン・・・ピアノ四重奏曲op.４７／３つのロマンスop.９４ 他

38 いずみホール ５月 ２１日 19 00 大阪 演連コンサートＯＳＡＫＡ５７《山本美樹子ヴァイオリン・リサイタル》 村田千佳p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》

39 いずみホール ５月 ２５日 19 00 大阪
エマニュエル・パユfl withトレヴァー・ピノックcemb×ジョナサン・マンソンvc
《J.S.バッハ／フルートソナタ・セレクション２０１０》

三重奏・外 fl、vc、cem
●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタBWV１０３0、１０３１，１０３４，１０３５／無伴奏チェロ組曲第１番
●ヘンデル・・・シャコンヌと変奏HWV４３５●テレマン・・・幻想曲TWV４０：１０

40 いずみホール ７月 １６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・ツェギエルスキーｖｎ カジミール・コシュラーチュｖｃ　植田延江va　松田典子ｐ　他 三重奏・外 vn、vc、va、p ●ショパン・・・ピアノ三重奏曲●ブルッフ・・・ヴァイオリンとヴィオラとピアノのための８つの作品　他

41 いずみホール ７月 ３１日 16 30 大阪
関西いのちの電話チャリティコンサート
《小林道夫（p＆フォルテp）・桐山建志vｎジョイントリサイタル》

日下部吉彦（解説＆司会） 二重奏 ｐ、フォルテｐ、ｖｎ ●シューベルト・・・楽興の時/ヴァイオリン・ソナタ●メンデルスゾーン・・・《無言歌集》より/ロンド・カプリチオーソ　他

42 いずみホール ９月 ２５日 18 00 大阪
スティーヴン・ミードeup＆外囿祥一郎eupユーフォニアム　デュオリサイタ
ル

次田心平tub　山田武彦ｐ 二重奏 tub、p ●ソレール(山田武彦編)・・・ファンダンゴ●伊藤康英・・・古典組曲●カサド・・・愛の言葉　他



43 いずみホール ９月 ２９日 19 00 大阪
生誕２００年シューマン２０１０～ロマンの理想を求めて１
《ベートーヴェンを目指して～クリスティアン・ツィメルマンｐ
＆ハーゲン弦楽四重奏団》

[ルーカス・ハーゲンｖｎ　ライナー・シュミットｖｎ　ヴェロニカ・ハーゲンｖa　クレメンス・ハーゲンｖｃ] 五重奏・外 vn2、va、vc
●バツェヴィッチ・・・ピアノ五重奏曲第１番●ヤナーチェク・・・弦楽四重奏曲第１番《クロイツェル・ソナタ》
●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

44 いずみホール １０月 ２日 17 00 大阪 スーパーリコーダーカルテット～こんなリコーダーが聴きたかった！Vol.6 〔藤田隆　北村正彦　秋山滋　松浦孝成(以上bfl)〕 四重奏 bfl4
●テシュナー・・・ばらの香り●マッカーノン・・・ジャズ３景●ワーク(木村知之編)・・・大きな古時計
●トンプソン・・・ジュビリーワルツ●イスラエル民謡・・・ハヴァ・ナギラ●ベックマン・・・ポップ・ステップス
●池上敏・・・４つの本的情景　(新曲初演)●ヴィヴァルディ・・・協奏曲ハ長調　他

45 いずみホール １０月 ９日 18 00 大阪 東口秦之ファゴット・リサイタル 北川恵美p 二重奏
ｆｇ、p ●ヒンデミット・・・ファゴット・ソナタ●カリヴォダ・・・サロン風小品●サン＝サーンス・・・ファゴット・ソナタ

●ユン・イサン・・・ファゴットのためのモノローグ●ブラームス・・・ソナタop.120-1

46 いずみホール １０月 １５日 19 00 大阪
演連コンサートOSAKA59
《青山映道クラリネット＆バスクラリネット・リサイタル》

宮本聖子p 二重奏 cl、ｐ
●ショーソン・・・アンダンテとアレグロ●ゲンツマー・・・ソナタ●ブルグミュラー…二重奏曲
●マルティノ・・・クラリネットのためのセット●ウェーバー・・・協奏的大二重奏曲

47 いずみホール １１月 ５日 19 00 大阪
若き名手の競演で聴くベートーヴェン
《庄司紗矢香vn &　ジャンルカ・カシオーリp》

樫本大進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２、８番、９番《クロイツェル》

48 いずみホール １１月 ９日 19 00 大阪 澤・蓼沼デュオ　with Premium Artist《ヘンシェル弦楽四重奏団を迎えて》
ヘンシェル弦楽四重奏団〔クリストフ・ヘンシェルｖｎ　コンラード・ムックｖｎ　モニカ・ヘンシエルｖa
 マティアス・バイヤー・カルツホイｖｃ〕　澤和樹ｖa  蓼沼恵美子ｐ

五重奏 ｖｎ２、ｖａ２、ｖｃ、p
●ヤナーチェク・・・弦楽四重奏曲第１番《クロイツェル・ソナタ》●ブルッフ・・・弦楽五重奏曲変ホ長調
●ブラームス・・・ピアノ五重奏曲

49 いずみホール １１月 １２日 19 00 大阪 第１回日韓若い絆のクラシック～未来音楽世界の星たち 生熊茜　ホン・ミンス(以上ｐ)　周防亮介　イム・ソヒョン(以上ｖｎ) アラカルト ｐ２、ｖｎ２ 不詳

50 いずみホール １１月 １８日 19 00 大阪
生誕２００年シューマン２０１０～ロマンの理想を求めてⅣ
《晩年の作品「黄昏に抗して」１８４９～５１年／３９～４１歳》

伊藤恵ｐ　加藤知子ｖｎ　宮田大ｖｃ　藤本一子(お話) 三重奏 ｐ、ｖｎ、ｖｃ ●シューマン・・・森の情景／ヴァイオリン・ソナタ第１番／幻想小曲集／ピアノ三重奏曲第３番

51 いずみホール １１月 ２５日 19 00 大阪 グランプリ・コンサート２０１０《モスクワ・クァルテット》
〔アレクサンドル・ツィガンコフ(ドムラ)　ヴァレリー・ザジーギン(バラライカ)
インナ・シェフチェンコ(グースリ＆ｐ)　ラリーナ・ゴトリブｐ〕

四重奏・外
ドムラ、バラライカ
グースリ、ｐ２

●ロッシーニ・・・歌劇《セビリャの理髪師》序曲●サラサーテ・・・カルメン幻想曲●ロシア音楽メドレー　他

52 いずみホール １２月 ９日 19 00 大阪
若き名手の競演で聴くベートーヴェン
《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１番、５番《春》、１０番

53 いずみホール １２月 １２日 16 00 大阪 加古隆「クァルテット」リサイタル 〔加古隆ｐ　相川麻里子ｖｎ　番場かおりｖa　植木昭雄ｖｃ〕 四重奏 ｐ、ｖｎ、ｖa、ｖｃ ●加古隆・・・パリは燃えているか／最後の忠臣蔵／それぞれの海／熊野古道／フローラ　他

54 伊丹アイフォニックホール ６月 ２７日 14 00 大阪
アイフォニック地球音楽シリーズ１５０～夢のアメリカンブラス！
《シカゴ響ブラス・クインテット》

〔クリストファー・マーティン テージ・ラーセン（以上ｔｐ）
デイヴィッド・グリフィンｈｒｎ マイケル・マルケイｔｂ ジーン・ポコーニーtub〕

五重奏・外 tp２、hｒm、tb、tub
●プローグ・・・４つのスケッチ　エヴァルド・・・金管五重奏曲第３番●トーマス・・・ストリート・ソング
●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
●ガーシュウィン・・・歌劇《ポーギーとべス》より

55 逸翁美術館・マグノリアホール ８月 １４日 14 00 大阪 マグノリア　サロンコンサート 虎谷朋子ｆｌ　藤井由美ｐ 二重奏 ｆｌ、ｐ ●ショッカー・・・イン・メモリアム●ドゥミラック・・・中世の小組曲●グルック・・・精霊の踊り　他

56 逸翁美術館・マグノリアホール １０月 ２日 14 00 大阪 マグノリア　サロンコンサート 大町剛vc  宮崎剛p 二重奏 vc、p ●ブロッホ・・・祈り●サン=サーンス・・・白鳥●カザルス・・・鳥の歌　他

57 梅新第一生命ビルディング１階 ９月 ７日 15 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３４公演】 鈴木玲子ｖｎ　上野博孝ｖａ　松村洋介ｃｂ 三重奏 ｖｎ、ｖａ、ｃｂ ●J.S.バッハ・・・トリオ・ソナタト長調●ハイドン・・・トリオ・ソナタニ長調

58 大阪ガスビル・ガスビルホール ９月 ９日 11 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５１公演】
力武千幸　横山恵理（以上ｖｎ）　岩井英樹ｖａ　松隈千代恵ｖｃ
松村洋介ｃｂ　ロイド・タカモトｔｂ　堀内吉昌　中村拓美（以上perc）
中谷葉子（司会）　【３世代で愉しもう!!】

八重奏
vn２、va、vc
cb、tb、perc２

●ルロイ・アンダーソン作品集　他

59
大阪倶楽部4階ホール
《一般財団法人大阪倶楽部》

２月 １５日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club
No.４１鈴木秀美vc“究極の室内楽”

若松夏美 グーヤ・マルティニーニ（以上ｖｎ） 成田寛ｖａ 今野京ｃｂ
ロレンツォ・コッポラｃｌ 村上由紀子ｆｇ ディレーノ・バルディンｈｒｎ

八重奏
ｖｎ２、ｖa、cb
cl、fg、hrn

●ベートーヴェン・・・七重奏曲●シューベルト・・・八重奏曲

60 大阪倶楽部４階ホール ５月 ２４日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club
No.４５《フォルクハルト・シュトイデvn＆三輪郁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》
●R.シュトラウス・・・ヴァイオリン・ソナタ／楽劇《ばらの騎士》より「ワルツ」(プジーホダ編)

61 大阪倶楽部４階ホール ６月 ４日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club Ｓｅｒｉｅｓ
No.４６《シューマンのピアノ・トリオ》

阿部裕之p 久合田緑vn 上村昇vc 三重奏 p、vn、vc ●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１～３番

62 大阪倶楽部４階ホール ７月 ２７日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club
《夏の夜の饗宴２０１０》

安藤史子fl  高山郁子ob  上田希cl  東口泰之fg  村上哲hrn 五重奏 ｆｌ、ob、cl、fg、hrn
●クルークハルト・・・木管五重奏曲●ラヴェル（M.ジョーンズ編）・・・クープランの墓●イベール・・・３つの小品
●アーノルド・・・木管五重奏のための３つの舟乗の歌●バーバー・・・夏の音楽

63 大阪倶楽部４階ホール ９月 ２日 19 00 大阪
KCM Concert Series at Osaka Club Series
No.48《ギオルギ・パブアゼvn》

右近恭子p 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●グリーグ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番
●ヴィエニャフスキ・・・《ファウスト》の主題による華麗なる幻想曲/レジェンデ/華麗なるポロネーズ第２番
●サン=サーンス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

64 大阪倶楽部４階ホール １１月 ８日 19 00 大阪
ＫＣＭ Ｃｏｎｃｅｒｔ Series　at Ｏｓａｋａ Club
No.５０《“チェロ・ソナタの醍醐味”２０１０》

山崎伸子ｖｃ　野平一郎ｐ 二重奏 vc、p ●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第４番●フォーレ・・・チェロ・ソナタ第２番●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ



65 大阪狭山市文化会館SAYAKAホール ６月 １９日 14 00 大阪
ショパン生誕２００年記念
《河合優子p＆ワルシャワ・フィルハーモニー弦楽四重奏団２０１０ツアー》

〔ヤン・レフタクvn　マグダレーナ・スモチンスカvn　マレク・マルチクva　アンジェリカ・ヴァイスvc〕 五重奏・外 vn２、ｖa、vc、p ●ショパン・・・ピアノ協奏曲第１、２番

66 大阪狭山市文化会館SAYAKAホール ５月 １５日 14 00 大阪 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル 山洞智p 日下部吉彦（トーク） 二重奏 ｖｎ、ｐ ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ　他

67 大阪市中央公会堂・大会議室 １２月 １０日 19 00 大阪
「OSAKA光のルネサンス２０１０」オープニング記念コンサート
ウィンナ・ワルツでクリスマス
《アンサンブル・ウィーン～ホーネックとウィーンの仲間たち》

アンサンブル・ウィーン〔ライナー・ホーネックｖｎ　ライムンド・リシ―ｖｎ
ペーター・ゲッツェルｖa  ヨーゼフ・ニーダーハマーｃｂ〕

四重奏・外 ｖｎ２、ｖa、ｃｂ
●モーツァルト・・・歌劇《フィガロの結婚》より●ライナー・・・ワルツ《モーツァルト党》
●シューベルト・・・ウィーンの貴婦人のレントラ―
●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第１，３，５，７番●J.シュトラウスⅡ・・・《こうもり》序曲　他

68 大阪市中央公会堂・中集会室 ３月 １８日 19 00 大阪 ウィハン弦楽四重奏団 結成25周年記念ツアー 久納卓ｐ 四重奏・外 ｐ、ｖn２、va、vc ●ハイドン…弦楽四重奏曲第３８番《冗談》●ーツァルト・・・ピアノ協奏曲第１１番（弦楽四重奏版）　他

69 大阪市中央公会堂・中集会室 ９月 ５日 13 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４公演】 近藤浩志ｖｃ　中井由貴子ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●ショパン・・・チェロ・ソナタ　他

70 大阪市中央公会堂・中集会室 ９月 ７日 14 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽[第３２公演] 野津臣貴博fl 浅川晶子p 二重奏 fl、p ●ベートーヴェン・・・フルート・ソナタ変ロ長調●フンメル・・・フルート・ソナタo.p.50

71 大阪市中央公会堂・中集会室 ９月 １０日 16 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７０公演】
ブルックス・トーンｃｌ　藤原雄一ｈｒｎ　久住雅人ｆｇ　崔文洙
三瀬麻起子(以上ｖｎ）　上野博孝ｖａ　庄司拓ｖｃ　林俊武ｃｂ

八重奏
cl、hrn、fg
vn２　va　vc　cb

●シューベルト・・・八重奏曲Ｄ.８０３

72 大阪市中央公会堂・中集会室 ９月 １０日 19 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７４公演】
田本摂理cl　宇賀神広宣fg  藤原雄一hrn  横山恵理vn
吉田陽子ｖａ　石田聖子ｖｃ　松村洋介ｃｂ　浅川晶子p

八重奏
ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ
ｖｎ、va、vc、cb、p

●F.リース・・・八重奏曲

73 大阪市中央公会堂・中集会室 ９月 １１日 11 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７６公演】 井上登紀fl　石田聖子ｖｃ　原田愛ｐ 三重奏 fl、vc、p ●カプースチン・・・フルート、チェロとピアノのための三重奏曲

74 大阪市中央公会堂・中集会室 ９月 １１日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第８０公演】 佐久間聡一vn　吉田陽子va  石田聖子ｖｃ　原田愛ｐ 四重奏 vn、va、vc、p ●マーラー・・・ピアノ四重奏曲《断章》

75 大阪市中央公会堂・中集会室 １０月 ２３日 18 00 大阪 咲くやこの花芸術祭２０１０《大谷玲子ヴァイオリンコンサート》[公演７] 岡本麻子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●貴志康一・・・竹取物語●シマノフスキ・・・神話
●ヴィエニャフスキ・・・華麗なるポロネーズニ長調/創作主題による変奏曲

76 大阪市中央公会堂・中集会室 １０月 ２４日 12 30 大阪 咲くやこの花芸術祭２０１０《斉藤健寛チェロコンサート》[公演１０] 細見理恵p 二重奏 vc、p
●ピアソラ・・・悪魔のロマンス/天使の死●ラフマニノフ・・・ヴォカリーズ
●アイルランド民謡・・・ロンドンデリーの歌●ポッパー・・・アルバムの一葉　他

77 大阪市役所玄関ホール ９月 ５日 15 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第８公演】 力武千幸ｖｎ　藤井快哉ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ダンブロジア・・・カンツォネッタ　他

78 大阪市役所玄関ホール ９月 ５日 17 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１１公演】 田村真寛ｓａｘ　原田愛ｐ 二重奏 ｓａｘ、ｐ ●パッヘルベル・・・カノン●ボルヌ・・・カルメン幻想曲

79 大阪市役所玄関ホール ９月 ５日 19 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１５公演】 金井信之ｃｌ　村上哲ｈｒｎ　今城朋子　松川明子（以上ｖｎ） 岩井英樹ｖａ　松隈千代恵ｖｃ 六重奏
ｃｌ、ｈｒｎ、ｖｎ２
ｖａ、ｖｃ

●アイアランド・・・六重奏曲

80 大阪市役所玄関ホール ９月 １１日 16 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第８４公演】 登坂理利子ｖｎ　富岡順子ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ラヴェル・・・ツィガーヌ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●バッハ・・・無伴奏パルティ―タより

81 大阪市役所玄関ホール ９月 １１日 14 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第８２公演】 橋本安弘　橋本光弘（以上ｖｎ）　西内泉va  林口眞也ｖｃ　岡田敦子ｐ 五重奏 ｖｎ２、ｖa、vc、p ●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

82 大阪市役所玄関ホール ９月 ８日 19 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４９公演】
吉田陽子　岩井英樹　飛田千寿子　山本知資　五十嵐美果
坂口雅秀　中島悦子　小田拓也　森亜紀子　根来隆臣（以上va)

