
～～～～ PROGRAM ～～～～

（（（（1:1:1:1:00000p.m.0p.m.0p.m.0p.m.    開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間････１時間１時間１時間１時間４４４４０分）０分）０分）０分）

●ピアノ●●ピアノ●●ピアノ●●ピアノ●

＜＜＜＜連弾を弾く少女達連弾を弾く少女達連弾を弾く少女達連弾を弾く少女達＞＞＞＞

　１．高橋　１．高橋　１．高橋　１．高橋    沙音沙音沙音沙音････松井　藍（連弾）松井　藍（連弾）松井　藍（連弾）松井　藍（連弾）
　　　三善　晃：猪たちの祭り太鼓、ずいずいずっころばし

＜ショパンを弾く少年と乙女達＜ショパンを弾く少年と乙女達＜ショパンを弾く少年と乙女達＜ショパンを弾く少年と乙女達＞＞＞＞

　２．高橋　２．高橋　２．高橋　２．高橋    沙音沙音沙音沙音
　　　ワルツ イ短調 KK IVb-11 

　３．松井　藍　３．松井　藍　３．松井　藍　３．松井　藍
　　　マズルカ ト短調 Op.67-2 

　４．小川　４．小川　４．小川　４．小川    尭史尭史尭史尭史
　　　マズルカ 変ロ長調 KK IVb-1 

　５．上坂　５．上坂　５．上坂　５．上坂    桃世桃世桃世桃世
　　　ノクターン ヘ長調 Op.15-1 

　６．長谷川　６．長谷川　６．長谷川　６．長谷川    千代千代千代千代
　　　ワルツ 第14番 ホ短調 KK IVa-15

●アンサンブル●●アンサンブル●●アンサンブル●●アンサンブル●

　７．萩森　７．萩森　７．萩森　７．萩森    正茂正茂正茂正茂････萩森萩森萩森萩森    嘉代（嘉代（嘉代（嘉代（2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf））））
　　　ドボルザーク：スラブ舞曲第10番ホ短調 

　８．菅　玲子　８．菅　玲子　８．菅　玲子　８．菅　玲子････上坂　学（上坂　学（上坂　学（上坂　学（2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf）
　　　チマローザ：2Flの為の協奏曲ト長調より、第3楽章 

　９．塩田　９．塩田　９．塩田　９．塩田    純子純子純子純子････大隈大隈大隈大隈    史雄（史雄（史雄（史雄（2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf））））
　　　J.S.バッハ：2Flの為の協奏曲ニ短調 BWV.1043より、第1楽章 

１０．林　正人１０．林　正人１０．林　正人１０．林　正人････上坂　学（上坂　学（上坂　学（上坂　学（2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf））））
　　　クーラウ：トリオ ト長調 Op.119より、第3楽章 

１１．淺野１１．淺野１１．淺野１１．淺野    知伸知伸知伸知伸････上坂　学（上坂　学（上坂　学（上坂　学（2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf））））
　　　J.W.コール：生きる喜び 

１２．安達１２．安達１２．安達１２．安達    裕佳子裕佳子裕佳子裕佳子････上坂　学（上坂　学（上坂　学（上坂　学（2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf2Fl+Pf））））
　　　J.S.バッハ：トリオ･ソナタ ト長調 BWV.1039より、第1楽章、第4楽章

１３．加藤１３．加藤１３．加藤１３．加藤    元成（チェロ）元成（チェロ）元成（チェロ）元成（チェロ）････上坂　学（上坂　学（上坂　学（上坂　学（Fl+Vlc+PfFl+Vlc+PfFl+Vlc+PfFl+Vlc+Pf））））
　　　メンデルスゾーン：ピアノ･トリオ ニ短調 Op.49より、第1楽章 

１４．１４．１４．１４．Cranberry Juice Flute EnsembleCranberry Juice Flute EnsembleCranberry Juice Flute EnsembleCranberry Juice Flute Ensemble（（（（3Fl+Vlc3Fl+Vlc3Fl+Vlc3Fl+Vlc））））
　　　J.S.バッハ：協奏曲ハ長調 BWV.595
　　　1st. 高田 清子　2nd.山脇 ミチル　3rd.菊地 晃央　Vlc.大久保 菜穂子 

