2008 年度
ロシアの音楽Ⅰ
オーケストラを聴こう
東京交響楽団チャイコフスキーの夕べ
2008 年 5 月 23 日（金）

19:00

静岡市民文化会館大ホール
大友直人（指揮）、清水和音（ピアノ）、東京交響楽団
歌劇《エウゲニー･オネーギン》op.24 より〈ポロネーズ〉

P.I.チャイコフスキー

ピアノ協奏曲第 1 番 変ロ短調 op.23
交響曲第 6 番《悲愴》ロ短調 op.74
アンコール）P.I.チャイコフスキー：バレエ音楽《くるみ割り人形》op.71 より〈トレパックの踊り〉
ロシアの音楽Ⅱ
樫本大進（ヴァイオリン）＆コンスタンチン･リフシッツ（ピアノ） デュオ･リサイタル
2008 年 6 月 24 日（火）

19:00
ピアノ･ソナタ第 2 番 ロ短調 op.61

D.ショスタコーヴィチ

ヴァイオリン･ソナタ op.134
ヴァイオリン･ソナタ第 9 番《クロイツェル》イ長調 op.47

L.v.ベートーヴェン

アンコール）D.ショスタコーヴィチ：歌曲集《風刺》op.109 より第 5 曲〈クロイツェル･ソナタ〉
シューベルトの午後
2008 年 7 月 13 日（日）

15:00

田部京子（ピアノ）
AOI･レジデンス･クヮルテット
松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）
吉田秀（コントラバス）
弦楽四重奏曲第 14 番《死と乙女》ニ短調 D.810

F.シューベルト

ピアノ･ソナタ第 21 番 変ロ長調 D.960
五重奏曲《ます》イ長調 op.114, D.667
プロデュース：高橋アキ
高橋アキ ピアノ･コレクション with 田中泯（ダンス）
2008 年 7 月 23 日（水）

19:00

高橋アキ（ピアノ）、田中泯（ダンス）、田中あみ（照明）
E.サティ

ノクチュルヌ第 4、5、6 番

F.シューベルト

ピアノ･ソナタ第 19 番 ハ短調 D985（遺作）

～タンゴ･コレクションより～
I.アルベニス

タンゴ（組曲《スペイン》op.165 より）

S.バーバー

ためらいのタンゴ（組曲《スーヴェニア》op.28 より）

A.カラン

タンゴ No.1

M.サール

流浪者のカフェ･タンゴ

J.セラーズ

タンゴ･タカハシ

AYUO

ユーラシアン･タンゴ第 1 番

左近田展康

ニュー･センチュリー･ソング

西村朗

タンゴ

D.ミヨー

フラテリーニのタンゴ（バレエ音楽《屋根の上の牡牛》op.58 より）

J.ヴィエネ

タンゴ

A.ピアソラ

ミケランジェロ 70

アンコール）E.サティ：ジムノペディ第 1 番、第 3 番
グノシエンヌ第 1 番、第 6 番
第 13 回「静岡の名手たち」オーディション合格者によるコンサート
2008 年 9 月 20 日（土）

18:00
フランスの歌〈ああ、お母さん聞いて〉による 12 の変奏曲 ハ長調

W.A.モーツァルト

（きらきら星変奏曲）K.265(300e)
柏原亜耶（ピアノ）
短歌による変奏曲

C.シェーヌ

岩城昌代（フルート）、長崎麻里香（ピアノ）
リゴレット（演奏会用パラフレーズ）S.434

F.リスト
金安悦子（ピアノ）

組曲 op.5 よりⅡ.シシリエンヌ、Ⅲ.トッカータ

M.デュリュフレ
大木麻里（オルガン）
中能島欣一

新潮

渡辺育美、朝香麻美子（箏）
ピアノ･ソナタ第 2 番 変ロ短調 op.36 より第 1、2 楽章

S.ラフマニノフ
今田篤（ピアノ）

五重奏曲《ます》イ長調 op.114 D.667 より第 4、5 楽章

F.シューベルト
ブラヴォー･アンコール！
ハーゲン弦楽四重奏団

ベートーヴェンの夕べ

2008 年 10 月 3 日（金）

19:00

ルーカス･ハーゲン、ライナー･シュミット（ヴァイオリン）
ヴェロニカ･ハーゲン（ヴィオラ）、クレメンス･ハーゲン（チェロ）
弦楽四重奏曲第 16 番 ヘ長調 op.135

L.v.ベートーヴェン

弦楽四重奏曲第 11 番《セリオーソ》ヘ短調 op.95
弦楽四重奏曲第 14 番 嬰ハ短調 op.131
雅楽《秋庭歌》
2008 年 10 月 18 日（土）
一柳慧

