
コンサートシリーズ 2017‐18 

 

静岡音楽館 AOI×SPAC-静岡県舞台芸術センター 共同事業 

ふじのくに⇄せかい演劇祭 2017 連携プログラム 

1940 -リヒャルト･シュトラウスの家- 

2017 年 4 月 29 日（土･祝） 13:30 

宮城聰（演出）、野平一郎（音楽監督）、大岡淳（脚本） 

佐々木典子（ソプラノ）、妻屋秀和（バス）、中川俊郎（ピアノ）、花岡詠二（クラリネット） 

劇団 SPAC（若宮羊市（リヒャルト･シュトラウス）、木内琴子（アリーチェ･シュトラウス）、 

春日井一平（橘正一）、小長谷勝彦（大島浩）、奥野晃士（有田八郎･来栖三郎･父フランツ）、 

横山央（近衛秀麿･息子フランツ）） 

服部良一   蘇州夜曲 

R.シュトラウス  オリンピック賛歌（録音･部分） 

A.シェーンベルク 6 つのピアノ小品 op.19  

R.ヴァーグナー  夕星の歌（歌劇《タンホイザー》より） 

G.ヴェルディ  さようなら、過ぎ去りし日々よ（歌劇《椿姫》より） 

R.シュトラウス  皇紀 2600 年奉祝曲 op.84（録音･部分） 

W.ドナルドソン  私の青空 

R.シュトラウス  4 つの最後の歌 

 

ランチタイム･コンサート  

徳永二男（ヴァイオリン）のタンゴ 

2017 年 5 月 25 日（木） 11:30 

徳永二男（ヴァイオリン）、京谷弘司（バンドネオン）、田辺和弘（ベース）、淡路七穂子（ピアノ） 

C.ガルデル  想いのとどく日 

E.サボリード  フェリシア 

J.ガーデ   ジェラシー 

瀧廉太郎  荒城の月 

京谷弘司  レコルダシオン 

A.ビジョルド  エル･チョクロ 

A.スカルピーノ／J.カルダレージャ パリのカナロ 

A.ピアソラ  アディオス･ノニーノ 

ブエノスアイレスの夏 

 

 

子どものためのコンサート 

小林美恵（ヴァイオリン）＆ 野平一郎（ピアノ） ヴァイオリン名曲選 

2017 年 6 月 17 日（土） 15:00 

S.プロコフィエフ  行進曲（組曲《3 つのオレンジへの恋》op.33bis より 第 3 曲） 

M.d.ファリャ  スペイン舞曲（オペラ《はかなき人生》第 2 幕 より） 

F.クライスラー  美しきロスマリン 

愛の喜び 



ウィーン小行進曲 

A.ドヴォルザーク ユーモレスク 変ト長調 op.101-7 

M.ポンセ エストレリータ（小さな星） 

B.バルトーク ルーマニア民俗舞曲 Sz.56 

M.ラヴェル マ･メール･ロワ より 第 1 曲、3 曲、4 曲（野平多美 編） 

L.ハーライン 星に願いを（映画「ピノキオ」より） 

I.ストラヴィンスキー ディヴェルティメント より（バレエ音楽《妖精の口づけ》より） 

C.アンダーソン･ロペス／R.ロペス Let it go（映画「アナと雪の女王」より） 

J.ドッド ミッキーマウス･マーチ 

P.サラサーテ ツィゴイネルワイゼン op.20 

 

 

フランチェスコ･トリスターノ ピアノ･リサイタル 

2017 年 7 月 8 日（土） 18:00 

J.S.バッハ  イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV971 

フランス風序曲 ロ短調 BWV831 

ゴルトベルク変奏曲 BWV988 

 

 

ライナー･キュッヒル ＆ 福田進一 

ウィーンのサロン･コンサート 

2017 年 8 月 6 日（日） 15:00 

N.パガニーニ  協奏風ソナタ イ長調 op.61, MS2 

F.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 op.6（ヴァイオリン･ソロ） 

M.ジュリアーニ  協奏風二重奏曲 ホ短調 op.25 

F.タレガ   アラビア風奇想曲 ～ アルハンブラの思い出（ギター･ソロ） 

M.d.ファリャ  スペイン民謡組曲（P.コハンスキー 編／福田進一 改編） 

P.d.サラサーテ  アンダルシアのロマンス op.22-1 

カルメン幻想曲 op.25（福田進一 改編） 

 

 