１５．１５．１５．１５．Blaurosen Flute EnsembleBlaurosen Flute EnsembleBlaurosen Flute EnsembleBlaurosen Flute Ensemble（（（（3Fl+AFl3Fl+AFl3Fl+AFl3Fl+AFl））））
　　　グリーグ：ホルベアの時代より、プレリュード
　　　1st. 塩田 純子　2nd.萩森 嘉代　3rd.長谷川 千代　AFl.浜田 芳行

■■■■ Fl. Fl. Fl. Fl.上坂　学　上坂　学　上坂　学　上坂　学　Pf.Pf.Pf.Pf.近藤近藤近藤近藤    盟子盟子盟子盟子
　　　カリヴォダ：サロンの小品 ト短調 Op.228

～　～　～　～　 P a u s e  P a u s e  P a u s e  P a u s e （記念集合写真撮影）　～（（記念集合写真撮影）　～（（記念集合写真撮影）　～（（記念集合写真撮影）　～（2222::::44440p.m.-0p.m.-0p.m.-0p.m.-3333::::11110p.m.0p.m.0p.m.0p.m.））））

●●●●フルートフルートフルートフルート●●●●
（（（（3333::::11110p.m.0p.m.0p.m.0p.m.開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間・・・・１時間１時間１時間１時間１１１１０分）０分）０分）０分）

１６．本田１６．本田１６．本田１６．本田    清夏清夏清夏清夏
　　　ヘンデル：ソナタ ハ長調 HWV.365より、第1楽章 

１７．加藤１７．加藤１７．加藤１７．加藤    元成元成元成元成
　　　フランク：ソナタ イ長調より、第4楽章 

１８．萩森１８．萩森１８．萩森１８．萩森    嘉代嘉代嘉代嘉代
　　　プロコフィエフ：ソナタ ニ長調 Op.94より、第1楽章 

１９．大久保１９．大久保１９．大久保１９．大久保    菜穂子（無伴奏フルート独奏）菜穂子（無伴奏フルート独奏）菜穂子（無伴奏フルート独奏）菜穂子（無伴奏フルート独奏）
　　　マラン=マレ：スペインのラ･フォリア

２０．柘植２０．柘植２０．柘植２０．柘植    英水英水英水英水
　　　モーツァルト：アンダンテ ハ長調 KV.315 

２１．恵木　立２１．恵木　立２１．恵木　立２１．恵木　立
　　　ビゼー：カルメン組曲より、間奏曲
　　　マスネ：タイスの瞑想曲 

２２．林　正人２２．林　正人２２．林　正人２２．林　正人
　　　J.S.バッハ：管弦楽組曲第２番より、ロンド、ブーレ、ポロネーズ 

２３．山脇２３．山脇２３．山脇２３．山脇    ミチルミチルミチルミチル
　　　ペッテション=ベリエル：「フレースエーの花束」より、
　　　Song of summer、To the roses 

２４．水溜２４．水溜２４．水溜２４．水溜    弥希弥希弥希弥希
　　　J.S. バッハ：ソナタ ホ短調 BWV.1034より、第1楽章、第2楽章 

２５．折居　尚（歌）２５．折居　尚（歌）２５．折居　尚（歌）２５．折居　尚（歌）
　　　三好達治 作詞・中田喜直 作曲：たんぽぽ
　　　江間章子 作詞・團伊久真 作曲：花の町

～　～　～　～　 P a u s e P a u s e P a u s e P a u s e（１５分）　～（（１５分）　～（（１５分）　～（（１５分）　～（4444::::22220p.m.-4:0p.m.-4:0p.m.-4:0p.m.-4:33335p.m.5p.m.5p.m.5p.m.））））

（次項へ続く）（次項へ続く）（次項へ続く）（次項へ続く）



（（（（4:4:4:4:33335p.m.5p.m.5p.m.5p.m.開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間・・・・１時間１５分）１時間１５分）１時間１５分）１時間１５分）