五重奏 va ●ドヴォルザーク・・・バガテルより●リスト・・・ハンガリー狂詩曲第２番［va五重奏版）　他

83 大阪弁護士会館１階エントランス ９月 ６日 13 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１８公演】 野津臣貴博ｆｌ　増井一友ｇ 二重奏 ｆｌ、ｇ ●デュオーテ・・・イギリス組曲第４番／小さいジャズ　ジナタリ・・・ソナチネ

84 大阪弁護士会館１階エントランス ９月 ８日 12 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４１公演】 長原幸太ｖｎ 佐久間聡一ｖｎ　小野眞優美ｖａ　織田啓嗣ｖｃ 四重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ 不詳

85 大阪弁護士会館１階エントランス ９月 １１日 11 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７５公演】 中西朋子　浅井ゆきこ（以上ｖｎ）　吉田陽子　西内泉（以上va）  松隈千代恵ｖｃ 五重奏 vn2、va2、vc ● モーツァルト・・・弦楽五重奏曲第４番

86 大阪三井物産ビル１階 ９月 １０日 12 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６６公演】 辻井淳　高木美恵子（以上vn）  上野博孝ｖａ 三重奏 ｖｎ２、ｖａ ●イザイ・・・弦楽三重奏団



87 オカムラ大阪ショールーム ９月 ８日 15 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４５公演】 佐久間聡一ｖｎ　織田啓嗣ｖｃ 二重奏 ｖｎ、ｖｃ ●ヘンデル・・・ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ第４番

88 音楽空間ネイヴ １月 １６日 14 00 京都 森下幸路ヴァイオリン・リサイタル　京都公演 川畑陽子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●モーツァルト・・・《羊飼いの娘セリメーヌ》による１２の変奏曲
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》、９番《クロイツェル》　他、

89 加東市やしろ国際学習塾 １月 ２９日 19 00 兵庫 ロンドン交響楽団ブラス・クインテット
〔ナイジェル・ゴム フィリップ・コブ（ｔｐ） デイヴィッド・パイアットｈｍ ダドリー・ブライトｔｂ パトリック・ハリルドｔuｂ〕
指揮―中原由布子　大阪府立大冠高校吹奏部

五重奏・外 tp2、hｒm、tb、tub
●メイナード…ファンファーレ●ロック…国王陛下のサックバットとコルネットのための音楽
●アーノルド…金管五重奏曲●　ゴム編…アンドリュー・ロイド＝ウェーバー・メドレー　他

90 カトリック加古川教会 １月 １１日 15 00 兵庫
ルネッサンスの愛と別れ～イタリアとフランスの多重音楽とディミニューショ
ン

平井満美子s  佐野健二lute  小林洋子bfl 三重奏 s、lute、bfl
●サンドラ＆ラヨレ＆オルティス…ドルチェ・メモワール～甘き思いで●ビンショワ＆アグリコラ…嘆きの中の女性のように
●フェルデロー＆ガナッシュ…涙とともに●ラヨレ…アヴェマリア　他

91 カトリック夙川教会 ７月 ３１日 14 00 兵庫 室内合奏団THE STRINGS 第１回室内楽コンサート《室内楽始めました》 アラカルト ●モーツァルト・・・レクイエム/ディヴェルティメントK.１３７/アダージョとフーガK.５４６

92 カトリック奈良教会 １０月 １日 19 00 奈良 バロック音楽の輝き(第４１回奈良芸術祭参加) 中村洋彦ｂｆｌ　頼田麗gｍｂ　髙田富美org 三重奏 ｂｆｌ、gｍｂ、org
●ヘンデル・・・リコーダー・ソナタハ長調●J.S.バッハ・・・ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタト長調
●テレマン・・・三重奏曲ヘ長調　他

93 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ５日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６公演】 岩井英樹ｖａ　浅川晶子ｐ 二重奏 ｖａ、ｐ ●フランク・ブリッジ作品集●シューマン・・・アダージョとアレグロ

94 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ５日 18 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１３公演】 中西朋子ｖｎ　池田重一ｈｒｎ　岡純子ｐ 三重奏 ｖｎ、ｈｒｎ、ｐ ●ブラームス・・・ホルン３重奏曲

95 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ６日 11 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１６公演】 石田聖子ｖｃ　高木洋子ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●ヴィラ=ロボス・・・黒鳥の歌●サン=サーンス…白鳥●ポッパー・・・演奏会用ポロネーズｏｐ．１４　他

96 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ６日 18 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２４公演】 庄司拓ｖｃ　右近恭子ｐ 二重奏 ｖｃ、ｐ ●フォーレ・・・チェロ・ソナタ第２番／夢のあとに／蝶々／シシリエンヌ

97 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ９日 17 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６０公演】 秋月孝之ｔｐ　仲香織ｐ 二重奏 tp、ｐ ●サン=サーンス・・・変奏曲変ホ短調●シャルリエ・・・コンクールのソロ

98 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ９日 12 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５４公演】 橋本安弘ｖｎ　林口眞也ｖｃ　橋本佳代子ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番

99 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 ９日 14 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５７公演】 佐久間聡一ｖｎ　田中美奈ｖｎ　鈴木華重子ｐ 三重奏 ｖｎ２、ｐ ●モシュコフスキー・・・２本のヴァイオリンとピアノのための組曲

100 カフェ・ド・ラ・ぺ ９月 １１日 15 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽[第８３公演] 中島紗理vc 植永麻美p 二重奏 vc, ｐ ●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第１番

101 カルチャーサロン・アトリエミック ７月 １０日 15 00 兵庫
クラリネット・コントラバスとピアノによるベートーヴェンの散歩道Vol.４
《グランデュオ・シューマン　そして「街のうた」》

西川香代cl  平田昭浩cb  宮本智子p 三重奏 cl、cb、p
●ボッテジーニ・・・クラリネットとコントラバスのための大二重奏曲
●シューマン・・・《子どものためのアルバム》より「メロディ」
●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》

102
川上総合センター
やまぶきホール

１０月 ２４日 15 00 奈良 源流のむら　秋のカンタービレ’１０《アルバート・ロトと仲間たち》 アルバート・ロトｐ　花田和加子　古川仁奈(以上ｖｎ)　岡さおりｖa  水谷川優子ｖｃ　土居原弓子ｆｌ 五重奏 p、vn２、va、ｖｃ、fl
●中田喜直・・・日本の秋の歌～フルートとピアノのための●ショパン・・・序奏と華麗なるポロネーズ
●モーツァルト・・・フルート四重奏曲第１番●シューマン・・・ピアノ五重奏曲　他

103 川西市文化会館みつなかホール ７月 ２５日 14 00 兵庫 池田洋子p＆三浦章広ｖｎ　with　ヴェーラ弦楽四重奏団 [三浦章広vｎ　大林修子ｖｎ　青木篤子va　渡邉辰紀ｖｃ］　吉田秀ｃｂ 五重奏 ｖｎ２、va、vc、cb、p
●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第３番●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第１２番
●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》

104
関西アーバン銀行
心斎橋本店・１階ロビー

１０月 ４日 18 30 大阪 第２６回関西アーバン・イブニングコンサート 後藤龍伸ｖｎ　増永雄記ｖa  高橋宏明ｖｃ　奥田一夫ｃｂ　塩見亮ｐ 五重奏 vn、va、vc、cb、ｐ ●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》　他

105 関電ビルディング１階 ９月 ６日 14 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２０公演】 伊藤寿江ｖｎ　橋本安弘ｖｎ　上野博孝ｖａ　林口眞也ｖｃ 四重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ ●プロコフィエフ・・・弦楽四重奏曲第２番

106 関電ビルディング１階 ９月 ９日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５６公演】 吉田陽子ｖａ　石田聖子ｖｃ　三好哲郎ｃｂ 三重奏 ｖａ、ｖｃ、ｃｂ ●B.ロンベルグ・・・低温トリオ

107 岸和田市立浪切ホール（小） ３月 １３日 18 30 大阪 佐々由佳里ｐ　 シューマンの世界～２０１０春～ アンドレアス・純・ヤンケｖｎ 中島悦子va アドリアン・ヤンケｖｃ 四重奏 vn、va、vc、ｐ ●シューマン・・・《子どもの情景》より／幻想小曲集／ピアノ四重奏曲　他

108 岸和田市立浪切ホール(小) ７月 １７日 14 00 大阪 夏ブラス!!～金管五重奏と打楽器によるコンサート リズム＆ブラス大阪[高木宏之 徳田和希(以上ｔｐ) 永井孝治ｈｒｎ 矢巻正輝ｔｂ 濱地洋伸tub 田中雅之perc] 六重奏 tp2、hrn、tb、tub、perc
●映画《サウンド・オブ・ミュージック》より／美女と野獣／いとしのエリー／イン・ザ・ムード／トなりのトトロ　他
【みんなの持ち寄った楽器で共演】●ラデツキー行進曲　（打楽器持参・日用品で可）



109 京都会館第二ホール １２月 ９日
１
８

30 京都 チェコ・フィル合奏団のクリスマス イージー・ポスピーハルvn　オルガ・イェリンコヴァ―Ｓ アラカルト・外 vm、Ｓ
●ドヴォルザーク・・・わが母の教え給いし歌●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲《四季》より「冬」
●パッヘルベル・・・カノン●ホルスト・・・組曲《惑星》より「木星」
●サン＝サーンス・・・序奏とロンド・カプリチオーソ　他

110 京都コンサートホール（小） １月 ２１日 19 00 京都 フィルハーモニア・カルテット・ベルリン
〔ダニエル・シュタープラヴァｖｎ　クリスティアン・シュターデルマンｖｎ
ナイトハル・レーザva ディートマール・シュワールケｖｃ〕
笠原純子ｐ

五重奏・外 vn2、va、vc、ｐ
●モーツァルト…弦楽四重奏曲第１５番（ハイドン・セット第2番）
●ハイドン・・・弦楽四重奏曲大７７番《皇帝》●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

111 京都コンサートホール(小） １月 ３０日 18 00 京都 竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル 江口玲ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ（全曲）

112 京都コンサートホール(小） ２月 ２７日 14 00 京都 山本修コントラバス・リサイタル 横山幸雄p 二重奏 cb,p ●J.S.バッハ・・・ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第３番●ミシェック・・・ソナタ第１，２番　他

113 京都コンサートホール(小） ３月 １２日 19 00 京都 宮本笑里ヴァイオリン・リサイタル"dream" 浦壁信二ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●宮本笑里・・・dream●カッチーニ・・・アヴェ・マリア●マスネ・・・タイスの瞑想曲　他

114 京都コンサートホール（小） ４月 １２日 19 00 京都
京響コンサートマスター泉原隆志vnと仲間たちによる《ピアノ五重奏の夕
べ》

田村安祐美vn 川本祥子va 金子鈴太郎vc 塩見亮p 五重奏 vn２、va、vc、p ●シューマン・・・ピアノ五重奏曲●ブラームス・・・ピアノ五重奏曲

115 京都コンサートホール（小） ６月 ３日 19 00 京都 石井啓一郎ヴァイオリン・リサイタル 石井啓子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューベルト・・・ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第３番●サティ・・・左と右に見えるもの～眼鏡無しで
●ロージャ・・・北ハンガリーの農民音頭と舞●コダーイ（シゲティ編）・・・組曲《ハーリ・ヤーノシュ》より「間奏曲」
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

116 京都コンサートホール（小） ６月 ２６日 18 00 京都
井上秦信マンドリン・リサイタル《ラファエレ・カラーチェの軌跡
～イタリアマンドリン黄金期巨匠の作品と楽器》

石村隆行（lute モデルノ）　藤井由美p 三重奏 mand、lute、p ●カラーチェ・・・ナポリ狂詩曲/マンドリンとリュートのための大二重奏曲/序曲《ジェノヴァ》　他

117 京都コンサートホール（小） ７月 １７日 14 30 京都 天満敦子ヴァイオリン・リサイタル 吉武雅子p 二重奏 ｖｎ、ｐ ●マスネ・・・タイスの瞑想曲●シューマン・・・トロイメライ●シューベルト・・・アヴェ・マリア　他

118 京都コンサートホール（小） ７月 ２４日 19 00 京都 高木知寿子ワルシャワピアノトリオ　Ensemble in  Kyoto 〔髙木知寿子p  ピオトル・ツェギエルスキーｖｎ　カジミール・コシュラーチュｖｃ〕 三重奏 p、vn、vc ●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番●ピアソラ・・・ブエノスアイレスの秋　他

119 京都コンサートホール（小） ８月 ２１日 14 30 京都 高木知寿子門下生によるConcert Radiance Vol.3～for Piano Trio 田中淳子 千歳宏哉 河合直子（以上ｐ） 福富博文 木村真理子（以上ｖｎ）　野村朋亨ｖｃ 三重奏 ｐ３、ｖｎ２、ｖｃ、
●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》
●コルンゴルト・・・２つのヴァイオリン、チェロ、左手のための組曲　他

120 京都コンサートホール(小） ９月 ８日 19 00 京都 京響コンサートマスター　泉原隆志ヴァイオリン・リサイタル 鈴木慎崇p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●リムスキー＝コルサコフ（ジンバリスト編）・・・歌劇《金鶏》による演奏会用幻想曲
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番
●ショーソン・・・詩曲●Ｒ．シュトラウス・・・ヴァイオリンソナタ

121 京都コンサートホール（小） ９月 １５日 19 00 京都 ヤナーチェク弦楽四重奏団
[ミロシュ・ヴァセクｖｎ　ヴィテツラフ・ザヴァディリクｖn
ヤン・レズニチェクｖa  ブレティスラフ・ヴィビーラルｖｃ]

四重奏・外 ｖn2、ｖa、vc
●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏のための《糸杉》より　／弦楽四重奏曲第８番
●ヤナーチェク・・・弦楽四重奏曲第２番《ないしょの手紙》

122 京都コンサートホール（小） １０月 ６日 19 00 京都 京響メンバーによるアンサンブルの夕べVol.6 アンサンブル ●クーツィール・・・ブラス・シンフォニー　他

123 京都コンサートホール（小） １０月 １４日 19 00 京都
ウィーンからの音楽の贈り物第３回
《フォゥグ・陽子ｐとウィーン・フィルハーモニーのメンバーによる室内楽の
夜》

クリストフ・コンツvn、ロバート・バウエルスタッターva、ヨァゲン・フォゥグvc 四重奏・外 vn、va、ｖｃ、p ●モーツァルト・・・ピアノ四重奏曲第２番●シューマン・・・ピアノ四重奏曲op.47 他

124 京都コンサートホール(小) １０月 １６日 14 00 京都 生誕２００年記念～シューマン２０１０　室内楽の愉しみ 梅原ひまりｖｎ　ギオルギ・バブアゼｖｎ　山本由美子ｖa  林裕ｖｃ　田隅靖子ｐ 四重奏 vn、va、ｖｃ、p ●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番／弦楽四重奏曲第１番／ピアノ四重奏曲op.4７

125 京都コンサートホール(小) １０月 ２２日 19 00 京都
長谷陽子ｐ＆山中雅博ｖｎデュオコンサート
《ピアノとヴァイオリンで綴る我が街京都下鴨》

二重奏 p、vn 【お話とピアノとヴァイオリンと歌による】●プロコフィエフ・・・１２の小品●長谷陽子・・・組曲《京都下鴨》　他

126 京都コンサートホール（小） １０月 ２９日 19 00 京都 川畠成道vnジャパンツアー２０１０－２０１１《１０年目のアヴェ・マリア》 宮本聖子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●グノー・・・アヴェ・マリア●シューベルト・・・アヴェ・マリア

127 京都コンサートホール(小) １１月 １７日 19 00 京都
京都市交響楽団メンバーによる京都ラビッシュアンサンブルVol.８
《フランスの詩情～アンサンブルアンフィニとともに》

アンサンブルアンフィニ〔西尾牧子ｆｌ　松村衣里ｈｐ　高村明代ｖa〕 七重奏 fl、hp、va
●ブラン・・・七重奏曲●ラヴェル(岡田加津子編)・・・序奏とアレグロ／亡き王女のためのパヴァ―ヌ
●ドビュッシー(岡田佳津子編)・・・牧神の午後への前奏曲

128 京都市国際交流会館イベントホール ２月 ２７日 18 00 京都 松下眞一歿後20周年追悼演奏会 大井浩明ｐ 宮本妥子perc 二重奏 p、perc
●松下眞一・・・スペクトラ第１～６番／可測な時間と位相的時間
●クセナキス・・・へるまー記号論的音楽／エヴリアリ／ミスツ　他

129
京都市生涯学習総合センター
アスニ―ホール

２月 ６日 14 00 京都 京響メンバーによる「ブラスアンサンブル」 早坂宏明 菊本和昭(以上ｔｐ) 澤嶋秀昌ｈｒｎ 岡本哲ｔｂ 武貞茂夫ｔuｂ 五重奏 tp2、hｒm、tb、tub
●ズザート・・・《ルネッサンス舞曲集》より●モーツァルト…アヴェ・ヴェルム・コルプス
●D.エリントン・・・イン・ザ・センチメンタルムード

130
京都市生涯学習総合センター
アスニ―ホール

３月 ６日 14 00 京都 ファゴットとオーボエと筝コンサート 呉山平煥ob 仙崎和男fg 福原佐和子（筝）、西側槙里子s 四重奏 ob、ｆｇ、筝、ｓ ●宮城道雄・・・春の海● 中村典子・・・月下芙蓉●日本の歌　他



131
京都市生涯学習総合センター
アスニ―ホール

５月 ２２日 14 00 京都 京響首席奏者たちによる木管五重奏 呉山平煥ob 清水信貴fl 仙崎和男fg 垣本昌芳hrn 鈴木祐子cl 西脇小百合p 五重奏 ob、fl、fg、hrn、cl、p
●ベートーヴェン・・・ピアノと弦楽器のための五重奏曲● プーランク・・・ピアノとオーボエとファゴットのための三重奏曲
● J.シュトラウスⅡ・・・ポルカ《観光列車》／トリッチ・トラッチ・ポルカ●ドヴォルザーク・・・ユモレスク　他