鈴木優人の《四季》 

2017 年 9 月 9 日（土） 18:00 

鈴木優人（指揮、ピアノ、チェンバロ） 

松井亜希（ソプラノ、朗読） 

山口幸恵（ソロ･ヴァイオリン／コンサートマスター） 

アンサンブル･ジェネシス（荒木優子、大鹿由希、廣海史帆、山内彩香（ヴァイオリン）、 

成田寛、吉田篤（ヴィオラ）、エマニュエル･ジラール、懸田貴嗣（チェロ）、 

西山真二（コントラバス）、竹内将也（打楽器）、森下唯（ピアノ）） 

P.I.チャイコフスキー 《四季》op.37b より〈10 月 秋の歌〉 

F.メンデルスゾーン 序曲《夏の夜の夢》op.21（鈴木優人 編） 

三善晃   四つの秋の歌 



石井眞木  ピアノ曲 - 北･銀･夜（冬）op.93 

O.レスピーギ  《ボッティチェリの 3 枚の絵》より〈春〉（鈴木優人 編） 

H.ベルリオーズ  《夏の夜》op.7 より〈知られざる島〉（鈴木優人 編） 

鈴木優人  浄められし秋（2017 年度静岡音楽館 AOI 委嘱作品 世界初演） 

A.ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集《四季》op.8-1～4 

 

 

第 22 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 

2017 年 9 月 16 日（土） 18:00 

A.ゲラシメス  アスヴェンチュラス 

小野陽史（スネア･ドラム） 

K.ヴァシリエフ  3 つの森の絵 

    深澤太一（ギター） 

大中恩   女声合唱組曲《愛の風船》より〈母のように〉 

佐藤勝   一本の鉛筆 

聖歌   Dona Nobis Pacem 

たかだりゅうじ  ねがい 

    カンティアーモ常葉（声楽アンサンブル） 

J.シベリウス  ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47 より 第 1 楽章 

小川亜希子（ヴァイオリン）、舘美里（ピアノ） 

三善晃   リップル -独奏マリンバのための- 

中野志保（マリンバ） 

G.ヴェルディ  歌劇《イル･トロヴァトーレ》より〈穏やかな夜〉〈恋は薔薇色の翼に乗って〉 

遠藤紗千（ソプラノ）、濱野基行（ピアノ） 

D.ショスタコーヴィチ 2 台のピアノのためのコンチェルティーノ op.94 

上野由理、藤田麻貴子（2 台ピアノ） 

L.v.ベートーヴェン ヴァイオリン･ソナタ第 8 番 ト長調 op.30-3 

湯原好恵（ヴァイオリン）、新井瞭（ピアノ） 

 

静岡･室内楽フェスティバル 2017 

ヴァイオリンの潮流Ⅱ 古典派のヴァイオリン 

アリーナ･イヴラギモヴァ ヴァイオリン･リサイタル  

2017 年 10 月 9 日（月･祝） 15:00 

アリーナ･イヴラギモヴァ（ヴァイオリン）、セドリック･ティベルギアン（ピアノ） 

W.A.モーツァルト ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第 27 番 ト長調 K.379（373a） 

F.シューベルト  幻想曲 ハ長調 op.159, D.934 

L.v.ベートーヴェン ヴァイオリン･ソナタ第 9 番《クロイツェル》イ長調 op.47 

 

 

静岡･室内楽フェスティバル 2017 

第 7 回アマチュア･アンサンブルの日♪ 

2017 年 11 月 3 日（金･祝） 12:00 



[第 1 部] 

アンサンブル･クリーク（トランペット、フルート、弦楽五重奏、チェンバロ） 

J.S.バッハ  管弦楽組曲第 2 番 ロ短調 BWV1067 より 

ファーニィとその仲間たち（フルート、オーボエ、弦楽五重奏、チェンバロ） 

J.C.バッハ  五重奏曲 ハ長調 op.11-1 

アンサンブル･ヴァン･ルージュ（フルート、ヴァイオリン、チェロ、ピアノ） 

W.A.モーツァルト ピアノ協奏曲第 20 番 ニ短調 K.466 第 2、3 楽章（J.N.フンメル 編） 

アンサンぶる静岡（フルート、ヴィオラ、チェロ、ギター） 

L.ボッケリーニ  ギター五重奏曲第 4 番 ニ長調 G.448 第 1、3 楽章 

ラリレロ（弦楽合奏） 

J.S.バッハ  2 つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 第 1、2 楽章 

ムジカ･ブリューメ（弦楽合奏） 

G.F.ヘンデル  合奏協奏曲第 3 番 ホ短調 op.6-3, HWV321 第 3 楽章 

M.グリンカ  夜想曲《別れ》 

P.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 

 