２６．上諏訪２６．上諏訪２６．上諏訪２６．上諏訪    奈美子奈美子奈美子奈美子
　　　リード：「英国ヴィクトリア朝のキッチン」より、「Summer」

２７．高田２７．高田２７．高田２７．高田    清子清子清子清子
　　　J.S. バッハ：ソナタ ロ短調 BWV.1030より、第1楽章 

２８．菊地２８．菊地２８．菊地２８．菊地    晃央晃央晃央晃央
　　　ヒンデミット：ソナタより、第1楽章 

２９．萩森２９．萩森２９．萩森２９．萩森    正茂正茂正茂正茂
　　　ボラン：フルートとジャズピアノの為の組曲より､センチメンタル 

３０．唐木３０．唐木３０．唐木３０．唐木    善孝善孝善孝善孝
　　　ドップラー：サロンのマズルカ Op.16 

３１．菅　玲子３１．菅　玲子３１．菅　玲子３１．菅　玲子
　　　ドップラー：ハンガリー田園幻想曲 

３２．淺野３２．淺野３２．淺野３２．淺野    知伸知伸知伸知伸
　　　バッツィーニ：妖精の踊り Op.25 

３３．長谷川３３．長谷川３３．長谷川３３．長谷川    千代千代千代千代
　　　J.S. バッハ：ソナタ ホ長調 BWV.1035より、第1楽章、第2楽章 

３４．大隈３４．大隈３４．大隈３４．大隈    史雄史雄史雄史雄
　　　ベートーヴェン：ソナタ ヘ長調「春」より、第1楽章

～　～　～　～　 P a u s e P a u s e P a u s e P a u s e（１５分）　～（（１５分）　～（（１５分）　～（（１５分）　～（5:5:5:5:50505050p.m.-p.m.-p.m.-p.m.-6666:0:0:0:05555p.m.p.m.p.m.p.m.））））

（（（（6666:0:0:0:05555p.m.p.m.p.m.p.m.開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間開演、セクション予想時間・・・・１時間１時間１時間１時間２２２２０分）０分）０分）０分）

３５．北澤３５．北澤３５．北澤３５．北澤    とおる（ピアノ伴奏：沢木とおる（ピアノ伴奏：沢木とおる（ピアノ伴奏：沢木とおる（ピアノ伴奏：沢木    良子）良子）良子）良子）
　　　J.S. バッハ：ソナタ ロ短調 BWV.1030より、第1楽章 

３６．安達３６．安達３６．安達３６．安達    裕佳子裕佳子裕佳子裕佳子
　　　ドゥメルスマン：演奏会用ソロ第6番 ヘ長調 Op.82 

３７．塩田３７．塩田３７．塩田３７．塩田    純子純子純子純子
　　　ロンベルグ：協奏曲 ロ短調より、第1楽章 

３８．布田３８．布田３８．布田３８．布田    由之由之由之由之
　　　ライネッケ：ソナタ「水の精」より、第1楽章 

３９．林　克彦３９．林　克彦３９．林　克彦３９．林　克彦
　　　ヴィドール：組曲（全4曲） 

４０．浜田４０．浜田４０．浜田４０．浜田    芳行芳行芳行芳行
　　　ライネッケ：協奏曲 ニ長調より、第1楽章 

４１．佐々木４１．佐々木４１．佐々木４１．佐々木    由美子由美子由美子由美子
　　　ベーム：グランド･ポロネーズ

（（（（7777::::25252525p.m.p.m.p.m.p.m.終演予定）終演予定）終演予定）終演予定）

 Invitation

Flute Kreis  
Mini Concert Vol.17

2012.5/3(木･祝) 1:00 p.m.開演

川崎市・宮前市民館大ホール
(東急田園都市線 宮前平駅 徒歩８分)

Tel : 044-888-3911

                                                                                                                                        

主　催：フルート・クライス

Flute 上上上上    坂坂坂坂            学学学学　　　　Piano 近近近近    藤藤藤藤        盟盟盟盟    子子子子

http://www.f-kreis.com/


