
＜フルート＜フルート＜フルート＜フルート････アンサンブル（ピアノ伴奏付き）＞アンサンブル（ピアノ伴奏付き）＞アンサンブル（ピアノ伴奏付き）＞アンサンブル（ピアノ伴奏付き）＞

１０．グリーグ：組曲「ペールギュント」より、朝の雰囲気１０．グリーグ：組曲「ペールギュント」より、朝の雰囲気１０．グリーグ：組曲「ペールギュント」より、朝の雰囲気１０．グリーグ：組曲「ペールギュント」より、朝の雰囲気
　　　1st.菅　玲子　2nd.林　正人

１１．コレッリ：トリオソナタ１１．コレッリ：トリオソナタ１１．コレッリ：トリオソナタ１１．コレッリ：トリオソナタ    第第第第6666番番番番    ト長調ト長調ト長調ト長調 Op.3-No.6 Op.3-No.6 Op.3-No.6 Op.3-No.6より、第より、第より、第より、第1111楽章楽章楽章楽章
　　　1st.唐木 善孝　2nd.大久保 菜穂子

１２．コレッリ：トリオソナタ１２．コレッリ：トリオソナタ１２．コレッリ：トリオソナタ１２．コレッリ：トリオソナタ    第第第第6666番番番番    ト長調ト長調ト長調ト長調 Op.3-No.6 Op.3-No.6 Op.3-No.6 Op.3-No.6より、より、より、より、
　　　　　　　　第　　　　　　　　第　　　　　　　　第　　　　　　　　第2222楽章、第楽章、第楽章、第楽章、第3333楽章楽章楽章楽章
　　　1st.萩森 正茂　2nd.向井 いずみ

１３．１３．１３．１３．J.S.J.S.J.S.J.S.バッハバッハバッハバッハ：：：：2222本の本の本の本のVlnVlnVlnVlnのための協奏曲のための協奏曲のための協奏曲のための協奏曲 BWV1043 BWV1043 BWV1043 BWV1043より、第より、第より、第より、第2222楽章楽章楽章楽章
　　　1st.塩田 純子　2nd.大隈 史雄

１４．エヴァンズ：フルート１４．エヴァンズ：フルート１４．エヴァンズ：フルート１４．エヴァンズ：フルート････フィエスタより、フィエスタより、フィエスタより、フィエスタより、
　　　　　　　　　Ⅰ．　　　　　　　　　Ⅰ．　　　　　　　　　Ⅰ．　　　　　　　　　Ⅰ．Take it from the topTake it from the topTake it from the topTake it from the top　Ⅲ．　Ⅲ．　Ⅲ．　Ⅲ．Dream themeDream themeDream themeDream theme
　　　1st.長南　浩　2nd.松本 泰三

１５．１５．１５．１５．J.S.J.S.J.S.J.S.バッハ：ラルゴ（アリオーソ）バッハ：ラルゴ（アリオーソ）バッハ：ラルゴ（アリオーソ）バッハ：ラルゴ（アリオーソ）
　　　Fl.古川 脩子　Guit.矢田 由子

１６．クロンケ：ロマンツェとスケルツォ１６．クロンケ：ロマンツェとスケルツォ１６．クロンケ：ロマンツェとスケルツォ１６．クロンケ：ロマンツェとスケルツォ Op.200 Op.200 Op.200 Op.200
　　　1st.浜田 芳行　2nd.上諏訪 奈美子

１７：ヴィオティ：１７：ヴィオティ：１７：ヴィオティ：１７：ヴィオティ：2222本のフルートと弦楽のための協奏交響曲本のフルートと弦楽のための協奏交響曲本のフルートと弦楽のための協奏交響曲本のフルートと弦楽のための協奏交響曲
　　　　　　　　　イ長調より、第　　　　　　　　　イ長調より、第　　　　　　　　　イ長調より、第　　　　　　　　　イ長調より、第1111楽章楽章楽章楽章
　　　　　　　　（原曲：ヴァイオリン協奏曲第　　　　　　　　（原曲：ヴァイオリン協奏曲第　　　　　　　　（原曲：ヴァイオリン協奏曲第　　　　　　　　（原曲：ヴァイオリン協奏曲第3333番イ長調番イ長調番イ長調番イ長調 G25 G25 G25 G25））））
　　　1st.鈴木 ひとみ　2nd.高田 清子

１８．ジュリアーニ：グランド１８．ジュリアーニ：グランド１８．ジュリアーニ：グランド１８．ジュリアーニ：グランド････ソナタソナタソナタソナタ    イ長調より、第イ長調より、第イ長調より、第イ長調より、第1111楽章楽章楽章楽章
　　　Fl.上坂　学　Guit.矢田 由子