[第 2 部] 

富士宮 COTUPON Orchestra（サクソフォン、ピアノ） 

N.アダレイ  ワークソング 

ハルモニア クインテット（木管五重奏、ピアノ） 

F.プーランク  六重奏曲 第 1、2 楽章 

アンサンブル とろ（トロンボーン三重奏） 

成田勤   スターライト･ハイウェイ 

Ensemble LIETO（サクソフォン四重奏） 

F. et M.ジャンジャン サクソフォン四重奏曲 

はんなりブラス（金管四重奏） 

P.グレイアム  タイムピース 

静岡県トロンボーン協会（トロンボーン七重奏） 

G.F.ヘンデル  歌劇《リナルド》HWV7 より〈私を泣かせてください〉（A.オストランダー 編） 

J.S.バッハ  モテット《主よ、私の喜びよ》BWV227 より（M.ハルベンソン 編） 

V.E.ベッカー  マーチ 

ブラス･アンダンテ静岡（金管七重奏） 

J.S.バッハ  フーガの技法 BWV1080 より 第 1、9 曲（中川良平 編） 

主よ、人の望みの喜びよ（BWV147）（中川良平 編） 

 

[第 3 部]  

アラウンド フィフティーズ（うた、ヴァイオリン、ピアノ） 

J.S.バッハ  主よ、人の望みの喜びよ（BWV147）（山口景子 編） 

G.カッチーニ  アヴェ･マリア（山口景子 編） 

岡野貞一  故郷（山口景子 編） 

Amici（ピアノ、うた、サクソフォン、打楽器） 

C.-M.シェーンベルク ミュージカル《レ･ミゼラブル》より 



篠笛アンサンブル フラウタ 

わらべ歌  かぞえ唄（尾原昭夫 編） 

朱鷺たたら  かがり田楽 

佐藤和哉  さくら色のワルツ 

R.ラヴランド  ユー･レイズ･ミー･アップ 

中ボ連音楽隊（ハーモニカ、トランペット、ギター、ピアノ、打楽器、うた） 

町田嘉章  ちゃっきり節（大石喜久雄 編） 

アンデス民謡  花祭り（大石喜久雄 編） 

F.レイ   男と女（大石喜久雄 編） 

H.マスト･ロドリゲス ラ･クンパルシータ（大石喜久雄 編） 

大石喜久雄  ピンクのカーディガン 

Duo Brise（ピアノ･デュオ） 

E.シャブリエ  ロマンティックなワルツ第 1 番 ニ長調 

The Pretty Dolls（うた、ピアノ･デュオ） 

中田喜直  誰も知らない 

P.I.チャイコフスキー バレエ音楽《くるみ割り人形》より〈行進曲〉〈あし笛の踊り〉〈花のワルツ〉 

アニロ･グランデ（ギター二重奏） 

Q.M.y.コルテス  シェリト･リンド 

C.ベラスケス  ベサム･ムーチョ 

Z.アブレウ  ティコ･ティコ 

りこぱら。（リコーダー六重奏） 

A.メンケン  ホール･ニュー･ワールド 

W.A.モーツァルト アイネ･クライネ･ナハトムジーク（セレナード第 13 番 K.525）第 1 楽章 

葉加瀬太郎  エトピリカ 

富士リコーダーオーケストラ 

J.パッヘルベル  カノン 

W.A.モーツァルト 歌劇《魔笛》K.620 より 

A.L.ウェバー  ミュージカル《オペラ座の怪人》より 

ギターアンサンブル サウンド･オブ･ドリーム 

J.S.バッハ  主よ、人の望みの喜びよ（BWV147）（J.スパークス 編） 

I.イヴァノヴィチ  ドナウ河のさざ波（久保田尚男 編） 

J.ブラームス  ハンガリー舞曲第 5 番（D.アデェル 編） 

フレンズ（マンドリン･ギター･アンサンブル） 

C.フランソワ  マイ･ウェイ 

A.W.ケテルビー  エジプトの秘境にて（S.パニエーリ 編） 

 

 