三輪眞弘

15:00
時の佇いⅠ

蝉の法

宮田まゆみ（竿（う））

Ⅱ

篠﨑史子（転軫箜篌（てんじんくご））

Ⅴ

山口恭範（方響（ほうきょう））
西陽子（縧軫箜篌（じょうしんくご））

野平一郎

メモワール･ヴィーヴ

笹本武志（排簫（はいしょう））
山口恭範（方響（ほうきょう））
篠﨑史子（転軫箜篌（てんじんくご））

武満徹

雅楽《秋庭歌》一具
Ⅰ

参音声（まいりおんじょう）

Ⅱ

吹渡（ふきわたし）

Ⅲ

塩梅（えんばい）

Ⅳ

秋庭歌（しゅうていが）

Ⅴ

吹渡二段（ふきわたしにだん）

Ⅵ

退出音声（まかでおんじょう）
木戸敏郎（企画･構成）

ライフ･オヴェ･アンスネス ピアノ･リサイタル
2008 年 10 月 23 日（木）

19:00
ピアノ･ソナタ第 13 番 変ホ長調 op.27-1

L.v.ベートーヴェン

ピアノ･ソナタ第 14 番《月光》嬰ハ短調 op27-2
《前奏曲集》

C.ドビュッシー

第2巻 第1曲

霧

第1巻 第3曲

野を渡る風

第 5 曲 アナカプリの丘
第 6 曲 雪の上の足あと
第2巻 第3曲

ビーノの門

第1巻 第7曲

西風の見たもの

第2巻 第5曲

ヒースの草むら

第1巻 第9曲

さえぎられたセレナード

第 2 巻 第 10 曲 エジプトの壺
第 8 曲 オンディーヌ
第 7 曲 月の光がそそぐ謁見のテラス
アンコール）D.スカルラッティ：ソナタ 嬰ハ短調
F.シューベルト：ソナタ第 19 番 ヘ短調 D.958 第 4 楽章
ロシアの音楽 3
ロシア･アヴァンギャルドとその周辺
「それは、ロシアから始まった」
2008 年 11 月 16 日（日）

15:00

野平一郎（ピアノ）
AOI･レジデンス･クヮルテット
松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）
A.スクリャービン

ピアノ･ソナタ第 9 番《黒ミサ》op.68

A.モソロフ

ピアノ･ソナタ第 2 番 ロ短調 op.4

I.ストラヴィンスキー

3 つの小品

A.ルリエ

大気のかたち

N.ロスラヴェツ

弦楽四重奏曲第 3 番

D.ショスタコーヴィチ

ピアノ五重奏曲 ト短調 op.57

アンコール）D.ショスタコーヴィチ：ピアノ五重奏曲 ト短調 op.57 より第 3 楽章
ランチタイム･コンサート
椎名雄一郎（オルガン）
2008 年 12 月 12 日（金）

11:30

L.マルシャン

グラン･ディアローグ ハ長調（オルガン曲集第 3 巻より）

L.C.ダカン

ノエル第 2 番 op.2-2

J.S.バッハ

ピエス･ドルグ ト長調 BWV572
3 つのコラール前奏曲〈いざ来ませ、異邦人の救い主よ〉BWV659,660,661

A.ヴィヴァルディ／J.S.バッハ

協奏曲イ短調 BWV593

アンコール）J.S.バッハ：コラール〈主よ、人の望みの喜びよ〉
子どものための
クリスマス★コンサート《くるみ割り人形》
2008 年 12 月 23 日（火･祝）

15:00

【第 1 部】
T.デュボワ

トッカータ ト長調
中川紫音（オルガン）

B.バルトーク

ラプソディ第 2 番 Sz.89
小林美恵（ヴァイオリン）、橋本直子（ピアノ）

R.シャーマン

《メリー･ポピンズ》より〈私の煙突そうじ屋さん〉（詞：R.シャーマン）

R.ロジャース

《サウンド･オブ･ミュージック》より〈エーデルワイス〉

F.ロウ

《マイ･フェア･レディ》より〈運が良けりゃ〉（詞：A.J.ラーナー）
池田直樹（バス･バリトン）、野平一郎（ピアノ）

J.シュトラウス 2 世

皇帝円舞曲 op.437
野平一郎（ピアノ）

G.F.ヘンデル

歌劇《リナルド》より〈私を泣かせてください〉（細川俊夫 編）
川本嘉子（ヴィオラ）

F.クライスラー

美しきロスマリン op.55-4
川本嘉子（ヴィオラ）、野平一郎（ピアノ）

カタロニア民謡

聖母の御子（A.セゴビア 編）

C.コンバース

星の世界（武満徹 編）

A.バリオス＝マンゴレ

郷愁のショーロ
福田進一（ギター）

【第 2 部】
松倉利之

入場のための音楽

スイス民謡

おおブレネリ（詞：松田稔

間宮芳生

空の向こうがわ（詞：友竹辰）

矢代秋雄 編）

戸﨑裕子（指揮）、野平一郎（ピアノ）

第 10 期「子どものための音楽ひろば」受講生
《くるみ割り人形》（吉川和夫 編、台本：野平一郎）より

P.I.チャイコフスキー

〈序曲〉、〈行進曲〉、〈金平糖の踊り〉、〈ロシアの舞曲トレパーク〉
〈アラビアの踊り〉、〈花の円舞曲〉
野平一郎（指揮）、岩城昌代（フルート）、村田明日香（クラリネット）
福田進一（ギター）、小林美恵、小杉結（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）、山西貴久（コントラバス）
斉藤めぐみ、油井美香（ピアノ）、中川紫音（オルガン）
髙畠空（マリンバ）、富田真由香（打楽器）、池田直樹（お話）
【第 3 部】
ビートルズ