132
京都市生涯学習総合センター
アスニ―ホール

８月 ７日 14 00 京都 京響メンバーによるアンサンブルアンフィニコンサート 西尾牧子ｆｌ　高村明代ｖa　松村衣里ｈｐ 三重奏 ｆｌ、ｖａ、ｈｐ ●モーツァルト・・・歌劇《フィガロの結婚》より「アリア」●ショパン・・・生誕２００年記念名曲集●ケーラー・・・花のワルツ

133 京都市西文化会館ウェスティ ２月 １１日 15 00 京都
新しいまちのステージ　２０１０早春
《ドラマチック・ヘンデル(解説付き)コンサート》

京都バロック楽器アンサンブル アラカルト ●ヘンデルの作品

134 京都府立府民ホールアルティ ２月 ２０日 19 00 京都
船橋美穂ピアノアンサンブルシリーズ
Ｖｏｌ．１０《サウンドプリズム》

榎水枝ｓ 森悠子 谷本華子（以上ｖn） 山本由美子ｖa  野村朋亨vc 長谷川順子cb 五重奏 ｓ、vn2、va、v、cb、ｐ
●シューベルト・・・歌曲《ます》／ピアノ五重奏曲《ます》●マーラー・・・ピアノ四重奏曲断章
●Ｃ．シューマン・・・嵐と風の中を彼は来ました　他

135 京都府立府民ホールアルティ ２月 ２１日 14 00 京都 三彩音（みゃおん）なはじまり～フルートトリオコンサート～ 〔今井しょうこ、藤井皇子、山崎たくじ（以上ｆｌ）〕　東佐千代ｐ 四重奏 ｆｌ３、ｐ ●ヘンデル・・・ソナタト短調●三浦真理・・・想い出は銀の笛　他

136 京都府立府民ホールアルティ ４月 １日 18 30 京都
第２１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２０１０》

ペギー・ブーヴレs クリスチャン・イヴァルディ パスカル・ロジェ（以上P）
ジャン＝ピエール・ヴァレーズ 森悠子（以上vn） ブルーノ・パスキエva  ピエール＝イヴ・アルトーfl  他

アラカルト・外 s、p2、vn2、va、fl
●プーランク…チェロ・ソナタ●ショーソン・・・終わりなき歌●ベルリオーズ・・・イタリアのハロルド
●ゴーサン・・・オジーヴ●サン＝ジョルジュ・・・協奏協奏曲

137 京都府立府民ホールアルティ ７月 ３日 16 00 京都 五重奏の夕べ 戸上眞里　清水醍輝(以上vn）　星野博充va　佐賀義史vc　深尾憲一p 五重奏 vn2、va、vc、p ●エルガー・・・ピアノ五重奏曲●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

138 京都府立府民ホールアルティ ９月 ５日 14 30 京都 堀米ゆず子vn ヴァイオリン・ワークスV パスカル・ドヴァイヨンp 二重奏 ｖｎ、ｐ ●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●細川俊夫・・・委嘱世界初演●フォーレ・・・ロマンス/ヴァイオリン・ソナタ第１番

139 京都府立府民ホールアルティ １０月 ３０日 19 00 京都 京都アルティ弦楽四重奏団第１４回公演 四重奏 ●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏曲第１３番●ベートーヴェン・・・弦楽四重奏曲第８番《ラズモフスキー》

140 京都府立府民ホールアルティ １０月 ３１日 14 30 京都 午後の室内楽１０　シューマン　《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 ●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１、２番

141 京都府立府民ホールアルティ １１月 ３日 14 00 京都 小松亮太トリオ 小松亮太(バンドネオン)　他 三重奏 バンドネオン 不詳

142 京都府立府民ホールアルティ １１月 ２５日 19 00 京都
山本裕樹ヴァイオリン・リサイタル
《ブラームス：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ全集》

〔ウェルナー・ヒンクｖｎ　フーベルト・クロイザマーｖｎ
ハンス・ペーター・オクセンホファーｖa  フリッツ・ドレシャルｖｃ〕

二重奏 fl、ｐ

143 京都府立府民ホールアルティ １２月 ５日 14 00 京都 Duo bel Sogno～Violin Duo Concert Duo bel Sogno〔中村公俊　中村仁美(以上ｖｎ)〕 二重奏 ｖｎ２
●トヴァルドフスキ・・・ポーランド風幻想曲●マルティヌー・・・２つのヴァイオリンのための簡単な練習曲
●ハルヴォルセン・・・ノルウェーの旋律によるコンサート・カプリース●増田真結・・・フルコト(委託初演)
●ロジャー・・・２つのヴァイオリンのためのソナタop.１５

144 京都府立府民ホールアルティ １２月 １１日 14 00 京都 玉井菜採ヴァイオリン・リサイタル 中島由紀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●サン＝サーンス・・・ハバネラ
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン　他

145 京都府立文化博物館・別館ホール ２月 ９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.25
～ロマンチックな室内楽

五重奏 ●クルークハルト・・・木管五重奏曲●エワイゼン・・・エリザベス朝歌曲集●チャイコフスキー・・・弦楽四重奏曲第１番　他

146 京都府立文化博物館・別館ホール １１月 ４日 18 30 京都 ソレイユ・ルヴァン～植野真知子(バロックob)と仲間たち
ジャック＝アントワーヌ・ブレッシュ(ｆｌトラヴェルソ＆ｂｆｌ)
渡邊さとみ(バロックｖｎ)　西谷尚己gamb  村上暁美cemb

アラカルト
fl、トラヴェルソ
ｂｆｌ、バロックｖｎ
gamb、ceｍｂ

●J.S.バッハ・・・トッカータBWV9１4●F.クープラン・・・王宮のコンセール
●モレル・・・トリオによるシャコンヌ●テレマン・・・《食卓の音楽》より四重奏曲　他

147 クリスタ長堀・滝の広場 ９月 ８日 13 00 京都 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４２公演】 野津臣貴博ｆｌ　梅沢和人ｖｎ　上野博孝ｖａ　林口眞也ｖｃ 四重奏 ｆｌ、ｖｎ、ｖａ、ｖｃ ●モーツァルト・・・フルート四重奏曲第１、２番

148 クリスタ長堀・滝の広場 ９月 １０日 15 00 京都 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６９公演】 鈴木玲子　浅井ゆきこ(以上ｖｎ）　吉田陽子ｖａ　松隈千代恵ｖｃ 四重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ ●ラヴェル・・・弦楽四重奏曲

149 京阪神不動産御堂筋ビル１階 ９月 ５日 18 00 京都 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１２公演】 吉田陽子ｖａ　庄司拓ｖｃ　ロイド・タカモトｔｂ 三重奏 ｖａ、ｖｃ、ｔｂ ●パーシケッティ・・・セレナード第６番　他

150 神戸学院大学メモリアルホール ５月 ２２日 15 00 兵庫 鈴木華重ｐ＆田中美奈vn＆金子鈴太郎vc《ベートーヴェン・チクルス１》 三重奏 p、vn、vc ●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第１、２番　他

151 神戸学院大学メモリアルホール １１月 ６日 15 00 兵庫 田中美奈ｖｎ　風呂本佳苗ｐ《デュオの午後》 二重奏 ｖｎ、ｐ ●フルトヴェングラー・・・ピアノ独奏のための３つの小品／ヴァイオリン・ソナタ第１番

152 神戸学院大学メモリアルホール １１月 ２０日 15 00 兵庫 長谷川陽子ｖｃ　三舩優子ｐ《デュオの午後》 二重奏 ｖｃ、ｐ ●バーバー・・・チェロ・ソナタ／遠足●ショパン・・・チェロ・ソナタ　他



153 神戸芸術センター・ショパンホール ９月 ２５日 14 30 兵庫 第１２回サロン・コンサートin神戸 TRIO エミュ[岩崎花保ｆｌ　山本直輝ｖｃ　仁田原祐ｐ] 三重奏 ｆｌ、ｖｃ、ｐ
●プーランク・・・フルート・ソナタ●ホッパー・・・ハンガリー狂詩曲
●ラヴェルラ・・・ラ・ヴァルス●ウェーバー・・・フルートとチェロとピアノのための三重奏曲　他

154
神戸市立北区民センター
すずらんホール

９月 ２５日 16 00 兵庫 神戸国際芸術祭２０１０《ショパン＆シューマン》
アンサンブル・ラロ[アレクサンダー・シトコヴェツキ―ｖｎ
ラズヴァン・ポポヴィッチｖa  へーデンボルク・直樹ｖｃ　ダイアナ・ケトラーｐ]　瀧村依里ｖｎ

五重奏・外 ｖｎ２、ｖa、vc、p
●シューマン・・・アダージョとアレグロ／ヴィオラとピアノのための《おとぎの絵本》より／ピアノ五重奏曲
●ショパン・・・夜想曲第２０番(遺作)(ミルシテイン編)／《２４の前奏曲》より

155 神戸新聞松方ホール ５月 ２２日 15 00 兵庫
マルティヌ弦楽四重奏団＆野山真希ｐ
《シューマン、マルティヌ生誕記念コンサート》

〔ルボミール・ハヴラークvn  イレーナ・ハラジュノヴァvn ヤン・イシャｖａ イトカ・ヴラシャーンコヴァ―vc〕 五重奏・外 vn２、va、vc ●マルティヌー・・・弦楽四重奏曲第７番●シューマン・・・ピアノ五重奏曲●ブラームス・・・ピアノ五重奏曲

156 神戸新聞松方ホール ７月 ２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２０１０　１０ｔｈtour 二重奏 ｖｃ、ｐ
●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第３番●ショスタコーヴィチ・・・春のワルツ／アダージョ
●ショパン・・・チェロ・ソナタ
●シューマン・・・トロイメライ●チェレプリン・・・歌とダンス

157 神戸新聞松方ホール １１月 ２７日 16 00 兵庫
天満敦子ヴァイオリン・リサイタル２０１０
《ストラディヴァリウスと過ごす秋の１日》

吉武雅子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●BEGIN・・・涙そうそう●シューマン・・・トロイメライ●クライスラー・・・愛の悲しみ
●J.S.バッハ・・・アダージョ●ポルムベスク・・・望郷のバラード　他

158 神戸文化ホール（中） １月 ２２日 18 30 兵庫 フィルハーモニア・カルテット・ベルリン
〔ダニエル・シュタープラヴァｖｎ　クリスティアン・シュターデルマンｖｎ
ナイトハル・レーザva　ディートマール・シュワールケｖｃ〕　エヴァ・ポブウォッカｐ

五重奏・外 vn2、va、vc、ｐ ●モーツァルト…弦楽四重奏曲第１５番●シューマン・・・ピアノ五重奏曲●ブラームス…弦楽四重奏曲第３番

159 神戸文化ホール（中） ６月 ５日 14 00 兵庫
女神たちの響宴
《川久保賜紀vn・遠藤真理vc・三浦友理枝pトリオ・コンサート～RAVEL》

三重奏 vn、vc、p ●ラヴェル・・・ピアノ三重奏曲／亡き王女のためのパヴァ―ヌ(p三重奏版)　他

160 神戸文化ホール（中） ７月 １７日 19 00 兵庫 ダニエラ・コッホflリサイタル
指揮ー金昌国
神戸市室内合奏団
西脇千花p

二重奏・外 fl, p
●シューベルト・・・《しぼめる花》の主題による変奏曲●ドホナーニ・・・フルート・ソロのためのパッサカリア
●デュティーユ・・・フルートとピアノのためのソナチネ●C.P.E.バッハ・・・フルート協奏曲ニ短調

161 国立国際美術館地下１階 ９月 ７日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３１公演】 池内修二　三好哲郎(以上ｃｂ） 二重奏 ｃｂ２ ●ボッテシーニ・・・グラン・デュオ・コンチェルタンテ

162 金光教玉水教会　玉水記念館 １０月 ２３日 18 30 大阪 アフター・アワーズ・セッション《ブレーメンの音楽隊》 植田恵子ｆｌ  大島弥州夫oｂ  松原央樹ｃｌ  右近恭子ｐ　高鍋歩(語り)　他 六重奏 fl,　ob、ｃｌ、ｐ ●ティッシュハウザー・・・ブレーメンの音楽隊●テュレイ・・・六重奏曲op.6●フォーレ・・・ドリー組曲

163 ザ・シンフォニーホール ２月 １４日 14 00 大阪
バレンタイン・ガラ～夢の競演
～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・・・《無伴奏チェロ組曲第１番》より「前奏曲」●リスト・・・愛の夢第3番
●千住明…スノーダイヤモンド＜無伴奏バージョン＞
●メンデルスゾーン…ピアノ三重奏曲第１番　他

164 ザ・シンフォニーホール ６月 １３日 14 00 大阪 前橋汀子ヴァイオリン名曲選 イーゴリ・ウリヤシュp 二重奏 ｖｎ、ｐ
●J.S.バッハ・・・G線上のアリア/無伴奏パルティータ第２番より「シャコンヌ」●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》
●ヴィエニャフスキー・・・モスクワの思い出●シマノフスキ・・・アレトゥーザの泉●チャイコフスキー・・・感傷的なワルツ　他

165 ザ・シンフォニーホール ６月 ２９日 19 00 大阪 五嶋龍vnプレゼンツ  アンサンブルDITTOデビューinジャパン 〔リチャード・ヨン ジェ・オニールva  ステファン・ジャッキーヴvn マイケル・ニコラスvc ジ・ヨンp〕 四重奏 va、vn、vc、p
●ヘンデル(ハルヴォルセン編)・・・ヴァイオリンとヴィオラのためのパッサカリア●ブラームス・・・ピアノ四重奏曲第１番
●モリコーネ・・・映画《ニュー・シネマ・パラダイス》より「愛のテーマ」　他

166 ザ・シンフォニーホール ８月 ２９日 15 00 大阪 大改造‼劇的ビフォーアフタースペシャルコンサート《松谷卓ｐ感動の世界》 吉田祥平　小寺里奈（以上ｖｎ）　菊池幹代ｖａ　中村潤ｖｃ 五重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ、p
●松谷卓・・・《大改造‼劇的ビフォーアフター》より／エカテリーナの為の協奏曲／いま、会いにゆきます／のだめラプソディ
●シューマン・・・トロイメライ　ショパンのピアノ曲　他

167 ザ・シンフォニーホール １０月 １６日 14 00 大阪 イツァーク・パールマン　ヴァイオリンリサイタル ロハン・デ・シルヴァp 二重奏・外 vn、p
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第３２番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第９番《クロイツェル》
●ブラームス・・・《F.A.E.ソナタ》第３楽章「スケルツォ」
●シューマン・・・幻想小曲集op.73●ヴァイオリン名曲集（当日ステージ上で発表）

168 ザ・シンフォニーホール １１月 ９日 19 00 大阪 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 二重奏 ｖｎ、ｐ
●チャイコフスキー・・・なつかしい土地の思い出／憂鬱なセレナード●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番

169 ザ・シンフォニーホール １１月 ２０日 18 00 大阪 ウィーン弦楽四重奏団
〔ウェルナー・ヒンクｖｎ　フーベルト・クロイザマーｖｎ
　ハンス・ペーター・オクセンホファーｖa  フリッツ・ドレシャルｖｃ〕

四重奏・外 ｖｎ２、ｖa、vc
●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第７７番《皇帝》●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》

170 ザ・シンフォニーホール １２月 １１日 14 00 大阪 チェコ・フィル合奏団のクリスマス イージー・ポスピーハルvn　オルガ・イェリンコヴァ―Ｓ アラカルト・外 vｎ、Ｓ
●ドヴォルザーク・・・わが母の教え給いし歌●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲《四季》より「冬」
●パッヘルベル・・・カノン●ホルスト・・・組曲《惑星》より「木星」●サン＝サーンス・・・序奏とロンド・カプリチオーソ　他

171 ザ・フェニックスホール １月 ２４日 16 00 大阪 バイバ・スクリデ　ヴァイオリン・リサイタル ラウマ・スクリデｐ 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番●バルトーク・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ
●ドビュッシー・・・版画●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

172 ザ・フェニックスホール ２月 ３日 19 00 大阪
フェニックス・ェヴォリューション・シリーズ５５
「パリからの便りvol４」～クラシックは面白い！～

Duo Kalypso[ミーハ・ロギーナsax 李早恵p] 二重奏・外 sax、p
●ヒンデミット…ヴィオラ・ソナタop１１－４　ムソルグスキー（李早恵編）…組曲●《展覧会の絵》より「古城」
●ラヴェル(ワルター編)・・・ソナチネ●バルトーク（Duo Kalypso編）・・・ピアノのための組曲
●ガーシュイン[Duo Kalypso編]…ラプソディ・イン・ブルー　他

173 ザ・フェニックスホール ３月 ５日 14 00 大阪 ティータイムコンサートシリーズ第７５回 ジャパン・ストリング・クァルテット 〔久保陽子vn 久合田緑vn 菅沼準二ｖa 岩崎洸ｖｃ〕 四重奏 vn2、ｖa、vc、 ●ベートーヴェン…弦楽四重奏曲第５番、１１番《セリオーソ》、１５番

174 ザ・フェニックスホール ３月 ８日 14 00 大阪 Phoenix OSAQA 20１0 受講生修了コンサート　聴いて育てる未来の名門
ジャパン・ストリング・クヮルテット（講師）、
公募で選ばれた若手弦楽四重奏団（公開マスタークラス＆レッスン受講生

