さまが
会 場の 皆
主 役の
です。
コンサート

名曲ベスト・30選

リクエストコンサート

7.22

2011.
［全指定席］

S席╱ 4,000 円

当日500円増し

三井住友海上

金

18：00 開場
18：45 開演

地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅下車 5番出口 徒歩3分
TEL╱（052）222-7110

A席╱ 3,000 円

私たちソリストが
リクエストにお応えします。

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

第一部

30曲のダイジェストを演奏します。

第二部

リクエスト投票後、人気の高い順に演奏します。

A.ヴィヴァルディ
（1678-1841）

１ 合奏協奏曲
「四季」
より
「冬」
J.S.バッハ
（1685-1750）

C.サン＝サーンス
（1835-1921）

16 「動物の謝肉祭」
より
「白鳥」
F.クライスラー
（1875-1962）

２ Ｇ線上のアリア

17 愛の悲しみ

T.アルビノー二（1671-1751）

J.マスネー
（1842-1912）

３ アダージョ

18 タイスの瞑想曲

W.A.モーツァルト
（1756-1791）

企画・プロデュース

V.モンティ
（1868-1922）

Pf╱ 佐々木

４ 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第１楽章 19 チャルダッシュ
W.A.モーツァルト

５ 歌劇
「フィガロの結婚」
序曲
L.ヴァン ベートーヴェン
（1770-1827）

６ ピアノソナタ
「悲愴」
第２楽章
L.ヴァン ベートーヴェン

７ ヴァイオリンソナタ
「春」
第１楽章
F.ショパン
（1810-1849）

F.タルレガ
（1852-1909）

20 アルハンブラの思い出
J.ロドリーゴ
（1901-1999）

21 「アランフェスの協奏曲」
第２楽章
I.アルベニス
（1860-1909）

22 アストゥリアス

F.Ｐ.シューベルト
（1797-1828）

８ ノクターンOp.9-2

23 「冬の旅」
より
「菩提樹」

J.ブラームス
（1833-1897）

９ ハンガリー舞曲 第１番
J.ブラームス

10 交響曲第３番第3楽章
A.ドヴォルザーク
（1841-1904）

11 ピアノトリオ「ドゥムキー」Op.90 第１楽章
A.ドヴォルザーク

12 スラブ舞曲 Op.72 第2番
F.リスト
（1811-1886）

伃利子

Gt╱酒井 康雄

Vn╱木全 利行

Vn & Va╱松実 健太

Vc╱小川 剛一郎

P.I.チャイコフスキー
（1840-1893）

24 バレエ
『白鳥の湖』
より
「情景」
P.I.チャイコフスキー

25 バレエ『くるみ割り人形』より
「花のワルツ」
A.ハチャトリアン
（1903-1978）

26 組曲
『仮面舞踏会』
より
「ワルツ」
N.ロータ
（1911-1979）

27 映画
「道」
のテーマ
S.フェイン
（1902-1989）

28 映画
「慕情」
のテーマ

13「愛の夢」
第3番

M.ラヴェル
（1875-1937）

H.マンシー二（1924-1994）

14 ボレロ

29 映画
「ひまわり」
のテーマ

A.ピアソラ
（1921-1992）

J.シュトラウスⅡ世（1825-1899）

30 「美しく青きドナウ」
Op.314

15 リベルタンゴ

Fl╱竹内 梓

Vn╱鈴木 絢

Pf╱海老原 優里

◎曲目が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

主催 ╱ 特定非営利活動法人
チケット取扱い

お問い合わせ

http：//www.jacmusic.jp

協賛 ╱ 楽友会

✆052‒762‒0666
✆0570‒00‒5310 http：//clanago.com/i‒ticket(24時間予約可)
しらかわホールチケットセンター ✆052‒222‒7117 芸文プレイガイド ✆052‒972‒0430
クラシック名古屋

✆052‒762‒0666 e‒mail ╱ jacmusic@jacmusic.jp
✆052‒678‒5310

どこかで聞いたことがあるけど
「曲名」が分からないという方 、
曲名は分かるけど
「メロディ」を忘れたという皆さまへ。
日本室内楽アカデミーは５００曲以上のレパートリーを持った団体です。
今回で４回目の
『リクエストコンサート」が更に進化しました。
どこかで聞いたことがあるけど
「曲名」が分からないという方、
その反対の方も多くいらっしゃいます。
そのような声にお応えして、前半ではその曲の
『有名な部分」
のみの演奏し、
休憩の間に聴きたい曲を投票用紙に記しをして下さい。
後半は人気のある順に演奏します。終了時間ぎりぎりまで、演奏します。
出演者プロフィール
企画・プロデュース