「平和を我らに」によるショート･ファンタジー（F.ジェフスキー編）

E.サティ

ジュ･ドゥ･ヴ
高橋アキ（ピアノ）
チェロ･ソナタ ト短調 op19 より第 3 楽章

S.ラフマニノフ

河野文昭（チェロ）、野平一郎（ピアノ）
軍隊行進曲第 1 番 ニ長調 op.51-1, D.733-1

F.シューベルト

高橋アキ、野平一郎（ピアノ連弾）
《7 つのスペイン民族組曲》より〈ホタ〉、〈ナナ〉、〈ボロ〉

M.デ･ファリャ

福田進一（ギター）、河野文昭（チェロ）
野平多美 編

クリスマス★メドレー
神の御子は
ひいらぎかざろう
まきびとひつじを
ホワイト･クリスマス
そりすべり
もみの木
きよしこの夜
もろびとこぞりて

ニューイヤー･コンサート
ベルリン･フィル八重奏団
2009 年 1 月 9 日（水）

19:00

ベルリン･フィル八重奏団
ローレンツ･ナストゥリカ（第 1 ヴァイオリン）、ペーター･ブレム（第 2 ヴァイオリン）、
ヴィルフリード･シュトレーレ（ヴィオラ）
、クリストフ･イゲルブリンク（チェロ）、
エスコ･ライネ（コントラバス）、ヴェンツェル･フックス（クラリネット）、ラデク･バボラク（ホルン）
、
ベンツェ･ボガーニ（ファゴット）
W.A.モーツァルト

セレナーデ第 13 番《アイネ･クライネ･ナハト･ムジーク》 ト長調 K.525
ホルン五重奏曲 変ホ長調 K.407(386c)

F.シューベルト

八重奏曲 ヘ長調 op.166, D.803

アンコール）J.シュトラウス 2 世：ワルツ《美しく青きドナウ》op.314
J.シュトラウス 1 世：ラデツキー行進曲 op.228

ランチタイム･コンサート
幸田浩子（ソプラノ）＆野平一郎（ピアノ）
2009 年 2 月 5 日（木）

11:30
歌劇《セルセ》HWV40 より〈なつかしい木陰よ〉

G.F.ヘンデル

歌劇《リナルド》HWV7 より〈わたしを泣かせてください〉
歌劇《アルチーナ》HWV34 より〈あなたが戻ってきたら〉
モテット《アヴェ･ヴェルム･コルプス》K.618

W.A.モーツァルト

モテット《踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ》K.165(158a)より〈アレルヤ〉
フランスの歌〈ああ、お母さん聞いて〉による 12 の変奏曲 ハ長調 K.265
山田耕筰

この道
唄
たゝへよ、しらべよ、歌ひつれよ
ブラジル風バッハ第 5 番より

E.ヴィラ＝ロボス

Ⅰ. アリア（カンティーレ）
Ⅱ. 踊り（マルテロ）
アンコール）アメイジンググレイス
武満徹：小さな空
子どものためのコンサート／シリーズ･若い翼
若い作曲家からの子どもたちへのプレゼント
2009 年 3 月 1 日（日）

15:00

鷹羽弘晃

「14 ひきのぴくにっく」のための小ファンタジー
田村安紗美（ヴァイオリン）、細井和美（クラリネット）
鷹羽弘晃（ピアノ）

鶴見幸代

われわれ
ノズルズ
木ノ脇道元（フルート）、斎藤和志（フルート）
古田士明歌（フルート、こえ）、多久潤一郎（フルート）
鶴見幸代（オルガン）

西風満紀子

kiki-mimi（聴耳）
森川栄子（こえ）、細井和美（クラリネット）、和田光世（打楽器）

平成 20 年度 静岡音楽館倶楽部会員特別コンサート
大萩康司 ギター･リサイタル
2009 年 3 月 13 日（金）

19:00

金子仁美

リーベの塔

武満徹

編曲集《ギターのための 12 の歌》より
早春賦（中田章）
失わせた恋（J.コスマ）
ヒア･ゼア･アンド･エヴリウェア（J.レノン＆P.マッカートニー）
ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）

A.アッセルボーン

老いた賢者
風の道

C.ガルデル

思いの届く日（B.ビジャダンゴス 編）

A.ピアソラ

5 つのタンゴ

A.ヒナステラ

ソナタ op.47

アンコール）R.ディアンス：タンゴ･アン･スカイ
横尾幸弘：さくらの主題による変奏曲