四重奏 ●ベートーヴェン…弦楽四重奏曲より



175 ザ・フェニックスホール ３月 １３日 15 00 大阪
アンサンブル・ア・ラ・カルト４６
キアラ・バンキーニvn&アンサンブル４１５
マリア・クリスティーナ・キールｓ

エヴァ・ボーリvn  ペーテル・バルチｖa  ガエターノ・ナジッロ サラ・ベンニーチ（以上ｖｃ） 五重奏・外 vn、va、vc2 ●ボッケリーニ・・・弦楽五重奏曲op２９-６、３１-４／スターバト・マーテル

176 ザ・フェニックスホール ３月 １５日 19 00 大阪
ギオルギ・バブアゼ　ヴァイオリン・リサイタル
～ショスタコーヴィチとグルジアの作曲家たち～

田隅靖子p 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●タクタキシヴィリ・・・ヴァイオリンとピアノのための３つの小品●マチャヴァリアニ・・・ヴァイオリン協奏曲第２楽章/ロマンス
●ツィンツァゼ・・・ポエム●アザラシヴィリ・・・スケルツォと夜想曲●ショスタコーヴィチ・・・ヴァイオリン・ソナタop.134

177 ザ・フェニックスホール ４月 ２０日 19 00 大阪 デュオハヤシ　リサイタル 〔林俊昭vc 林由香子p〕 二重奏 vc、p ●シューマン・・・アダージョとアレグロ／５つの民謡風の小品集●ショパン・・・チェロ・ソナタ／序奏と華麗なポロネーズ　他

178 ザ・フェニックスホール ４月 ２５日 14 00 大阪 田中玲奈P　室内楽リサイタル　《フォーレへの旅》 小林倫子ｖｎ 小峰航一va 磯野正明vc 四重奏 vn、va、vc ●田中玲奈・・・新曲●ラヴェル・・・ピアノ三重奏曲●フォーレ・・・９つの前奏曲／ピアノ四重奏曲第１番

179 ザ・フェニックスホール ５月 ２０日 19 00 大阪 ヴィオラスペース２０１０大阪 今井信子 菅沼準二 店村眞積(以上va) 小栗まち絵vn 野平一郎p 三重奏 va３、 vn、 p
●ホフマイスター・・・二重奏曲ト長調～ヴァイオリンとヴィオラのための●シューマン・・・ヴィオラ・ソナタ第１番／おとぎの絵本
●ベートーヴェン(ターティス編)・・・３つのヴィオラのための三重奏曲ハ長調op.８７　他

180 ザ・フェニックスホール ６月 １０日 19 00 大阪 ICEP２００９モンゴル報告コンサート《五嶋みどりvnと若き演奏家たち》
シニ・シモネンvn　ファイト・ヘルテンシュタインva
ピーター・マイヤーズvc　アヨーシ・バトエルデネ(馬頭琴)　山口容子(司会)

四重奏 vn、ｖa、vc、馬頭琴 ●ボロディン・・・弦楽四重奏曲第２番　他

181 ザ・フェニックスホール ６月 １３日 14 00 大阪 トゥジュール・サクソフォンクァルテット　リサイタル 〔辻本剛志　森下知子　岩本雄太　山添悟(以上sax)〕 四重奏 sax４ ●シュミット・・・サクソフォン四重奏曲　他

182 ザ・フェニックスホール ６月 ２５日 19 00 大阪 井上麻子sax× 藤井快哉p DUOリサイタル２０１０ 二重奏 sax、p
●神本真理・・・委嘱作品●デュクリュック・・・ソナタ嬰ハ長調●フェルドハウス・・・Bille
● 武満徹・・・閉じた眼Ⅱ●ドビュッシー…牧神の午後への前奏曲　他

183 ザ・フェニックスホール ６月 ２６日 14 00 大阪 黒渕昌子ヴィオラ・リサイタル《歌うヴィオラ》 古高晋一p 二重奏 ｖla、ｐ ●ブラームス・・・ヴィオラ・ソナタ第２番●ミヨー・・・ヴィオラ・ソナタ第２番●メンデルスゾーン・・・緑の中へ/ズライカ　他

184 ザ・フェニックスホール ７月 ２日 19 00 大阪 赤松充子ｐと仲間たち～ドイツ・ロマン派アンサンブルの愉しみ 持田洋fl  林裕vc 三重奏 fl、vc、p
●ウェーバー・・・ピアノ、フルートとチェロのための三重奏曲●　シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ
●シューマン・・・３つのロマンスop.94-１、2●メンデルスゾーン・・・ピアノ、フルートとチェロのための３重奏曲第１番　他

185 ザ・フェニックスホール ７月 ３日 17 00 大阪
夏祭なにはなくとも室内楽２０１０　《S.C.H夏の謝肉祭》
～第１夜「Ｃ.Ｈ.に脱帽！」

釈迦郡洋介　大前香奈子　中井由貴子　湊谷亜由美
北中綾子　笹村直子(以上ｐ)　稲庭達　林泉　田辺良子（以上ｖｎ）
植田延江va  近藤浩志ｖｃ　　東口泰之ｆｇ　網干毅(構成＆監修)

五重奏 p６、vn３、va、vc、fg
●ルトスワフスキ・・・パガニーニの主題による変奏曲●ショパン・・・チェロ・ソナタ／ピアノ三重奏曲
●ザレンプスキ・・・ピアノ五重奏曲ト短調
●シマノフスキ・・・仮面劇●タンスマン・・・ファゴットとピアノのための組曲

186 ザ・フェニックスホール ７月 ４日 16 00 大阪 石上真由子ヴァイオリン・リサイタル 船橋美穂p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタ●プーランク・・・ヴァイオリン・ソナタ●ショーソン・・・詩曲
●ジョリヴェ・・・無伴奏ヴァイオリンのための狂詩的組曲

187 ザ・フェニックスホール ７月 ５日 19 00 大阪 アレッサンドロ・カルボナーレ　クラリネット・リサイタル 黒田亜樹p 二重奏・外 ｃｌ、ｐ
●パスクッリ・・・蜂●J.ウィリアムズ・・・シンドラーのリスト●モリコーネ・・・ニュー・シネマ・パラダイス
●サルヴィア・・・ブラームスシレイラ（ブラームス・・・クラリネット・ソナタへ短調によるジャズ変奏）
●ジャンジャン・・・ギズガンドリー●ザッパ・・・ザッパフランク小惑星３８３４　他

188 ザ・フェニックスホール ７月 １２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を迎えて
ピオトル・ツェギエルスキーｖｎ カジミール・コシュラーチュｖｃ　山本亜里 富岡潤子(以上ｐ)
林ゆかりｆｌ 忽那有紀子ob 樋口崇ｃｌ 薮内泉hrn 植田志穂ｆｇ

六重奏・外
vn、vc、p2、
ｆｌ、ob、cl、hrn、fg

●シューマン・・・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●プーランク・・・ピアノ六重奏曲　他

189 ザ・フェニックスホール ７月 １７日 17 00 大阪
夏祭なにはなくとも室内楽２０１０　《S.C.H夏の謝肉祭》
～第２夜「Ｓ.Ｃ.Ｈ.静寂をつらぬく熱き響き」

加納くみ子　長戸みのり　富岡順子　小池泉　椋木裕子（以上ｐ）　世古宗優ｈｒｎ
釋伸司　池川章子　菊本恭子(以上ｖｎ)　竹内晴夫va　日野俊介　池村佳子(以上ｖｃ)　網干毅（構成＆監修）

五重奏
ｐ５、ｈｒn、ｖn３
va、vc2

●R.シューマン・・・アンダンテと変奏曲／おとぎの絵本／ヴァイオリン・ソナタ第２番／ピアノ五重奏曲
●C.シューマン・・・ロベルト・シューマンの主題による変奏曲／ピアノ三重奏曲

190 ザ・フェニックスホール ７月 ２３日 19 00 大阪 室内楽コンサート～モディス…それが紡ぎ出す三弦色の響空間 モディスピアノトリオ[山内美奈p 仁科人美ｖｎ 日野俊介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》●ドヴォルザーク・・・ピアノ三重奏曲第３番

191 ザ・フェニックスホール ８月 ５日 19 00 大阪 渡辺克也オーボエ・リサイタル 蓼沼明美p 二重奏 ob、ｐ
●アギーラ・・・サマー・ソング●ドラニシニコヴァ・・・ポエム●アーノルド・・・ソナチネ
●パスクッリ・・・ドニゼッティの歌劇《ファヴォリータ》の主題による協奏曲●ピエルネ・・・セレナード

192 ザ・フェニックスホール ８月 ２０日 14 00 大阪
ティータイムコンサートシリーズ７７
《Buzz Five 金管アンサンブルの楽しみ》

〔上田仁　小川聡（以上tp） 友田雅美ｈｒｎ　加藤直明ｔｂ 石丸薫恵ｔｕｂ〕 アラカルト ｐ２、ｈｒｎ、ｔｂ、ｔｕｂ
●金澤恵之・・・序曲●ウェッバー（金澤恵之編）・・・《キャッツ》組曲
●ウィルソン（鈴木彩海編）・・・７６本のトロンボーン　他

193 ザ・フェニックスホール ８月 ２９日 19 00 大阪 ラフィ・ベサリアンPデュオリサイタル ラフィ・べサリアンP　勢川ユリｖｎ 二重奏・外 ｐ、ｖｎ
●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●ショパン・・・練習曲第２１番《蝶々》、２２番、２４番《大洋》
●スクリャービン・・・ピアノ・ソナタ第３番
●イザイ・・・ヴァイオリンとピアノのための《哀しき詩曲》●ラヴェル・・・ラ・ヴァルス　他

194 ザ・フェニックスホール ９月 ７日 11 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２８公演】 大森悠ｏｂ　ブルックス・トーンｃｌ　久住雅人ｆｇ　中川美穂ｐ 四重奏 ｏｂ、ｃｌ、ｆｇ、ｐ ●ヴェルディ・・・《椿姫》のファンタジー●モーリス・・・オーボエとファゴットのためのエヴォリューション

195 ザ・フェニックスホール ９月 ８日 13 45 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４３公演】 浅川和宏ｏｂ　池田重一ｈｒｎ　浅川晶子ｐ 三重奏 oｂ、ｈｒｎ、ｐ ●モーツァルト・・・ホルン協奏曲第１番●リーツ・・・演奏会用小品

196 ザ・フェニックスホール ９月 ８日 16 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４６公演】 鈴木玲子ｖｎ　松本浩子ｖａ　庄司拓ｖｃ　林俊武ｃｂ　加藤あや子ｐ 五重奏 ｖｎ、ｖ、ａｖｃ、ｃｂ、ｐ ●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》



197 ザ・フェニックスホール ９月 １３日 19 00 大阪 ヤナーチェク弦楽四重奏団
[ミロシュ・ヴァセクｖｎ　ヴィテツラフ・ザヴァディリクｖn
ヤン・レズニチェクｖa  ブレティスラフ・ヴィビーラルｖｃ]　松田康子ｐ

五重奏・外 ｖn2、ｖa、vc、p ●ショスタコーヴィチ・・・弦楽四重奏曲第８番●ブラームス・・・弦楽四重奏曲第２番／ピアノ五重奏曲

198 ザ・フェニックスホール ９月 ２８日 19 00 大阪
注目アーティストシリーズ４９《アンドレア・グリミネッリ　フルート・リサイタ
ル》

相沢吏江子p 二重奏・外 fl、ｐ
●プーランク・・・フルート・ソナタ●ポップ・・・リゴレットの主題による幻想曲
●モルラッキ・・・ロッシーニの《エジプトのモーゼ》による幻想曲
●フランク・・・フルート・ソナタ（原曲：ヴァイオリン・ソナタ）●ビゼー（ボルヌ編）・・・カルメン幻想曲

199 ザ・フェニックスホール １０月 ３日 14 00 大阪 トリオ　ミンストレル　コンサートツアー２０１０(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●ショパン・・・ピアノ三重奏曲
●ピアソラ・・・アディオス・ノニーノ●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１番

200 ザ・フェニックスホール １１月 ９日 19 00 大阪 林裕チェロ・リサイタル《CELLIST=COMPOSER・COLLECTION》 児嶋一江p 二重奏 ｖc、ｐ
●シューマン・・・民謡風の５つの小品●カサド・・・チェロ・ソナタイ短調（絶版）
●セルヴェ・・・コンサート用小品op.14●ショパン・・・チェロ・ソナタ

201 ザ・フェニックスホール １１月 １２日 19 00 大阪 松村英臣p 二重奏 vn、p
●コレッリ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１２番《ラ・フォリア》●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第４番
●武満徹・・・妖精の距離●グリーグ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

202 ザ・フェニックスホール １２月 ２日 19 00 大阪 木曜日はもっとショパンを！【第２夜】室内楽作品
土井緑　髙木知寿子(以上ｐ)　稲庭達　日比浩一　馬渕清香(以上ｖｎ)　中島悦子　ｖa  近藤浩志　日野俊介(以
上ｖｃ)

五重奏 ｐ２、ｖｎ３、ｖa、ｖｃ２ ●ショパン・・・ワルツ第１番《華麗なる第円舞曲》　／バラード第３番／ピアノ三重奏曲／ピアノ協奏曲第１番（ｐ五重奏版）

203 ザ・フェニックスホール １２月 ８日 19 00 大阪
注目アーティストシリーズ５０
《アントニオ・メネセスｖｃ＆メナヘム・プレスラーｐデュオリサイタル》

二重奏 ｖｃ、ｐ
●J.S.バッハ・・・チェロ・ソナタ第２番(原曲：ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第２番)／無伴奏チェロ組曲第３番
●ベートーヴェン・・・ピアノ・ソナタ第３１番／チェロ・ソナタ第３番

204 ザ・フェニックスホール １２月 １３日 19 00 大阪
創立１５周年記念　冬のチェンバロ音楽祭２０１０
《玉井菜採ｖｎ＆ルドヴィート・カンタｖｃデュオリサイタル》

二重奏 ｖｎ、ｖｃ
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２番／無伴奏チェロ組曲第３番
●マルティヌー・・・ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲●コダーイ・・・ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲

205 サロン・ドゥ・アヴェンヌ １２月 ２４日 20 00 大阪 JSO主催アヴェンヌサロンライブ《岩渕晴子ｖｎ＆有馬みどりｐ》 二重奏 ｖｎ、ｐ 不詳

206 サンケイホールブリーゼ １２月 ２７日 19 00 大阪
趙静vc リサイタル　with speical guest 熊谷和徳(タップダンス）
《大阪公演》

ラウマ・スクリデp 二重奏・外 ｖｃ、ｐ
●J.S　バッハ・・・チェロ・ソナタ第３番●ストラヴィンスキー・・・《イタリア組曲》より「前奏曲」
●ペンデレツキ・・・ジークフリート・パルムのためのカプリッチョ●R.シュトラウス・・・さびしい泉のほとり
●ピアソラ・・・グラン・タンゴ●ラフマニノフ・・・チェロ・ソナタ

207
シーサイドホテル舞子ビラ
神戸あじさいホール

９月 ２６日 14 00 兵庫 神戸国際芸術祭２０１０《ショパン＆シューマン》
アンサンブル・ラロ[アレクサンダー・シトコヴェツキ―ｖｎ　ラズヴァン・ポポヴィッチｖa
へーデンボルク・直樹ｖｃ　ダイアナ・ケトラーｐ]

四重奏・外 ｖｎ、ｖa、vc、p
●ショパン・・・練習曲第７番(グラズノフ編)／ポロネーズ第７番《幻想》
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番／ピアノ四重奏曲op.4７

208 しがぎん経済文化センター ３月 ３０日 19 00 滋賀
しがぎんホールプレミアム５ Vol.５　スーパー４（２ピアノ×２パーカッショ
ン）

児島一江 稲垣聡（以上ｐ） 中谷満 宮本妥子（以上perc） 四重奏 p2、 perc2
●バルトーク・・・２台のピアノと打楽器のためのソナタ●岡田和津子・・・クルブ・クワトロ～ピアノ１台と打楽器のために～
●ラヴェル・・・ラ・ヴァルス●山口恭範・・・ＣＯＮＵＮＤＲＵＭ for Ｔoｗ　他

209 しがぎん経済文化センター ７月 １４日 19 00 滋賀
しがぎんホールスペシャルコンサートシリーズ２０１０－２０１１
《バーバーの知られざる世界１木管五重奏》

アンサンブル「ＨＵＥ」[若林かをりｆｌ　宮村和宏ob　世古宗優ｈrn　桑原正善ｆｇ　白子正樹ｃｌ] 五重奏 fl、ob、hrn、fg、cl
●バーバー…夏の音楽●カーター・・・木管五重奏曲●ロジャース・・・《サウンド・オブ・ミュージック》より
●ガーシュウィン・・・歌劇《ポーギーとべス》より●ピアソラ・・・タンゴ組曲　他

210 しがぎん経済文化センター １０月 ３日 15 00 滋賀
バーバーの知られざる世界②弦楽四重奏《大阪フィルハーモニーメン
バー》

〔佐久間聡一ｖｎ　松川明子ｖｎ　吉田陽子ｖa　石田聖子ｖｃ〕 四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ
●バーバー・・・弦楽のためのセレナード／弦楽四重奏曲第１番
●武満徹・・・ア・ウェイ・ア・ローン●シューマン・・・弦楽四重奏曲第１番

211 しがぎん経済文化センター １２月 ４日 15 00 滋賀
しがぎんホールスペシャルコンサートシリーズ
《魅惑の黄金色～サクソフォン四重奏》

ミ・ベモルサクソフォンカルテット〔岩田端和子　前田幸弘　陣内亜紀子　佐々田剛(以上sax）〕 四重奏 sax４
●ショルティーノ・・・異教徒の踊り●リヴィエ・・・クラーブとプレスト●長生淳・・・《惑星》より「彗星」
●ピエルネ・・・民謡風ロンドの主題による序奏と変奏
●ロジャーズ・・・ミュージカル《サウンド・オブ・ミュージック》より「私のお気に入り」　他