１９．ショッカー：１９．ショッカー：１９．ショッカー：１９．ショッカー：Two flutes in fujianTwo flutes in fujianTwo flutes in fujianTwo flutes in fujian
　　　1st.長谷川 千代　2nd.萩森 嘉代

＜全員合唱＞＜全員合唱＞＜全員合唱＞＜全員合唱＞

２０．中田２０．中田２０．中田２０．中田    喜直：夏の思い出喜直：夏の思い出喜直：夏の思い出喜直：夏の思い出
　　　参加者全員による混声合唱

（終演予定･10:30p.m.）

Invitation

　2012 Flute Kreis
　Summer Camp Vol.31

Summer Concert Vol.19
in 菅菅菅菅    平平平平

8/10(Fri.) 8:00p.m.　8/12(Sun.) 8:00p.m.

プチホテル ゾンタック・合掌館
TEL：0268-74-1111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                          

主催：フルート･クライス 
http://www.f-kreis.com/



-PROGRAM-

プロムナードプロムナードプロムナードプロムナード････コンサートコンサートコンサートコンサート

Flute.Flute.Flute.Flute.上坂上坂上坂上坂    学学学学、沼崎沼崎沼崎沼崎    麻里子麻里子麻里子麻里子　　　　Piano .Piano .Piano .Piano .近藤近藤近藤近藤    盟子盟子盟子盟子

●ドップラー：●ドップラー：●ドップラー：●ドップラー：FranzFranzFranzFranz（（（（FerencFerencFerencFerenc））））Albert DopplerAlbert DopplerAlbert DopplerAlbert Doppler
    （1821.10.16オーストリア領ランベルク[現ハンガリー、リヴォフ]

～1883.7.27 オーストリア、バーデン[ウイーン郊外][62歳]）

　　－アンダンテとロンド　　－アンダンテとロンド　　－アンダンテとロンド　　－アンダンテとロンド    Op.25Op.25Op.25Op.25（2Fl+Pf）

●ドビュッシー：ドビュッシー：ドビュッシー：ドビュッシー：Claude DebussyClaude DebussyClaude DebussyClaude Debussy
　（1862.8.22フランス、パリ近郊、サン･ジェルマン･アン･レー～

1918.3.25パリ[55歳]）
　　－シランクス　　－シランクス　　－シランクス　　－シランクス（Fl solo、沼崎）

●フォーレ：●フォーレ：●フォーレ：●フォーレ：Gabriel-UrbainGabriel-UrbainGabriel-UrbainGabriel-Urbain    FaureFaureFaureFaure
　（1845.5.12フランス、パミエ～1924.11.4 パリ［79歳］）

　　－シチリアーノ　　－シチリアーノ　　－シチリアーノ　　－シチリアーノ（Fl+Pf、沼崎）

●ドボルザーク：ドボルザーク：ドボルザーク：ドボルザーク：Antonin Leopold DvorakAntonin Leopold DvorakAntonin Leopold DvorakAntonin Leopold Dvorak
　（1841.9.8.チェコ、プラハ近郊、北ボヘミア、ネラホゼヴェス～

1904.5.1.[62歳]）

　　－　　－　　－　　－8888つのユーモレスクつのユーモレスクつのユーモレスクつのユーモレスク Op.101 Op.101 Op.101 Op.101より、第より、第より、第より、第5555曲、第曲、第曲、第曲、第7777曲曲曲曲（Pf solo、近藤）

－－－－－－－－－　　　Pause　　　－－－－－－－－－

●ドボルザーク：ドボルザーク：ドボルザーク：ドボルザーク：Antonin Leopold DvorakAntonin Leopold DvorakAntonin Leopold DvorakAntonin Leopold Dvorak

　　－ロマンティックな小品　　－ロマンティックな小品　　－ロマンティックな小品　　－ロマンティックな小品 Op.75 Op.75 Op.75 Op.75（Fl+Pf、上坂）
　　　　　Ⅰ．Allegro moderato 4/4　　　　Ⅱ．Allegro maestoso 2/4
　　　　　Ⅲ．Allegro appassionato 4/4　  　Ⅳ．Larghetto 9/8

●クーラウ：●クーラウ：●クーラウ：●クーラウ：Daniel Daniel Daniel Daniel FriedrichFriedrichFriedrichFriedrich    RudolphRudolphRudolphRudolph    KuhlauKuhlauKuhlauKuhlau
　（1786.9.11ドイツ・ユルツェン ～ 1810.11デンマーク・コペンハーゲン