静岡･室内楽フェスティバル 2017 

AOI･レジデンス･クヮルテット 

2017 年 11 月 11 日（土） 18:00 

松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）川本嘉子、菅沼準二（ヴィオラ）河野文昭（チェロ） 

L.v.ベートーヴェン 弦楽四重奏曲第 3 番 ニ長調 op.18-3 



M.ラヴェル  弦楽四重奏曲第 1 番 ヘ長調 

W.A.モーツァルト 弦楽五重奏曲第 4 番 ト長調 K.516 

 

 

マーク･パドモア テノール･リサイタル 

2017 年 11 月 25 日（土） 18:00 

マーク･パドモア（テノール）、ポール･ルイス（ピアノ） 

F.J.ハイドン  彼女は決して恋について話さない Hob.XXVIa-34 

精霊の歌 Hob.XXVIa-41 

私を忘れないで（おとめへの問いの答え）Hob.XXVIa-46 

W.A.モーツァルト すみれ K.476 

ラウラに寄せる夕べの思い K.523 

L.v.ベートーヴェン アデライーデ op.46 

F.シューベルト  すみれ（ヴィオラ）op.123, D.786 

R.シューマン  詩人の恋 op.48 

 

 

子どものためのコンサート 

松倉利之「打楽器と遊ぼう」 

2017 年 12 月 16 日（土） 15:00 

松倉利之、石崎陽子、山下雅雄、和田光世（打楽器） 

第 19 期「子どものための音楽ひろば」受講生 

A.フィリドール／J.フィリドール 2 組のティンパニのマーチ 

山下雅雄  メリータイム 4 人の打楽器奏者のための 

W.ロッゲンカンプ アフリカン･ブルース マリンバ二重奏のための 

遠藤雅夫  マリン･スノー 

林光   雨の音楽（詞：J.S.コッターJr.、訳：木島始） 

竹島悟史 編  メドレー《ジョイフル クリスマス》 

I.マルタ   ドールズ･ハウス･ストーリー 

 

 

オーケストラを聴こう 

ブラームス：交響曲全集Ⅲ 

2018 年 2 月 4 日（日） 15:00 静岡市清水文化会館マリナート大ホール 

沼尻竜典（指揮）、横山幸雄（ピアノ）、東京交響楽団 

J.ブラームス  ピアノ協奏曲第 1 番 ニ短調 op.15 

   交響曲第 1 番 ハ短調 op.68 

 

 

至高の室内楽 

横川晴児（クラリネット）と仲間たち 

2018 年 2 月 17 日（土） 18:00 



横川晴児（クラリネット）、四方恭子（ヴァイオリン）、山崎伸子（チェロ）、野平一郎（ピアノ） 

J.ブラームス  クラリネット三重奏曲 イ短調 op.114 

M.ラヴェル  ヴァイオリンとチェロのためのソナタ 

O.メシアン  世の終りのための四重奏曲 

 

 

JAZZ LIVE 

ジョヴァンニ･ミラバッシ･トリオ feat. サラ･ランクマン（ヴォーカル） 

2018 年 3 月 2 日（金） 19:00 

ジョヴァンニ･ミラバッシ（ピアノ）、ジャンルカ･レンツィ（ベース）、ジーン･ジャクソン（ドラムス）、 

サラ･ランクマン（ヴォーカル） 

カストルプ（魔の山）（映画「風立ちぬ」より） 

All The Things You Are 

I Want Your Love（with サラ･ランクマン） 

Ca n’a plus d’importance（with サラ･ランクマン） 

Love Me Just Your Way（with サラ･ランクマン） 

人生はメリーゴーランド（映画「ハウルの動く城」より）（with サラ･ランクマン） 

If I should lose You（with サラ･ランクマン） 

On s’est aimes／愛し合ったことを（with サラ･ランクマン） 

Tout Bas（with サラ･ランクマン） 

A Contretemps（with サラ･ランクマン） 

Don’t Lose Me（with サラ･ランクマン） 

 

 

東日本大震災復興支援 

聲明 鎮魂の祈り 

2018 年 3 月 10 日（土）15:00 

声明の会・千年の聲 

迦陵頻迦聲明研究会（真言聲明）、七聲会（天台聲明） 

唄  始段唄（天台） 

   如来唄（真言） 

散華 上段発願句（天台） 

   下段回向句（真言） 

梵音 十方段（天台） 

   海霧讃歎 

   出生段（真言） 

錫杖 一條（真言） 

   後唄（天台） 

   合殺（天台） 

   三條（真言） 

般若心経（真言） 

三句念仏（天台） 



甲念仏（天台） 

 