212 しが県民芸術創造館 ３月 ２８日 15 00 滋賀 びわこミュージックハーベスト室内楽演奏会 玉井菜採ｖｎ 安藤裕子ｖa 河野文昭ｖｃ 野田清隆ｐ　他 五重奏 vn、va、vc、p ●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》　他

213 書写山圓教寺 １０月 ９日 15 00 兵庫 姫路国際音楽祭　Le Pont 20１0 《野外コンサート》 ジルベール・オダン(バソン)　ナタリア・ロメイコｖｎ　アミハイ・グロスｖa 　アレクサンダー・チャウシャンｖｃ 四重奏・外 ｖｎ、va、vc、p ●ドゥヴィエンヌ・・・ファゴット四重奏曲●ドヴォルザーク・・・弦楽五重奏曲第２番●モーツァルト・・・ディヴェルティメントＫ．５６３

214 スイスホテル南海大阪・６階ロビー ９月 ６日 19 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２５公演】 小野眞優美ｖａ　松村洋介ｃｂ 二重奏 ｖａ、ｃｂ ●ディッタースドルフ・・・ヴィオラとコントラバスのためのソナタ

215 スイスホテル南海大阪・６階ロビー ９月 ７日 12 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２９公演】 松川朋子ｖｎ　石田聖子ｖｃ　松田みゆきｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●メンデルスゾーン・・・ピアノ三重奏曲第１番

216 吹田市文化会館メイシアター(小) １０月 ９日 15 00 大阪
アラウンド・ザ・ワールドinクラシック
～室内楽で世界めぐり《モーツァルトが愛した音と響きの美しさ》

高田泰治(フォルテｐ)　延原武春ob 二重奏 フォルテp、ob 不詳

217 吹田市文化会館メイシアター(小) １２月 １１日 15 00 大阪
アラウンド・ザ・ワールドinクラシック
～室内楽で世界めぐり《大作曲家が遺したトランペットの響き》

上田仁tp 大堀晴津子p 二重奏 tp、ｐ
●オネゲル・・・イントラーダ●グラズノフ・・・アルバムブラット●サン＝サーンス・・・幻想曲
●バーク・・・マジック・トランペット●ピアソラ・・・リベルタンゴ　他

218
スターバックスコーヒー
御堂筋本町東芝ビル店

９月 １１日 14 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第８１公演】 鈴木玲子vn  川元靖子va 二重奏 vn、va ●ヘンデル・・・シャコンヌ●プレイエル・・・３つの二重奏曲op.69-１



219
スターバックスコーヒー
淀屋橋odona店

９月 ５日 12 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３公演】 井上登紀ｆｌ　高木美恵子ｖｎ 二重奏 ｆｌ、ｖｎ ●テレマン・・・《６つのソナタ》より　他

220 すばるホール １０月 ３０日 18 30 大阪 磯絵里子ヴァイオリン・リサイタル《ヴァイオリンへのプロローグ》 浦壁信二p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・プニャーニのスタイルによるメヌエット/愛の喜び/愛の悲しみ●ポルディーニ（クライスラー編）・・・踊る人形
●ショパン（ミルシテイン編）・・・夜想曲第２０番（遺作）●フランク・・・ヴァイオリン・ソナタ　他

221 善照寺 １１月 ７日 17 30 兵庫
西宮船坂ビエンナーレ２０１０～つながる
《スウェーデン古楽デュオ「En.d.e」演奏会》

カタリーナ・ヴィデルｂｆｌ　パトリック・カールソンlute 二重奏 bfl、lute 不詳

222 千里阪急ホテルクリスタルチャペル ３月 １１日 19 30 大阪
アーリーミュージックカンパニー・クリスタルチャペルコンサート２０１０
since１９９５　第１１４回愛すべきイギリスの旋律たち

平井満美子s 奥田直美bfｌ 佐野健二lute 三重奏 s、 bfl、 lute ●イングリシュ・リュートソングとリコーダー・ソナタ

223 相愛学園本町講堂 ９月 ５日 14 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７公演】 田中美奈ｖｎ　田中麻貴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

224 相愛学園本町講堂 ９月 ５日 16 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１０公演】 今城朋子ｖｎ 石田聖子ｖｃ 林直美ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●ショパン・・・ピアノ三重奏曲

225 相愛学園本町講堂 ９月 ６日 17 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２３公演】 小林亜希子ｖｎ　林典子ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

226 相愛学園本町講堂 ９月 ８日 16 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４７公演】 田本摂理ｃｌ　松隈千代恵ｖｃ　水垣直子ｐ 三重奏 ｃｌ、ｖｃ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》●ツェムリンスキー・・・クラリネット、チェロとピアノのための三重奏曲

227 相愛学園本町講堂 ９月 ９日 18 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６１公演】 榎田雅祥ｆｌ　谷本華子ｖｎ　吉竹百合子cemb 三重奏 ｆｌ、ｖｎ、ｃｅｍｂ ●ラモー・・・コンセール第５番●オットテール・・・トリオ・ソナタ　他

228 相愛学園本町講堂 ９月 ７日 16 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽[第３５公演] 見渡風雅vn 真壁泰江p 二重奏 ｖｎ、ｐ ●モーツァルト・・・ヴァイオリン協奏曲第３番●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン

229 高槻現代劇場 １月 ３１日 15 00 大阪 ロンドン交響楽団ブラス・クインテット
〔ナイジェル・ゴム フィリップ・コブ（以上ｔｐ） デイヴィッド・パイアットｈｍ
ダドリー・ブライトｔｂ パトリック・ハリルドｔuｂ〕
指揮ー中原由布子　大阪府立大冠高校吹奏部

五重奏・外 tp2、hｒm、tb、tub 不詳

230 高槻現代劇場(中) １２月 ２４日 14 00 大阪
小形美香子ｐ＆ポール・ヴブラニィエツｃｌ　ソロ＆デュオリサイタル
～ニューヨークから心をこめて

二重奏 ｐ、ｃｌ、
●サン=サーンス・・・クラリネット・ソナタ●シューマン・・・アベッグ変奏曲
●ショパン・・・スケルツォ第１番●フランセ・・・主題と変奏　他

231 宝塚ベガホール ２月 １日 19 00 兵庫 ハイブリッド・トロンボーン四重奏団 〔呉信一、岡本哲、新田幹男、小西元司(以上ｔｂ)〕 四重奏 ｔｂ4
●ハイドン…オラトリオ《天地創造》より「大いなる偉業が成し遂げられた」●ボザ…４本のトロンボーンのための３つの小品
●ネリベル…４本のトロンボーンのための６つの小品
●メンデルスゾーン(小西元司編）…劇音楽《真夏の世の夢》より「夜想曲」　他

232 宝塚ベガホール ３月 ６日 14 00 兵庫 宮本笑里ヴァイオリン・リサイタル 浦壁信二ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●服部隆之・・・Les enfanｔs de la Ｔerre～地球のこどもたち～●宮本笑里・・・dream
●カッチーニ・・・アヴェ・マリア●マスネ・・・タイスの瞑想曲　他

233 宝塚ベガホール ５月 ２２日 14 00 兵庫 景山誠治ヴァイオリン・リサイタル《ボヘミア音楽の午後》 三木香代p 二重奏 ｖｎ、ｐ

●ドヴォルザーク・・・ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ/ユモレスク●ヤナーチェク・・・ヴァイオリン・ソナタ
●スメタナ・・・ヴァイオリンとピアノのための２つの小品《わが故郷より》
●景山伸夫・・・日本民謡によるヴァイオリンとピアノのための《ヴァリアンス》
●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲　他

234 宝塚ベガホール ８月 １３日 17 00 兵庫
宮川彬良（作編曲＆ｐ＆音楽監督）とアンサンブル・ベガ
～ポップス＆クラシックスＶｏｌ.１６

〔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

不詳

235 宝塚ベガホール １０月 １７日 14 00 兵庫 伊豆島真穂フルート・リサイタル 内藤雪子p 二重奏 fl、p
●ムーケ・・・ソナタ《パンの笛》●メシアン・・・黒つぐみ
●J.S.バッハ・・・無伴奏フルート・パルティータBW1013●ボルン・・・カルメンによる華麗な幻想曲

236 豊中市役所第2庁舎 ３月 ３１日 12 00 大阪 オーケストラの日　ロビーコンサート ザ・カレッジオペラ管弦楽団の弦楽アンサンブル 木管アンサンブル アラカルト 不詳

237 ドルチェ・アーティストサロン ３月 ５日 19 00 大阪 アフター・アワーズ・セッション「２０世紀の室内楽Ｖｏｌ.３」 〔植田恵子ｆｌ 大島弥州夫oｂ 松原央樹ｃｌ 国府利支恵ｆｇ ギオルギ・バブアゼｖｎ三木香奈ｖa 南出信一ｃｂ〕 七重奏
fl、ob、cl、fg
vn、va、cb

●トマジ…田園のコンセール●ヴィラ＝ロボス…ブラジル風バッハ第６番
●マルティヌー・・・３つのマドリガル●フランセ・・・木管四重奏曲●プロコフィエフ・・・五重奏曲

238 ドルチェ・アーティストサロン ３月 ２２日 15 00 大阪
「複雑性と単純性の狭間で　the Y axis」
宮村和宏オーボエ・リサイタル（大阪公演）

及川夕美 ｐ 片岡詩乃ｈｐ 二重奏 ｐ、ｈｐ、cb
●グレッグソン・・・オーボエ・ソナタ●バートウィッスル・・・遮られた無限の旋律
●ゴーブ・・・自由●田村文生・・・委嘱作品（初演）　他

239 ドルチェ・アーティストサロン ５月 ７日 19 00 大阪
Opera Fantasy～フルート２本・ピアノによる
オペラ・アリア集オンパレード～(大阪公演）

ジョゼッペ・ノヴァ　大嶋義実(以上fl) 船橋美穂ｐ 三重奏 fl２、ｐ

●ドップラー・・・《夢遊病の女》アデリーナ・パッティの思い出によるパラフレーズ
●ジュナン・・・《椿姫》による幻想曲ン
●ユグー・・・《仮面舞踏会》による協奏的大幻想曲●モーツァルト・・・歌劇《魔笛》のアリアによるデュオより
●ボルヌ・・・カルメン幻想曲　他

240 ドルチェ・アーティストサロン ５月 ２９日 15 00 大阪 宮村和宏ob CD発売記念リサイタル（大阪公演） 碓井俊樹p 二重奏 ob、ｐ
●サン＝サーンス・・・白鳥/オーボエ・ソナタ●ビゼー（小林弘人編）・・・カルメン幻想曲
●山里佐和子編・・・シューベルト・ファンタジー●ピアソラ（磯田健一郎編）・・・タンゴの歴史



241 ドルチェ・アーティストサロン ５月 ３０日 16 00 大阪 城石賢明オーボエ一人会 中山和子p 二重奏 ob. P
●J.S.バッハ・・・カンタータ第１５６番より「シンフォニア」/オーボエダモーレ協奏曲BWV1055
●門田展弥・・・オーボエ・バロック
●Ｒ.シュトラウス・・・オーボエ協奏曲●笠松泰洋・・・オーボエ・ソナタ第１番

242 ドルチェ・アーティストサロン ７月 ５日 19 00 大阪 吉川武典トロンボーン・リサイタル《大阪公演》 三輪郁p 二重奏 tb、ｐ
●ヘンデル・・・協奏曲変ロ長調●アッペルモント・・・カラーズ●シュレック・・・ソナタ《天使ガブリエリの声》
●ドヴァリオナス・・・主題と変奏●高橋圭子・・・トロンボーンとピアノのための《ソナタ》（委嘱作品）

243 ドルチェ・アーティストサロン ８月 ６日 19 00 大阪 パリからの風～フレンチオーボエ＆ピアノデュオの夕べ 坂川奈緒子ob　中本陽子ｐ 二重奏 ob、p
●ビッチ・・・１７世紀の主題によるフランス組曲●マスネ・・・タイスの瞑想曲
●ラヴェル・・・《鏡》より「道化師の朝の歌」
●ドビュッシー・・・美しい夕べ●サン=サーンス・・・オーボエ・ソナタ　他

244 ドルチェ・アーティストサロン ８月 ３０日 19 00 大阪 ジョイントコンサート ハイノーブル・カルテット[高森真貴子ｖｎ　岡本千英子ｖｎ　白木原有子ｖａ　柳瀬史佳ｖｃ]　鈴木祐子ｃｌ 五重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ、ｃｌ
●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第１７番●ドヴォルザーク・・・弦楽四重奏曲第１０番
●ブラームス・・・クラリネット五重奏曲

245 ドルチェ・アーティストサロン ９月 １５日 19 00 大阪 エドゥアルド・ブルンナーｃｌ＆仲田眞弓ｃｌ《クラリネット～心の音》 大井美佳ｐ　塩崎絵里ｃｌ 二重奏 ｐ、ｃｌ
●ショーソン・・・アンダンテとアレグロ●ベルク・・・４つの小品●細川俊夫・・・エディ(E.ブルンナー氏に捧ぐ)
●イサン・ユン・・・ピり●クロンマー・・・２本のからクラリネットのための協奏曲　他

246 ドルチェ・アーティストサロン ９月 ２４日 19 00 大阪 村井祐児cl演奏会《クラリネット小品集～アンコール曲を考える》 浜田絵梨p 二重奏 cl、ｐ 不詳

247 ドルチェ・アーティストサロン １０月 ９日 18 30 大阪 田端直美sax＆陣内亜紀子sax デュオ・コンサート 大島忠則ｐ 三重奏 sax2、ｐ ●ロベール・・・リズム・リリークス●オルモス・・・コンチェルティーノ●フォーレ・・・三重奏曲

248 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ３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.2 古津智子ｐ 三重奏 ｆｌ２、ｐ
●ジュナン・・・グラン・デュオ・コンチェルタント●ライネッケ・・・フルート・ソナタ《ウンディーネ》
●シューベルト・・・《しぼめる花》の主題による序奏と変奏　他

249 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ２１日 15 00 大阪 瓦田成美　谷原いずみ　西川一也（以上fl) 三重奏 fl３ ●クーラウ・・・三重奏曲op.86-1●高橋曜子・・・きゆら（２０１０年版）●カステレード・・・笛吹きたちの休日　他

250 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ２７日 19 00 大阪 Ｘ〔iksa〕(イクサ)  Ｌｉｖｅ　ｉｎ　Ｏsaka Ｘ[iksa]〔辺見康孝ｖｎ＆ｖa　松村多嘉代ｈｐ〕　多久潤一朗ｆｌ 三重奏 ｖｎ、ｖa、ｈｐ、ｆｌ ●武満徹・・・そして、それが風であることを知った●ドビュッシー・・・ソナタ●ドナトーニ・・・スモールⅡ　他

251 ドルチェ・アーティストサロン １１月 ２８日 18 00 大阪
Les tresors de la musique Ｆｒａｎｓａｉｓｅ
《フルートとハープによる艶やかな宴
月夜に輝くフランス近代のエスプリ》

市川智子ｆｌ　松村衣里ｈｐ 二重奏 ｆｌ、ｈp
●ドビュッシー・・・月の光／ビリティス●フランセ・・・５つの小さなデュエット
●サティ(武満徹編)・・・《星たちの息子》より第１幕への前奏曲「天職」
●ジョリヴェ・・・アルト・フルートのための《呪文》～像が象徴となるために　他

252 ドルチェ・アーティストサロン １２月 ６日 19 00 大阪 ライネッケ没後１００周年に寄せて 村上哲ｈｒｎ　高山郁子ob　児島一江ｐ 三重奏 ｈｒｎ、ob、p
●ライネッケ・・・オーボエ、ホルンとピアノのための三重奏曲op.１８８／
　ホルンとピアノのための夜想曲op.１１２　R.カーン・・・セレナードop.７３
●R.シューマン・・・主題と変奏変ホ長調

253 ドルチェ・アーティストサロン １２月 １９日 16 30 大阪 今井亨フルート・リサイタル（大阪公演） 青山政憲p　他 二重奏 fl、ｐ
●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタBWV1035●タファネル・・・ウェーバーの歌劇《魔弾の射手》の主題による幻想曲
●青山政憲・・・ファンタジー　他

254 長岡京記念文化会館 １０月 ２９日 19 00 京都 長岡京室内アンサンブルメンバーによる～室内楽の夕べ 森悠子　佐藤一紀(以上ｖｎ)　中田美穂ｖa  山口真由美ｖｃ　石川徹ｃｂ　船橋美穂ｐ 五重奏 vn2、va、vc、ob、ｐ ●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》●ドヴォルザーク・・・弦楽五重奏曲第２番

255 中之島セントラルタワー１階 ９月 ６日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１９公演】 近藤緑　山本彰（以上ｖｎ）　今尾淑代ｈｐ 三重奏 ｖｎ２、ｈｐ ●エルガー・・・愛の挨拶●Ｊ.Ｓバッハ・・・ガヴォット●モンティ・・・チャールダーシュ●マスネ・・・タイスの瞑想曲　他

256 中之島ダイビル１階 ９月 ６日 16 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２２公演】
田中美奈　中西朋子（以上ｖｎ）　西内泉ｖａ　林口眞也ｖｃ　三好哲郎ｃｂ
西川香代ｃｌ　宇賀神広宣ｆｇ　西内宝幸ｈｒｎ

八重奏
ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ
ｃｂ、ｃｌ、ｆｇ、ｈｒｎ

●シューベルト・・・八重奏曲

257 中之島ダイビル１階 ９月 ７日 13 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３０公演】 佐久間聡一ｖｎ　浅井ゆきこｖｎ　岩井英樹ｖａ　松隈千代恵ｖｃ 四重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ ●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１９番《不協和音》