に亡命[24歳] ～ 1832.3.12 デンマーク・コペンハーゲン[46歳]）

　　－　　－　　－　　－    2Fl2Fl2Fl2FlととととPfPfPfPfの為のトリオの為のトリオの為のトリオの為のトリオ    ト長調ト長調ト長調ト長調    Op.119Op.119Op.119Op.119 (2Fl+Pf、1832年[最晩年46歳])
　　　　Ⅰ．Allegro moderato 6/8
　　　　Ⅱ．ADAGIO PATETICO : Sostenuto assai 2/4
　　　　Ⅲ．RONDO : Allegro 2/4

（終演予定･10:00p.m.）

～～～～    サマーキャンプサマーキャンプサマーキャンプサマーキャンプ参加者による発表会参加者による発表会参加者による発表会参加者による発表会    ～～～～

＜＜＜＜フルートフルートフルートフルート････アンサンブル（ピアノ伴奏無し）＞アンサンブル（ピアノ伴奏無し）＞アンサンブル（ピアノ伴奏無し）＞アンサンブル（ピアノ伴奏無し）＞

　１．　１．　１．　１．Cranberry-Juice Flute EnsembleCranberry-Juice Flute EnsembleCranberry-Juice Flute EnsembleCranberry-Juice Flute Ensemble
　　　パーセル：アブデラザール（ムーア人の復讐）組曲 Z.570より、
　　　　　　　　第1曲・序曲、第2曲・ロンド
　　　1st.麻里子先生　2nd.高田 清子　3rd.唐木 善孝　Vlc.大久保 菜穂子

　２．　２．　２．　２．TO-KONTO-KONTO-KONTO-KON････フルート合奏団フルート合奏団フルート合奏団フルート合奏団
　　　オッフェンバック：天国と地獄からギャロップ
　　　1st.鈴木 ひとみ　2nd.上諏訪 奈美子　3rd.萩森 正茂　4th.林　正人

　３．　３．　３．　３．SeaShore Flute EnsembleSeaShore Flute EnsembleSeaShore Flute EnsembleSeaShore Flute Ensemble
　　　ボワモルティエ：トリオソナタ ニ長調 OpVII,No.1より、第1、2楽章
　　　1st.菅　玲子　2nd.麻里子先生　3rd.大隈 史雄

　４．　４．　４．　４．RipenRipenRipenRipenずフルートアンサンブルずフルートアンサンブルずフルートアンサンブルずフルートアンサンブル
　　　ベートーヴェン：グラン･トリオ Op.87より、第1楽章
　　　1st.松本 泰三　2nd.向井 いずみ　3rd.長南　浩

　５．　５．　５．　５．BlauRosen Flute EnsembleBlauRosen Flute EnsembleBlauRosen Flute EnsembleBlauRosen Flute Ensemble
　　　ボザ：「夏山の一夜」より、第1楽章、第4楽章
　　　1st: 萩森 嘉代　2nd: 浜田 芳行　3rd: 長谷川 千代　4th: 塩田 純子

＜ピアノ＞＜ピアノ＞＜ピアノ＞＜ピアノ＞

　６．ドビュッシー：小組曲より、行列　６．ドビュッシー：小組曲より、行列　６．ドビュッシー：小組曲より、行列　６．ドビュッシー：小組曲より、行列（連弾）
　　　1st.鈴木 ひとみ　2nd.近藤 盟子

　７．ブラームス：　７．ブラームス：　７．ブラームス：　７．ブラームス：16161616のワルツ集のワルツ集のワルツ集のワルツ集 Op-39 Op-39 Op-39 Op-39より、より、より、より、15151515番番番番（連弾）
　　　1st.向井 いずみ　2nd.近藤 盟子

　８．テレマン：ターフェルムジーク第　８．テレマン：ターフェルムジーク第　８．テレマン：ターフェルムジーク第　８．テレマン：ターフェルムジーク第2222集集集集････四重奏曲より、第四重奏曲より、第四重奏曲より、第四重奏曲より、第4444楽章楽章楽章楽章
　　　Pf.長谷川 千代　Fl：1st.浜田 芳行　2nd.萩森 嘉代　3rd.塩田 純子

＜うた＞＜うた＞＜うた＞＜うた＞

　９．中田喜直　９．中田喜直　９．中田喜直　９．中田喜直    作曲作曲作曲作曲････三好達治三好達治三好達治三好達治    作詞：たんぽぽ作詞：たんぽぽ作詞：たんぽぽ作詞：たんぽぽ
　　　平井康三郎　　　平井康三郎　　　平井康三郎　　　平井康三郎    作詞作詞作詞作詞････北見志保子北見志保子北見志保子北見志保子    作曲：甲斐の峡作曲：甲斐の峡作曲：甲斐の峡作曲：甲斐の峡
　　　折居　尚（歌）

～　～　～　～　 P a u s e  P a u s e  P a u s e  P a u s e 　～　～　～　～

（次ページへ続く）

１０日（金）

１２日（日）