佐々木 伃利子 （ピアノ）
桐朋学園高校音楽科、同大学卒、
アメリカ合衆国政府より日本人音楽家として初めて小泉首相、海部首相、橋本首相など歴代総理経
験者と同じプログラムで招待される。
ＵＳツアー
（カーネギホ−ルなど３都市）、
ロンドンにて
「ＪＡＰＡＮ２００１」
の公式プログラムに招聘され高
い評価を受ける。名古屋市芸術奨励賞（音楽部門最年少）愛知県芸術文化選奨、平成21年度文部科学大臣表彰（音楽部門最年少、
地域芸術貢献）
など受賞多数。
ＣＢＣテレビ放送では、
１９９４年よりピアノ演奏のレギュラー番組『美音市場」
「名曲ピアノサロン」
を１０年
に亘り務め、幅広いレパートリーとジャンルを超えたゲスト
（前田憲男、小原 孝）
などの共演も話題になった。
２００４年から東海テレビ放送
にて
「伃利子の一奏一会〜素敵にTalk〜環境立国への交響曲」
のキャスターを９年間務めた。
日本室内楽アカデミー理事長。

酒井 康雄（ギター）
名古屋大学にて化学を学んだが、在学中にギタリストへ転向。
スペイン給付費として渡欧。
パリ・エコールノルマル音楽院ギター科を最
高位で卒業。翌年、演奏家資格を得て帰国。名古屋市芸術奨励賞受賞。名古屋芸術大学、愛知県立大学各講師。
日本室内楽アカデミー副代表。

木全 利行（ヴァイオリン）
全日本学生音楽コンクール小学生の部第３位。桐朋学園高校音楽科で学び、
ＮＨＫ交響楽団に入団。民音室内楽コンクールにて
「斎藤秀雄賞」
を受賞。
フィンランドに於けるシベリウス・ウィークにソリストとして招聘される。
ＮＨＫ交響楽団団員。
日本室内楽アカデミーメンバー。

松実 健太（ヴァイオリン、ヴィオラ）
桐朋学園高校音楽科、同大学を経て、英国王立音楽院ヴァイオリン科を主席で卒業。同ヴィオラ研究科終了。
ライオネルターティス国際
コンクール弦楽器部門優勝。王立音楽院よＨＯＮ・ＡＲＡＭ
（王立名誉会員）の称号を授与される。
ライオネルターティス国際音楽コン
クールの審査員を務める。
日本室内楽アカデミーメンバー。

小川 剛一郎（チェロ）
桐朋学園大学音楽学部を主席で卒業。パリ・エコールノルマル音楽院演奏学科を最高位で卒業。
日本音楽コンクール第３位。
ラジオ
フランスの招きでパリにてレーヌ・フラショー追悼コンサート招かれる。
日本室内楽アカデミーメンバー。

竹内 梓（フルート）
国立音楽大学器楽科卒業。
日本演奏連盟推薦新人演奏会オーディション合格。第７回新進演奏家紹介コンサート、
オーディション最優
秀賞受賞。大阪フィル、名古屋フィル、
ブルガリア国立トリブーヒン室内オーケストラ等と共演。
ＮＨＫＦＭ
「フレッシュコンサート」
「ＦＭリサイ
タル」
に出演。名古屋音楽大学講師。
日本室内楽アカデミーメンバー。

鈴木 絢（ヴァイオリン）

海老原 優里（ピアノ）

フェリス女学院大学音楽学部演奏科卒業。
その後渡仏して研

愛知県立芸術大学音楽学部卒業、同大学院修了。大阪国

鑽を積む。第20回「バルレッタインターナショナルコンペティ

際音楽コンクール第３位。名古屋演奏家育成塾第７回、奨励

ション」
（イタリア）
１位。名古屋演奏家育成塾第４回コンサー

賞、名古屋市長賞受賞。同、第１０回ガラコンサート参加、審

ト、奨励賞、名古屋市長賞受賞。

査員特別賞受賞。