258 中之島ダイビル１階 ９月 ７日 11 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第２７公演】 崔文洙　高木美恵子(以上ｖｎ）　吉田陽子ｖａ　松隈千代恵ｖｃ　三好哲郎ｃｂ 五重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ、ｃｂ ●ロッシーニ・・・弦楽のためのソナタ第３番●ドヴォルザーク・・・ワルツｏｐ.５４

259 中之島ダイビル１階 ９月 ７日 15 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３３公演】
大フィル・チェロアンサンブル[石田聖子　織田啓嗣　近藤浩志　庄司拓　田中賢治
林口眞也　松隈千代恵  足立成礼(以上ｖｃ)]

八重奏 ｖｃ８ ●クレンゲル・・・賛歌●カザルス・・・東方の三賢人●ヴィラ＝ロボス・・・ブラジル風バッハ第１番第１楽章

260 中之島ダイビル１階 ９月 ８日 17 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４８公演】 宇賀神広宣　久住雅人　熊谷将弘　中原正行(以上ｆｇ)　堀内吉昌perc 五重奏 fg４、perc ●シューマン・・・トロイメライ●ショパン・・・ワルツ第６番《小犬》　他

261 中之島ダイビル１階 ９月 ９日 11 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５３公演】 崔文洙　田中美奈（以上ｖｎ）　上野博孝　松本浩子（以上ｖａ）　近藤浩志　   石田聖子（以上ｖｃ） 六重奏 ｖｎ２、ｖａ２、ｖｃ２ ●ブラームス・・・六重奏曲第１番

262 中之島ダイビル１階 ９月 １０日 18 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７２公演】 中西朋子　三瀬麻起子（以上ｖｎ）　大森悠ｏｂ  上野博孝va  林口眞也ｖｃ 五重奏 vn2、ob、va、vc ●プレイエル・・・五重奏曲



263 中之島ダイビル１階 ９月 １０日 13 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６７公演】 篠﨑孝　末岡希和子（以上ｔｐ）　小坂智美ｈｒｎ　久岡裕美ｔｂ　川浪浩一ｔｕｂ　中村拓美perc 六重奏
ｔｐ２、ｈｒｎ、ｔｂ
ｔub、perc

●ネイグル・・・ジャイブ・フォー・ファイブ　黒人霊歌・・・聖者の行進

264 中之島ダイビル１階 ９月 １１日 13 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７９公演】 力武千幸　横山恵理（以上ｖｎ）　松村洋介cb 三重奏 ｖn２、ｃｂ ●ヴィヴァルディ・・・トリオ・ソナタ変ロ長調

265 中之島三井ビルディング１階 ９月 １０日 12 10 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６５公演】 浅川和宏ｏｂ　力武千幸　横山恵理（以上ｖｎ）　吉田陽子ｖａ　松村洋介ｃｂ　熊谷将弘ｆｇ 六重奏 ob、vｎ２、va、cb、fg ●ヘンデル・・・合奏協奏曲第６番

266 なら１００年会館（中） ６月 ２７日 14 00 奈良 日下紗矢子ｖｎ＆アレッシオ・バックスｐ　デュオ・リサイタル 二重奏 vn、ｐ
●クライスラー・・・愛の喜び/愛の悲しみ/中国の太鼓●ラフマニノフ・・・ヴォーカリーズ
●シュニトケ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●ヴィターリ・・・シャコンヌ　他

267
南海電鉄難波駅地下１階
ガレリアコート

９月 １０日 11 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６３公演】 中西朋子ｖｎ　若松芳va　石田聖子ｖｃ 三重奏 vn、va、vc ●ベートーヴェン・・・セレナードo.p.８

268
西脇市立音楽ホール
(アピカホール)

６月 ２５日 19 00 兵庫
第４回弘中孝と子供によるピアノ・デュオ・コンサート協賛事業
《久保陽子ｖン＆弘中孝ｐデュオ・コンサート》

二重奏 ｖｎ、ｐ
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２５番●シューマン・・・交響的練習曲
●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第１番
●パガニーニ・・・《２４のカプリース》より第１、９、１３、２４番●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》　他

269
西脇市立音楽ホール
(アピカホール)

１１月 ２３日 15 00 兵庫
西脇施政周年記念　第１１３回しばざくらコンサート
《ブラスの響き　Buzz Five ブラスアンサンブル》

Buzz Five〔上田仁　小川聡(以上ｐ)　友田雅美ｈｒｎ　加藤直明ｔｂ　石丸薫恵ｔub〕 五重奏 ｐ２、ｈｒｎ、ｔｂ、ｔub ●チータム・・・ブラス・メナジェリー●カーマイケル・・・スターダスト●ロイド・ウェバー・・・ミュージカル《キャッツ》組曲　他

270 日本福音ルーテル大阪教会 ７月 １０日 16 00 大阪
菅きよみバロックフルート・リサイタル
《オリジナル楽器で聴くフランス・バロックの響き》(大阪公演）

福沢宏gamb 大西孝恵cemb 三重奏 fl、gamb、 cemb
●オットテール・・・組曲op5-3●ブラヴェ・・・ソナタop.２-２●ボワモルティエ・・・クラヴサンとフルートのためのソナタ
●クープラン・・・コンセール第９番《愛する人の肖像》より/恋のうぐいす●ルクレール・・・ソナタop.9-2/トリオ・ソナタニ長調

271 白沙村荘大画室存古楼 ４月 ４日 16 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１１１
《２０１０春・１９世紀ロマンチシズムの結実》

小池泉p 森本一人 山崎みどり（以上vn）、飛田千寿子va 太田道宏vc 五重奏 p、vn2、va、vc ●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１４番《死と乙女》●ショパン・・・ピアノ協奏曲第２番（ピアノ五重奏版）

272 白沙村荘大画室存古楼 ５月 ２２日 16 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１１２
《２０１０初夏・１９世紀ロマンチシズムの結実（２）》

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・・・ノットゥルノＤ．８９７●ショパン・・・ピアノ三重奏曲●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１番

273 白沙村荘大画室存古楼 ９月 １９日 16 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１１３
《２０１０秋・ピアノ名曲選》

田端晴子ｐ　森本一人ｖn　多田素子ｖa  太田道宏ｖｃ 四重奏 ｐ、ｖｎ、va、vc ●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第２番●マラー・・・ピアノ四重奏曲断章●シューマン・・・ピアノ四重奏曲op.4７

274 白沙村荘大画室存古楼 １１月 ２３日 15 00 京都
哲学の道プロムナード・コンサート１１４
《２０１０晩秋・生誕２００年シューマンとショパンへのオマージュ》

中村恵ｐ　太田道宏ｖｃ 二重奏 ｐ、ｖｃ ●シューマン・・・幻想小曲集op.７3／民謡風の５つの小品集●ショパン・・・序奏と華麗なるポロネーズ／チェロ・ソナタ

275 パルナソスホール １０月 ８日 19 00 兵庫 姫路国際音楽祭　Le Pont 20１0 《オープニング・コンサート》
小菅優ｐ　ナタリア・ロメイコｖｎ　アミハイ・グロスｖa  アレクサンダー・チャウシャンｖｃ
ブルーノ・シュナイダーｈｒｎ

五重奏・外
p、vn、va
vc、hrn

●ブラームス・・・シューマンの主題による変奏曲●C.シューマン・・・ピアノ三重奏曲op.17
●シューマン・・・アンダンテと変奏曲/ピアノ五重奏曲

276
阪急三番街北館
地下２階水上ステージ

９月 ９日 16 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５９公演】 大石将紀　西本淳（以上sax） 二重奏 sax２ ●ライヒ・・・リードフェイズ●ヒンデミット・・・演奏会用小品

277 東灘区民センターうはらホール ９月 ２４日 19 00 兵庫 神戸国際芸術祭２０１０《ショパン＆シューマン》 三浦友理枝ｐ　遠藤真理ｖｃ 二重奏 ｐ、ｖｃ ●ショパン・・・前奏曲第１５番《雨だれ》／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

278 姫路市文化センター(小） ６月 １７日 18 30 兵庫
華麗なるストラディヴァリウスの響き
《松野迅ヴァイオリン・リサイタル》

榊原契保p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●シューマン・・・トロイメライ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第５番《春》●ショパン（クライスラー編）・・・マズルカ
●瀧廉太郎（松野迅編）・・・荒城の月●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン　他

279 姫路城二の丸 １０月 １０日 18 00 兵庫 姫路国際音楽祭　Le Pont 20１0 《野外コンサート》
樫本大進vn、アミハイ・グロスva、小菅優p、ポール・メイエcl、古部賢一ob、ジルベール・オダン(バソン)
ブルーノ・シュナイダーhrn

アラカルト
ｖｎ、va、ｐ
cl、ob、hrn

●ブルッフ・・・《クラリネット、ヴィオラとピアノのための８つの小品》より●ショスタコーヴィチ・・・弦楽四重奏曲第８番
●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１番●ベートーヴェン・・・ピアノと管楽のための五重奏曲

280 兵庫県立芸術文化センター １月 ３日 14 00 兵庫 宮川彬良（P&トーク）＆アンサンブル・ベガニューイヤーコンサート アラカルト
●デーレ（宮川彬良編）・・・すみれの花咲く部屋●ドビュッシー…プティ・ネグロ
●シュトラウス…皇帝円舞曲●宮川彬良…室内楽のための組曲　《ブラック・ジャック》他

281 兵庫県立芸術文化センター １月 ５日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート　西村志保～チェロの紡ぎ歌 高木洋子p 二重奏 ｖｃ、ｐ
●エルガー・・・愛の挨拶●フォーレ・・・エレジー●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第１番
●カサド・・・親愛の言葉～レクイエブロス　他

282 兵庫県立芸術文化センター １月 ５日 15 00 兵庫 ワンコイン・コンサート　西村志保～チェロの紡ぎ歌 高木洋子p 二重奏 ｖｃ、ｐ
●エルガー・・・愛の挨拶●フォーレ・・・エレジー●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第１番
●カサド・・・親愛の言葉～レクイエブロス　他

283 兵庫県芸術文化センター １月 ２０日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート　松浦梨沙～魅惑のヴァイオリン 松浦亜季ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・愛の喜び●エルガー・・・愛の挨拶●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン
●メンデルスゾーン・・・歌の翼に●サラサーテ・・・カルメン幻想曲●ワックスマン・・・カルメン幻想曲　他

284 兵庫県芸術文化センター １月 ２０日 15 00 兵庫 ワンコイン・コンサート　松浦梨沙～魅惑のヴァイオリン 松浦亜季ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・愛の喜び●エルガー・・・愛の挨拶●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン
●メンデルスゾーン・・・歌の翼に●サラサーテ・・・カルメン幻想曲●ワックスマン・・・カルメン幻想曲　他



285 兵庫県立芸術文化センター ２月 ２７日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート《吉田誠cl～クラリネットのフランス便り》 阿部加奈子p 二重奏 cl, p
●サン＝サーンス・・・クラリネット・ソナタ●サティ・・・３つの歌曲
●ドビュッシー・・・第１狂詩曲●松宮圭太・・・新作初演　他

286 兵庫県立芸術文化センター ２月 ２７日 15 00 兵庫 ワンコイン・コンサート《吉田誠cl～クラリネットのフランス便り》 阿部加奈子p 二重奏 cl, p
●サン＝サーンス・・・クラリネット・ソナタ●サティ・・・３つの歌曲
●ドビュッシー・・・第１狂詩曲●松宮圭太・・・新作初演　他

287 兵庫県立芸術文化センター ４月 １４日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート《大岡仁～ヴァイオリンの味わい》 田口友子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・前奏曲とアレグロ●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第６番
●モンティ・・・チャールダーシュ
●マスネ・・・タイスの瞑想曲●ラヴェル・・・ツィガーヌ　他

288 兵庫県立芸術文化センター ４月 １４日 15 00 兵庫 ワンコイン・コンサート《大岡仁～ヴァイオリンの味わい》 田口友子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・前奏曲とアレグロ●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第６番
●モンティ・・・チャールダーシュ
●マスネ・・・タイスの瞑想曲●ラヴェル・・・ツィガーヌ　他

289 兵庫県立芸術文化センター ４月 １７日 14 00 兵庫 アンネ＝ゾフィー・ムターvn ランバート・オルキスp 二重奏・外 ｖｎ、ｐ ●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ（全曲）

290 兵庫県立芸術文化センター ５月 ５日 14 30 兵庫 宮川彬良P&アンサンブル・ベガ《子どもの日スペシャル》
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 響敏也(構成＆台本)

アラカルト
vn２、va、vc
cb、cl、fg、hrn

●デーレ（宮川彬良編）…すみれの花咲く部屋●シューベルト・・・楽興の時●ガーシュウィン・・・３つの前奏曲
●エルガー・・・行進曲《威風堂々》●宮川彬良・・・幸せのリズム　他

291 兵庫県立芸術文化センター ５月 ２６日 19 00 兵庫 ダン・タイ・ソンP《２曲のショパン・コンチェルトを弾く～室内楽版》 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] 赤池光治cb 六重奏 vn２、ｖa、vc、cb、p ●ショパン・・・ピアノ協奏曲第１、２番／アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

292 兵庫県立芸術文化センター ６月 ２０日 14 00 兵庫 ガブリエル・リプキン　チェロ・リサイタル ロマン・ザスフラスキーp 二重奏・外 ｖc、ｐ
●フォーレ・・・エレジー●シューマン・・・民謡風の５つの小品●アルベニス・・・タンゴ
●ポッパー・・・妖精の踊り●ドビュッシー・・・チェロ・ソナタ●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第１番

293 兵庫県立芸術文化センター ６月 ２７日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート《堀江牧生vc～チェロの休日》 榊原紀保子p 二重奏 ｖc、ｐ ●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第２番●フォーレ・・・エレジー●ラフマニノフ・・・ヴォーカリーズ　他

294 兵庫県立芸術文化センター ６月 ２７日 15 00 兵庫 ワンコイン・コンサート《堀江牧生vc～チェロの休日》 榊原紀保子p 二重奏 ｖc、ｐ ●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第２番●フォーレ・・・エレジー●ラフマニノフ・・・ヴォーカリーズ　他

295 兵庫県立芸術文化センター ９月 ２８日 11 30 兵庫
ワンコインコンサート《マウロ・イウラートvn ～チャオ！美味なるヴァイオリ
ン》

ジュゼッペ・マリオッティp 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・プニャーニのスタイルによる前奏曲とアレグロ●Ｊ．シュトラウスⅡ・・・ワルツ《ウィーン気質》
●バッジーニ・・・妖精の踊り　他

296 兵庫県立芸術文化センター ９月 ２８日 15 00 兵庫
ワンコインコンサート《マウロ・イウラートvn ～チャオ！美味なるヴァイオリ
ン》

ジュゼッペ・マリオッティp 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●クライスラー・・・プニャーニのスタイルによる前奏曲とアレグロ●Ｊ．シュトラウスⅡ・・・ワルツ《ウィーン気質》
●バッジーニ・・・妖精の踊り　他

297 兵庫県立芸術文化センター １０月 １６日 15 00 兵庫 パユ＆リヴェの秋サロン エマニュエル・パユfl 　クリスティアン・リヴェg 二重奏・外 fl、ｇ
●宮城道雄・・・春の海●武満徹・・・エア／すべては薄明のなかで●シャンカール・・・魅惑の夜明け
●ヴィラ=ロボス・・・《ブラジル風バッハ第５番》より「アリア」●ピアソラ・・・タンゴの歴史　他

298 兵庫県立芸術文化センター １１月 ２４日 11 30 兵庫 ワンコイン・コンサート《ニコリンヌ・ピエルー～フルート、音のパレット》 塩見亮p 二重奏・外 fl、ｐ
●マルティヌー・・・スケルツォ●ライネッけ・・・バラード●カゼッラ・・・シチリアーナとブルレスカ
●ジョリヴェ・・・幻想曲＝狂詩曲●グリフェス・・・詩曲●ドップラー・・・ハンガリー田園幻想曲

299 兵庫県立芸術文化センター １２月 １２日 14 00 兵庫 松田理奈ヴァイオリン・リサイタル 江口玲p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●モーツァルト・・・ヴァイオリンのためのロンドK.373●グルック・・・歌劇《オルフェオとエウリディーチェ》より「メロディ」
●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
●イザイ・・・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番《バラード》　他

300 兵庫県立芸術文化センター(小） １月 ２４日 15 00 兵庫 ヴィヴィアン・ハーグナー　ヴァイオリン・リサイタル 江口玲ｐ 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●バルトーク・・・狂詩曲第１番●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番
●タネジ・・・４つの聖歌●シューマン・・・ソナタ第１番　他

301 兵庫県立芸術文化センター(小） ２月 ９日 19 00 兵庫 菊本和昭《ＣＤ発売記念》　トランペットコンサート 佐竹裕介p 二重奏 tp、ｐ ●ヒンデミット・・・トランペット・ソナタ●シュニーダー・・・ソナタ●井澗昌樹・・・委嘱新曲（世界初演）

302 兵庫県立芸術文化センター（小） ２月 １３日 19 00 兵庫 Mebius∞Saxpone Ensemble Concert Mebius∞Saxpone Ensemble　李明実p　川崎優(マネージャー） アラカルト sax、p、 ●ガーシュウィン・・・ラプソディ・イン・ブルー●ラヴェル・・・・クープランの墓●バーンスタイン・・・ウエスト・サイド・ストーリー

303 兵庫県立芸術文化センター（小） ２月 １６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 岡村理恵 村西俊之 青山映道（以上ｃｌ）〕 四重奏 ｃｌ4 ●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第２番●エルガー・・・愛の挨拶●サティ・・・あなたが欲しい　他

304 兵庫県立芸術文化センター(小） ２月 １８日 19 00 兵庫 大内山薫　バロックヴァイオリン・リサイタル 三橋桜子cemb 上田康雄vc 三重奏 vn, cemb, vc
●コレッリ・・・ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタop.5-7●ビーバー・・・《８つのヴァイオリン・ソナタ》より第５番
●J.S. バッハ・・・オブリガートチェンバロとヴァイオリンのためのソナタ第５番

305 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 ６日 14 00 兵庫
芸術文化センター管弦楽団室内楽シリーズ２２
PAC WINDS!（パック・ウインズ！）

ミラン・トルコヴィッチｆｇ 兵庫県立芸術文化センター管弦楽団木管セクション 六重奏・外 ●ベートーヴェン・・・五重奏曲op.１６／六重奏曲op.７１●イベール・・・３つの小品●プーランク・・・六重奏曲　他

306 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 １２日 19 00 兵庫 アンサンブルMARY'ｓ　フルートコンサートー春風に誘われてー 〔安川優子 原田利佳 林美保 堀古昭子（以上ｆｌ）〕 四重奏 ｆｌ４
●ヴィヴァルディ・・・ヴァイオリン協奏曲集《四季》より「春」●モーリス・・・フルート四重奏のための組曲
●グリーグ・・・ホルベルク組曲



307 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 １７日 14 00 兵庫
ワンコイン・コンサートNo.1アーティスト2008
アンコール・リサイタル　西谷牧人チェロ・リサイタル

藤井快哉p 二重奏 ｖｃ、ｐ
●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第３番●ベートーヴェン・・・ヘンデルのオラトリオ《ユダス・マカベウス》の主題による１２の変奏曲
●ショパン・・・序奏と華麗なるポロネーズ●バルトーク・・・ルーマニア民族舞曲●ブラームス・・・チェロ・ソナタ第１番　他

308 兵庫県立芸術文化センター（小） ３月 ２１日 14 00 兵庫 Cavatina中村公美コントラバス・リサイタルVol.2 革島玲奈p 二重奏 cb、ｐ
●ブロッホ・・・《ユダヤ人の生活のスケッチ》より「祈り」●マイヤーズ・・・映画《ディア・ハンター》よりテーマ曲「カヴァティーナ」
●プロト・・・《カルメン幻想曲》より「ミカエラのマリア」●石黒晶・・・チュプ・チルキの呪文～コントラバスとピアノのための（委嘱初演）
●シューベルト・・・音楽に寄せて/アルペジオーネ・ソナタ　他

309 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 ８日 19 00 兵庫
フルートアンサンブルＳＡＫＵＲＡジェンヌ
第２回演奏会《花祭り！～あなたの手から舞うＳＡＫＵＲＡ（桜）》

〔平岡洋子、川端裕美（以上fl） 他〕 アラカルト
●バーバー（曽根亮一編）・・・弦楽のためのアダージョ●レスピーギ・・・《リュートのための古風な舞曲とアリア》第３組曲
●恩地孝幸・・・舞桜ー春風と薫りの円舞曲ー

310 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 １４日 19 00 兵庫 田端直美サクソフォン・リサイタル　２０１０ 白石光隆p 二重奏 sax、p ●シューベルト・・・アルペジオーネ・ソナタ●ダール・・・コンチェルト●パスクッリ・・・蜂

311 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 １８日 13 30 兵庫 Chamber×Chamber　Ｖｏｌ．２ 五重奏 vn２、va、vc、ｃｌ、ｐ ●ブラームス・・・クラリネット五重奏曲／ピアノ三重奏曲第１番●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》　他

312 兵庫県立芸術文化センター（小） ４月 ３０日 14 00 兵庫 四方恭子ヴァイオリン・リサイタル 占部由美子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》●フォーレ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●バルトーク・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

313 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 １５日 14 00 兵庫 ＰＡＣオーケストラ室内楽シリーズ２３《ＰＡＣ新緑の室内楽》 安永徹vn 市野あゆみ 神永睦子 (以上p)　芸術文化センター管弦楽団メンバー
二～八重奏
orアラカルト

●ドビュッシー・・・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》●Ｍ.ハイドン・・・ディヴェルティメントｐ.９４
●サン=サーンス・・・組曲《動物の謝肉祭》（室内楽版）●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

314 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ２０日 19 00 兵庫 濱田崇史サクソフォン・リサイタル 關口康祐ｐ　葛西友子perc 掛戸有美ｓ 四重奏 sax、p、perc、ｓ ●夏田昌和・・・良寛による２つの詩●長生淳・・・天国の月●ゴトフスキー・・・悲愴変奏曲

315 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ２１日 19 00 兵庫 マルティヌ弦楽四重奏団＆鳥居知行ｐ末岡智子ｐ 〔ルボミール・ハヴラークvn  イレーナ・ハラジュノヴァvn ヤン・イシャｖａ イトカ・ヴラシャーンコヴァ―vc〕 五重奏・外 vn２、va、vc ●マルティヌー・・・弦楽四重奏曲第７番●ドヴォルザーク・・・ピアノ五重奏曲第２番●ブラームス・・・ピアノ五重奏曲

316 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ２５日 19 00 兵庫 浦川宜也vn＆岡原慎也pデュオ・リサイタル《シューベルトの夕べ》 二重奏 vn、p ●シューベルト・・・ヴァイオリン・ソナタD.３８４、３８５、４０８／ヴァイオリンとピアノのための二重奏曲Ｄ.５７４

317 兵庫県立芸術文化センター（小） ５月 ３日 14 00 兵庫 平島謙二ギターコンサート 平島幸子　井上成人（以上g） 三重奏 g３ ●タレガ・・・アルハンブラの思い出●ピアソラ・・・チキリン・デ・バチン●ヨーク・・・三千院　他

318 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 １日 19 00 兵庫 ウィーンフィル首席　ワルター・アウアー　フルート・リサイタル クリストファー・ヒンターフーバーp 二重奏・外 fl、ｐ ●ジョリヴェ・・・リノスの歌●ブリッジアルディ・・・ローエングリン幻想曲●フランク・・・フルート・ソナタ他

319 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 ３日 19 00 兵庫 クラウディオ・クルスvn＆クラウディオ・ソアレスpデュオリサイタル 二重奏・外 vn、p
●ヴィラ＝ロボス・・・ヴァイオリンとピアノのためのソナタ・ファンタジア第２番●J.S.バッハ・・・無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ第２番
● ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

320 兵庫県立芸術文化センター（小） ６月 １６日 19 00 兵庫 モルゴーア・クァルテット演奏会 〔荒井英治vn　戸澤哲夫vn　小野富士va　藤森亮一vc〕 四重奏 vn２、ｖa、vc
●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第２３番《プロシャ王第３番》●シェーンベルク・・・弦楽四重奏曲第３番
●コルンゴルト・・・弦楽四重奏曲第３番

321 兵庫県立芸術文化センター（小） ７月 ７日 19 00 兵庫 大西功造マンドリン・リサイタル 鍛冶川岳g 西村友里p 三重奏 mand、g、p ●ジュリアーニ・・・協奏的二重奏曲●カラーチェ・・・マンドリン協奏曲第２番

322 兵庫県立芸術文化センター（小） ７月 １４日 19 00 兵庫 室内楽の悦び～ワルシャワフィルコンサートマスターズを迎えて
轟木裕子 大塚路子 横谷静美(以上ｐ） 鬼頭典子ｃｌ カジミール・コシュラーチュｖｃ
ピオトル・ツェギルスキーｖｎ 井口英樹ob

四重奏・外 p３、cl、、vc、ｖｎ
●モーツァルト・・・フルート四重奏曲K.285● ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第４番《街の歌》
●Ｊ.Ｓ.バッハ・・・オーボエとヴァイオリンのための協奏曲ＢＷＶ１０６０●ショスタコ－ヴィチ・・・ピアノ三重奏曲第２番

323 兵庫県立芸術文化センター（小） ７月 ３０日 19 00 兵庫 村岡紹子ｖｎ＆福本直子ｐデュオリサイタル 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ドヴォルザーク・・・ヴァイオリンとピアノのためのソナチネop.１00●メンデルスゾーン・・・ヴァイオリン・ソナタ第３番
●ファリャ・・・ヴァイオリンとピアノのための７つのスペイン民謡

324 兵庫県立芸術文化センター（小） ７月 １０日 14 00 兵庫 ゲザ・ホッス＝レゴツキ　ヴァイオリン・リサイタル リリー・マイスキp 二重奏・外 ｖｎ、ｐ
●ドビュッシー（ハイフェッツ編）・・・亜麻色の髪の乙女/美しき夕暮れ●ラヴェル・・・ヴァイオリン・ソナタ
●ガーシュウィン・・・３つの前奏曲/歌劇《ポーギーとべス》より●ブラームス・・・《ハンガリー舞曲集》より
●バルトーク・・・ルーマニア民俗舞曲　他

325 兵庫県立芸術文化センター（小） ８月 ３日 19 00 兵庫 チプリアン・マリネスクｖｎ＆多川響子ｐデュオリサイタル 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第８番／ピアノ・ソナタ第２１番《ワルトシュタイン》
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

326 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ７日 19 00 兵庫 杉山麻衣子ｖｎ＆上薗剛ｐデュオリサイタルVol.１ 杉山麻衣子ｖｎ　上薗剛ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番

327 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ９日 19 00 兵庫 舞台芸術団体フェスティバル２０１０《Ｄｕｏの夕べ～友情》 北浦洋子　島戸祐子（以上ｖｎ）　竹内素子ｐ 三重奏 vn２、ｐ ●ショスタコーヴィチ・・・２つのヴァイオリンとピアノのための５つの小品●イザイ・・・２つのヴァイオリンのための詩曲《友情》　他

328 兵庫県立芸術文化センター（小） ９月 ２６日 14 00 兵庫 小早恵フルート・リサイタルvol.3 秋山麻子cemb　宮本聖子p 二重奏 fl、cemb、p
●J.S.バッハ・・・フルートとオブリガートチェンバロのためのソナタBWV1030●ドビュッシー・・・牧神の午後への前奏曲
●フランク・・・フルート・ソナタ（原曲：ヴァイオリン・ソナタ）



329 兵庫県立芸術文化センター（小） １０月 １１日 14 00 兵庫 ヴィーラント・クイケンgamb & レ・ヴォワ・ユメーヌ レ・ヴォワ・ユメーヌ〔スージー・ナッパ―　マーガレット・リトル(以上gamb)〕 エリック・ミルンズcemb 三重奏・外 gamb２,cemb
●ルベーギュ・・・鐘●パーセ・・・３声のファンタジア第１，２部●フォルクレ…ヴィオールのための作品
●モイロー・・・オルレアン大聖堂の鐘●ジェンキンス・・・５つの鐘　他

330 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 ３日 13 30 兵庫 アマローネ室内合奏団コンサート 八重奏 ●シューベルト・・・弦楽四重奏第１４案《死と乙女》／八重奏曲●テュイレ・・・六重奏曲

331 兵庫県立芸術文化センター（小） １１月 １４日 14 00 兵庫 芸術文化センター管弦楽団室内楽シリーズ２５ 《PAC BRASS！） 松崎裕ｈｒｎ　PACブラス・セクション 六重奏 ●ドビュッシー・・・《ベルがマスク組曲》より「前奏曲」●ベーメ・・・金管六重奏曲　他

332 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 １日 19 00 兵庫 ジェラール・プーレｖｎ＆浜口奈々ｐデュオリサイタル 二重奏 ｖｎ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１、７番●フォーレ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

333 兵庫県立芸術文化センター（小） １２月 ４日 14 30 兵庫 山口明ホルン・リサイタル２０１０ 赤松由夏vn 満多野志野p 三重奏 hr, ｖｎ、ｐ ●ブラームス・・・ホルン三重奏曲●シューマン・・・アダージョとアレグロ　他

334 びわ湖ホール（小） １月 ９日 14 00 滋賀 びわ湖からはばたく５　《黒川侑vn》 林絵里ｐ 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ヘンデル・・ヴァイオリン・ソナタ第３番●ブラームス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番《雨の歌》
●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番●サラサーテ・・・ツィゴイネルワイゼン

335 びわ湖ホール(小） ２月 ７日 18 00 滋賀
冬のびわ湖室内楽週間
《ヴァレンタイン・ラブ・クラシック～シューマンの室内楽の世界（１）
ピアノ三重奏》

太田雅音ｖｎ 池村佳子vc 北川恵美ｐ 三重奏 vn、ｖｃ、ｐ ●ベートーヴェン・・・ピアノ三重奏曲第７番《大公》●シューマン・・・ピアノ三重奏曲第１番

336 びわ湖ホール（小） ２月 ８日 19 00 滋賀
冬のびわ湖室内楽週間
《ヴァレンタイン・ラブ・クラシック～シューマンの室内楽の世界（２）
ピアノ五重奏》

泉原隆志  田村安祐美(以上ｖｎ) 川本祥子va 金子鈴太郎ｖｃ 塩見亮ｐ 五重奏 vn2、va、 ｖｃ、ｐ ●シューマン・・・ピアノ五重奏曲●ブラームス・・・ピアノ五重奏曲

337 びわ湖ホール（小） ２月 １０日 14 00 滋賀 冬のびわ湖室内楽週間　《東欧meetsジャズ　バルトークの三重奏》 長原幸太ｖｎ 八段悠子cl 國谷尊之p 三重奏 ｖｎ、ｃｌ、ｐ ●バルトーク・・・コントラスツ　他

338 びわ湖ホール（小） ２月 １１日 19 00 滋賀 冬のびわ湖室内楽週間　《いちむじん　ギターデュオコンサート》 〔宇高靖人 山下俊輔(以上g)〕 二重奏 ｇ２ ●ファリャ…スペイン舞曲第１番●ソル・・・ロシアの思い出　他

339 びわ湖ホール（小） ２月 １１日 14 00 滋賀
冬のびわ湖室内楽週間
《椿佳美P&カルテットNats　ショパン/ピアノ協奏曲全曲演奏会》

〔松浦奈々 荒井章乃(以上ｖｎ）直江智沙子ｖa 新倉瞳ｖc〕 五重奏 vn2、ｖa、vc、p ●ショパン…ポーランド民謡による幻想曲(室内楽版)/ピアノ協奏曲１、２番(室内楽版)

340 びわ湖ホール（小） ２月 １３日 19 00 滋賀 冬のびわ湖室内楽週間　《シューベルト珠玉の名作　ピアノ五重奏「鱒」》 佐藤卓史ｐ 白井圭ｖｎ 井上典子ｖa 奥田なな子ｖｃ 青江宏明ｃｂ 五重奏 p、vn、va、vc、cb ●シューベルト・・・ピアノ五重奏曲《ます》他

341 びわ湖ホール（小） ２月 １４日 14 00 滋賀 冬のびわ湖室内楽週間　《古典四重奏団　第１章～ハーモニーの告白》 〔川原千真vn 花崎淳生ｖｎ 三輪真樹va 田崎瑞博vc〕 四重奏 vn2、ｖa、vc ●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第20番《ホフマイスター》●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１4番《死と乙女》

342 びわ湖ホール(小） ３月 ２８日 14 00 滋賀
＜クァルテット・アラカルト７＞古典四重奏団
『クァルテットは告白する』第２章～メロディの告白～

四重奏 ●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１３番《ロザムンデ》●シベリウス・・・弦楽四重奏曲《親愛なる声》

343 びわ湖ホール(小） ５月 ２日 12 15 滋賀 ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１０ トリオ・ショーソン（ｐ三重奏） 三重奏・外 ●モーツァルト・・・ピアノ三重奏曲第５番●ショパン・・・ピアノ三重奏曲op.８

344 びわ湖ホール(小） ５月 ２日 14 45 滋賀 ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１０ ロマン・ギュイヨcl モディリアーニ弦楽四重奏団 五重奏。外 ●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第８１番●モーツァルト・・・弦楽五重奏曲

345 びわ湖ホール(小） ５月 ２日 10 00 滋賀 ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭２０１０ ファイト・ヘルテンシュタインva　モディリアーニ弦楽四重奏団 五重奏・外 ●ハイドン・・・弦楽四重奏曲第７８番《日の出》●モーツァルト・・・弦楽五重奏曲第５番

346 びわ湖ホール(小） ８月 ４日 19 00 滋賀 Trio Poetico クラリネット・ヴィオラ・ピアノによるトリオコンサート 〔白子正樹ｃｌ　後藤彩子va　吉田幸央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》
●フランセ・・・クラリネット、ヴィオラ、ピアノのための三重奏曲　他

347 びわ湖ホール(小） ９月 ２２日 18 30 滋賀 室内楽への招待第１回《曲をつくりあげるまで　(公開リハーサル)　》
[ダイアナ・ケトラーｐ　アレクサンダー・シトコヴェツキ―ｖｎ　ラズヴァン・ポポヴィッチｖa
ヘーデンボルク・直樹ｖｃ]　丹藤亜希子ｓ　瀧村依里ｖｎ　中村公俊ｖa  金子鈴太郎ｖｃ

六重奏・外
ｐ、ｖｎ、ｖa
vc、s、vn、va、ｖｃ

●ワーグナー(レオポルト編)・・・ヴェーゼンドンクの５つの詩(弦楽六重奏版)

348 びわ湖ホール(小） ９月 ２３日 14 00 滋賀 室内楽への招待第２回　①
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―ｖｎ
ラズヴァン・ポポヴィッチｖa  へーデンボルク・直樹（ｖｃ＆ご案内）]　瀧村依里ｖｎ　中村公俊ｖa 金子鈴太郎ｖｃ

六重奏・外
ｐ、ｖｎ、ｖ
aｖｃ、vn、va、ｖｃ

①【室内楽の魅力（室内楽セミナー）】●伊東信宏(大阪大学教授）による室内楽セミナー
●ブラームス・・・弦楽六重奏曲第１番　シューマン・・・ピアノ五重奏曲

349 びわ湖ホール(小） ９月 ２３日 15 50 滋賀 室内楽への招待第２回　②
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―ｖｎ
　ラズヴァン・ポポヴィッチｖa  へーデンボルク・直樹（ｖｃ＆ご案内）]　瀧村依里ｖｎ　中村公俊ｖa 金子鈴太郎ｖｃ

六重奏・外
ｐ、ｖｎ、ｖa
ｖｃ、vn、va、ｖｃ

②【室内楽をよりよく理解するために(レクチャー・コンサート)】●ブラームス・・・弦楽六重奏曲第１番
●シューマン・・・ピアノ五重奏曲

350 びわ湖ホール(小） ９月 ２４日 19 00 滋賀 室内楽への招待第３回《アンサンブル・ラロ　(ピアノ四重奏団) 》
[ダイアナ・ケトラーｐ　アレクサンダー・シトコヴェツキ―ｖｎ　ラズヴァン・ポポヴィッチｖa
ヘーデンボルク・直樹ｖｃ]丹藤亜希子ｓ　瀧村依里ｖｎ　中村公俊ｖa  金子鈴太郎ｖｃ

六重奏・外
ｐ、ｖｎ、ｖa、vc
s、vn、va、ｖｃ

●リスト・・・ワーグナーの墓に（ｐ五重奏版）●ワーグナー・・・《トリスタンとイゾルデ》より「イゾルデの愛の死」(リスト編、ｐ版)
／ヴェーゼンドンクの５つの詩(レオポルト編、弦楽六重奏版) ●シューマン・・・ピアノ四重奏曲op.4７



351 びわ湖ホール(小） １０月 ３日 15 00 滋賀 大人の楽しみ方９《リコーダーといろんな楽器　栗コーダーカルテット》 〔栗原正己(ｂｆｌ＆ピアニカ他)　川口義之（ｂｆｌ＆sax他）　近藤研二（ｂｆｌ＆ｇ他）　関島岳郎（ｂｆｌ＆tub他）〕 アラカルト
ｂｆｌ、sax、g
tub、ピアニカ

不詳

352 びわ湖ホール（小） １２月 ９日 14 00 滋賀 びわ湖の午後シリーズ　《佐藤俊介ヴァイオリン・リサイタル》 佐藤卓史p 二重奏 vn、p
●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２９番●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第６番●フォーレ・・・子守唄
●サラサーテ・・・プレイエラ●サン＝サーンス・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

353 びわ湖ホール・メインロビー １０月 ７日 13 00 滋賀 ヴァイオリンとエラールピアノの調べ 泉原隆志ｖｎ　塩見亮ｐ 二重奏 ｖｎ, p 不詳

354 凮月堂ホール １０月 ４日 19 00 兵庫
民族の抒情詩～風土と言葉から生まれた音楽
　「ラテン・スラヴ・ゲルマンの夕べ」第１夜
　《ラテンの夕べ～悲しみと慈しみ》

金関環vn 右近恭子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ファリャ・・・スペイン舞曲●サン＝サーンス・・・序奏とロンド・カプリチオーソ
●ラヴェル・・・ツィガーヌ●ドビュッシー・・・ヴァイオリン・ソナタ　他

355 凮月堂ホール １０月 ５日 19 00 兵庫
民族の抒情詩～風土と言葉から生まれた音楽
「ラテン・スラヴ・ゲルマンの夕べ」第２夜
《スラヴの夕べ～大自然のダンス》

金関環vn 右近恭子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●ドヴォルザーク・・・スラヴ舞曲第２番●チャイコフスキー・・・憂鬱なセレナード
●ヴィエニャフスキ・・・オベルタス・マズルカ●プロコフィエフ・・・ヴァイオリン・ソナタ第２番　他

356 凮月堂ホール １０月 ６日 19 00 兵庫
民族の抒情詩～風土と言葉から生まれた音楽
「ラテン・スラヴ・ゲルマンの夕べ」第3夜
《ゲルマンの夕べ～ロマンティシズムへの扉》

金関環vn 右近恭子p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●J.S.バッハ・・・G線上のアリア●ベートーヴェン・・・ロマンス第２番
●ブラームス・・・ハンガリー舞曲第５番●モーツァルト・・・ヴァイオリン。ソナタ第４０番他

357 文芸セミナリヨ ２月 ２０日 10 30 滋賀 ワンコインコンサートシリーズ６～風の音～ 森本英希ｆｌ 谷風佳孝（ｆｌ＆鍵盤ハーモニカ） 城村奈都子ｐ 三重奏 不詳

358 ほろ酔い城下蔵・ほろ酔いホール ５月 １日 17 30 兵庫 チェロとピアノのコンサート　《雨田デュオin sasayama》 雨田一孝ｖｃ　雨田万由美ｐ 二重奏 vc、p
●J.Sバッハ・・・《無伴奏チェロ組曲》より／アヴェ・マリア●ラフマニノフ・・・チェロ・ソナタ第３、４楽章
●サン=サーンス・・・白鳥●日本の名作選　他

359 本願寺津村別院（北御堂） ９月 ８日 11 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４０公演】 小林亜希子ｖｎ　川元靖子ｖａ　庄司拓ｖｃ　藤井快哉ｐ 四重奏 ｖｎ、ｖａ、ｖｃ、ｐ ●シューマン・・・ピアノ四重奏曲o.p.４７

360 本願寺津村別院（北御堂） ９月 ８日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第４４公演】 三瀬麻起子ｖｎ 近藤浩志ｖｃ 仲香織ｐ ブルックス・トーンｃｌ 宇賀神広宣ｆｇ 秋月孝之ｔｐ 六重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ、ｃｌ、ｆｇ、ｔｐ ●マルティーヌ・・・調理場のレビュー

361 本願寺津村別院（北御堂） ９月 １０日 11 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６４公演】 井上登紀ｆｌ　松川朋子ｖｎ　松田みゆきｐ 三重奏 fl、vn、p ●フランセ・・・王宮の音楽

362 本願寺津村別院（北御堂） ９月 １０日 14 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第６８公演】 松川朋子ｖｎ　石田聖子ｖｃ　松田みゆきｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●ドビュッシー・・・ピアノ三重奏曲

363
三井住友海上
大阪淀屋橋ビル１６階

９月 １１日 12 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７７公演】 鈴木玲子ｖｎ　岩井英樹ｖａ　林口眞也ｖｃ 三重奏 ｖｎ、va、vc ●タネイエフ・・・弦楽三重奏曲ニ長調

364 三井住友銀行大阪本店 ９月 ７日 17 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３６公演】 ロイド・タカモト　安藤正行　吉田勝博(以上ｔｂ) 三重奏 ｔｂ３ ●T.Ｊahn・・・１0Dance Studies in Jazz Idiom ～ForTrombone　Quintet 他

365 三井住友銀行大阪本店 ９月 １０日 17 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第７１公演】 今城朋子　横山恵理（以上ｖｎ）　吉田陽子ｖa 三重奏 vn2、va ●ドヴォルザーク・・・ミニチュア　他

366 三菱東京UFJ銀行大阪東銀ビル ９月 ５日 16 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第９公演】 井上登紀ｆｌ　吉田陽子ｖａ　今尾淑代ｈｐ 三重奏 ｆｌ、ｖａ、ｈｐ ●ドビュッシー・・・フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ

367 三菱東京UFJ銀行大阪東銀ビル ９月 ５日 13 30 大阪
大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５公演】
《Quartet for Baby 0歳児からのクラシック》

鈴木玲子ｖｎ　今城朋子ｖｎ　吉田陽子ｖａ　石田聖子ｖｃ 四重奏 ｖｎ２、ｖａ、ｖｃ ●ドラえもん／崖の上のポニョ　他

368 御堂筋・いちょうホール ９月 ９日 15 30 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５８公演】 岩田端和子　平田洋子　陣内亜紀子　前田幸弘（以上sax）  松村洋介ｃｂ 五重奏 sax４、ｃｂ ●ドビュッシー・・・《子供の領分》より●ガーシュウィン・・・歌劇《ポーギーとべス》より　他

369 ムラマツリサイタルホール新大阪 ５月 １６日 15 00 大阪 久保田裕美flと佐野まり子pによる名曲コンサート 二重奏 ｆｌ、ｐ
●J.S.バッハ・・・フルート・ソナタBWV１０３１●ドビュッシー・・・月の光
●プーランク・・・フルート・ソナタ●シューベルト・・・《萎める花》の主題による序奏と変奏曲　他

370 ムラマツリサイタルホール新大阪 １０月 ２日 14 00 大阪 清水ナツキ　フルート・リサイタル 山畑誠ｐ 二重奏 ｆｌ、ｐ
●クープラン・・・王宮のコンセール第４番●ファーニホウ・・・カサンドラの夢の歌
●リバーマン・・・フルート・ソナタop.23●ドビュッシー・・・牧神の午後への前奏曲
●ライネッケ・・・フルート・ソナタ《ウンディーネ》

371 明治安田生命大阪御堂筋１階 ９月 ６日 12 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第１７公演】 浅川和宏ｏｂ　鈴木玲子ｖｎ　 岩井英樹ｖａ　林口眞也ｖｃ 四重奏 ｏｂ、ｖｎ、ｖａ、ｖｃ ●ブリテン・・・オーボエ四重奏のための幻想曲

372 八尾市文化会館プリズムホール(小) ９月 ２３日 15 00 大阪
大フィル・トップ奏者による　室内楽に夢中っ！　Vol.３《究極の弦楽五重
奏》

長原幸太　佐久間聡一(以上ｖｎ）　小野眞優美ｖa  近藤浩志ｖｃ　黒川冬貴ｃｂ 五重奏 ｖｎ２、ｖa、vc、cb
●ヴェルディ・・・弦楽四重奏曲ホ短調(弦楽五重奏版)●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(近藤浩志編)・・・喜歌劇《こうもり》序曲●ルロイ・アンダーソン特集　他



373 やまと郡山城ホール １０月 ３日 13 30 奈良 ０歳児から入れる　親と子のコンサート
大阪交響楽団メンバーによる弦楽四重奏
〔吉岡克典ｖｎ　浅野彩ｖｎウラジミール・スミコフスキーｖa　荒木雅美ｖｃ〕

四重奏 ｖｎ２、ｖa、ｖｃ
●モーツァルト・・・アイネ・クライネ・ナハトムジーク●チャイコフスキー・・・花のワルツ
●久石譲・・・崖の上のポニョ●三木たかし・・・アンパンマンのマーチ　他

374 やまと郡山城ホール ５月 １６日 14 00 奈良 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル 山洞智p 二重奏 ｖｎ、ｐ
●J.S.バッハ・・・主よ、人の望みの喜びよ●モーツァルト・・・ヴァイオリン・ソナタ第２８番●パッヘルベル・・・カノン
●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番　他

375 やまと郡山城ホール（小） ２月 １４日 14 00 奈良 真理子のコンサートＰＡＲＴ・９　　“バレンタインの日に”
松本真理子（ｍｒｂ＆司会） サキタハヂメ（のこぎり）
吉田はるみ 山下憲治（以上ｐ） 西川夏代 橋本浩太（以上ｍｒｂ＆ｐｒｃ）

六重奏
mrb3、ｐ２
ｐｒｃ２、のこぎり

●横山菁児・・・竹田の子守歌によるカプリス●ロジャーズ（飯田憲司編）・・・サウンド・オブ・ミュージック
●ハチャトゥリアン…剣の舞
●サン＝サーンス・・・組曲《動物の謝肉祭》より「白鳥」●サキタハジメ・・・光のさす方へ　他

376 やまと郡山城ホール（小） ２月 ２８日 15 00 奈良 ヴァイオリンと箏 春の饗宴《松本蘭ｖｎ 片岡リサ（筝&胡弓）》 藤光健ｐ 三重奏 ｐ、ｖｎ等
●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●宮城道雄…春の海
●新井満・・・千の風になって●久石譲…《おくりびと》のテーマ　他

377 やまと郡山城ホール（小） １０月 ２２日 19 00 奈良 野呂小百合ヴァイオリン・リサイタル アルバート・ロトｐ　水谷川優子vc 三重奏・外 vn、ｐ
●ベートーヴェン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番/ピアノ三重奏曲第７番《大公》
●シューマン・・・ヴァイオリン・ソナタ第１番

378 山村サロン ７月 １１日 17 00 兵庫 21紀音楽浴Vol.１９　《ピエール・モンティfl＆久保洋子pデュオ・リサイタル》 二重奏・外
●ゴーベール・・・２つのスケッチ●サン・サーンス・・・ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス(フルートとピアノ版)
●モエヌ・・・ピッコロのために（世界初演）●久保洋子・・・エグジべランス(世界初演)
●ミヨー・・・音楽の練習●オーリック・・・スケルツォ●プーランク・・・ヴィラネル　他

379 山村サロン ７月 １１日 14 00 兵庫 ２１世紀音楽浴Vol.１９　《音楽における叙情性～コンサート２》 藤田沙織 高橋悠香(以上fl) 井上かおりcl 高木日向子　立木貴也 杉本優(以上p) 五重奏 fl2、cl、p2 不詳

380 山村サロン ７月 １１日 15 00 兵庫 ２１世紀音楽浴Vol.１９　《音楽における叙情性～コンサート３》 指揮-杉本優 和久田優 亀野春香（以上fl） 小澤沙緒里vn 角南真理子vc 松本栄成p 五重奏 fl2、vn、vc、p 不詳

381 山村サロン ７月 １１日 13 00 兵庫 ２１世紀音楽浴Vol.１９　《音楽における叙情性～コンサート１》 高橋悠香 金澤浩子 福島京(以上fl)  大屋将和 菱田麻耶 栗脇紀奈(以上ｐ) 六重奏 fl３、ｐ３ 不詳

382 ライブスポット・ブラウニー ３月 １４日 19 00 大阪 Ｗｈｉｔｅｄａｙ’ｓ Special　Ｌｉｖｅ　日南智之g&大草良生percデュオ・ライブ 二重奏 ｇ、perc ●聖母マリア頌歌集／イタリア・ルネサンス期の６つの小品／羽衣伝説／映画音楽　他

383 ライブスポット・ブラウニー ８月 ７日 20 00 大阪 チェロは語り、ギターはうたう～Summer Classic Live（大阪公演） 荻野健ｖｃ　日南智之ｇ 二重奏 ｖｃ、ｇ
●ヴィヴァルディ・・・チェロと通奏低音のためのソナタ第５番●ブルグミュラー・・・チェロとギターのための３つの夜想曲
●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第１番より「前奏曲」●フォーレ・・・子守歌/夢のあとに●アルベニス・・・マラゲーニャ　他

384 ライブスポット・ブラウニー １２月 １９日 19 00 大阪 ヴィオラ＆ギター　デュオライブ 高野ちか子ｖa  日南智之ｇ 二重奏 ｖa、ｇ
●J.S.バッハ(グノー編)・・・アヴェ・マリア●ビーバー・・・パッサカリア
●ヴィヴァルディ・・・ソナタ第５番●グラナドス・・・スペイン舞曲第５番●アルベニス・・・アストゥーリアス　他

385
リーガロイヤルホテル
１階メインラウンジ

９月 ８日 11 00 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第３９公演】 横山恵理ｖｎ　石田聖子ｖｃ　浅川晶子ｐ 三重奏 ｖｎ、ｖｃ、ｐ ●シューマン・・・ピアノ三重奏曲o.p.１７

386
リーガロイヤルホテル
１階メインラウンジ

９月 ９日 11 15 大阪 大阪クラシック～街にあふれる音楽【第５２公演】 三好哲郎ｃｂ　三好雅美ｐ 二重奏 ｃｂ、ｐ ●フォーレ・・・エレジー●ドビュッシー・・・レントより遅く●コダーイ・・・エピグマ　他

387 ローズ文化ホール ４月 １３日 19 00 大阪 ROSE&RivSTジョイントコンサート（大阪公演） リバスト・ブラスクインテット 五重奏・外 tp、hrn、tb、tub、tp
●クーツィール・・・ドン・キホーテ/金管五重奏曲●Ｒ＆Ｒ・シェルマン・・・ジャングルブック
●酒井格・・・ダブルクインテット委嘱作品　他

388 ろくさろん ８月 １日 17 00 奈良 チェロは語り、ギターはうたう～Summer Classic Live（奈良公演） 荻野健ｖｃ　日南智之ｇ 二重奏 ｖｃ、ｇ
●ヴィヴァルディ・・・チェロと通奏低音のためのソナタ第５番●ブルグミュラー・・・チェロとギターのための３つの夜想曲
●J.S.バッハ・・・無伴奏チェロ組曲第１番より「前奏曲」●フォーレ・・・子守歌/夢のあとに
●アルベニス・・・マラゲーニャ　他

389 和歌山県民文化会館(小) １２月 １５日 19 00 和歌山
杉谷昭子ｐとライプツィヒ・ゲヴァントハウス弦楽四重奏団《室内楽の夕べ》
(和歌山公演)

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団〔フランク＝ミヒャエル・エルベンｖｎ　コンラート・ズスケｖｎ
オラフ・ハルマンｖa  ユルンヤーコブ・ティム〕

五重奏・外 ｖｎ２、ｖa、vc、ｐ
●モーツァルト・・・弦楽四重奏曲第１７番《狩》●シューベルト・・・弦楽四重奏曲第１３番《ロザムンデ》
●シューマン・・・ピアノ五重奏曲


