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♪ランチタイム名曲コンサート vol.891

日

♪ランチタイム名曲コンサート vol.892

火

NPO 法人イエロー・エンジェル設立 11 周年記念シリーズ

荒井 優利奈＆岡本誠司ジョイントコンサート

（ヴァイオリン）

（ヴァイオリン）

♪ランチタイム名曲コンサート vol.895

月

バッハを取り巻く作曲家

●綾川智子、原沙登子（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）
、河井裕二（チェロ）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア ヘンデル：
「水上の音楽」より “ホーンパイプ”
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.894

土

セキヤマキ ピアノコンサート “音の手紙” 〜天空を翔る響き

●セキヤマキ（ピアノ）、丸知亜矢（賛助出演／語り）
：糸を紡ぐグレートヒェン／魔王 リスト：ダンテを読んで《巡礼の年》「第2年 イタリア」 他
●シューベルト（リスト 編）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.893

水

中欧の景色 〜ウィーンとハンガリーの室内楽作品〜

、松崎安里子（チェロ）
、長野量雄（ゲスト出演／ピアノ）
●トリオ・シュパンツィヒ 中川さと子（ヴァイオリン）
●シューベルト：ノットゥルノ 変ホ長調 D897 ブラームス：ハンガリー舞曲 第 6 番 他

●三又 瑛子（ピアノ）
●ショスタコーヴィチ：5つの小品 サラサーテ：ナヴァラ Op.33 他

名フィルオーボエ奏者 寺島陽介とハープ

〜音色が織り成す雅やかな名曲 Vol.2〜
●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ）
●J.S. バッハ：アリオーソ ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
他

「やがて大海へ〜清流〜 Vol.3」音楽で巡るチェコの旅
●仙石康子（ピアノ）、仙石文子（ゲスト出演／ピアノ）
●ドヴォルザーク：交響曲 第 9 番「新世界」より 第 2 楽章 スメタナ：チェコダンス「フリアント」

♪ランチタイム名曲コンサート vol.896

火

♪ランチタイム名曲コンサート vol.897

水

クラリネットとピアノでお届けするフランスの香り

●箱﨑由衣（クラリネット）
、住田真規子（ピアノ）
●フォーレ：夢のあとに マスネ：タイスの瞑想曲

他

リプトンと世界をめぐる音楽の旅 第 2 弾 〜ソプラノと共に〜
●リプトン四重奏団 亀谷希恵、安田祥子（ヴァイオリン）、景山奏（ヴィオラ）
、紫竹友梨（チェロ）
宇田村仁美（ゲスト出演／ソプラノ） ●ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 Op.96「アメリカ」より 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.898

木

♪ランチタイム名曲コンサート vol.899

金

♪ランチタイム名曲コンサート vol.900

土

●古沢郁枝、塚本香穂里（ピアノ）
●インファンテ：アンダルシア舞曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.901

日

ベネット：4 つの小品組曲より

他

武田 優美 ピアノコンサート ブタペスト、パリの想い出
メシアン：取のカタログより「モリヒバリ」

三浦幸二クラリネットコンサート 5 世界の名曲アラカルト
他

ファゴットの音色にのせて

●日比野希美、佐藤さい子、古川真帆、丸山香織（ファゴット）
●日本歌曲メドレー J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 1 番より “プレリュード” より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.904

水

ドビュッシー：ノクターンより

●三浦幸二（クラリネット）
、山本多恵佳（ピアノ）
●シューベルト：冬の旅／アルペジオーネ・ソナタ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.903

火

他

いくえとかおりが奏でる 冬に咲く情熱の華

●リスト：愛の夢 第 3 番／エステ荘の噴水
ドビュッシー：花火 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.902

月

サクソフォン ア・ラ・カルト 楽しく優雅なひとときを

●瀧彬友（サクソフォン）
、倉田弓（ピアノ）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ イトゥラルデ：小さなチャルダッシュ

他

若き時代のトリオに魅せられて 〜ウィーンの風と共に〜

●秋田友梨（ヴァイオリン）
、紫竹友梨（チェロ）
、服部加奈（ピアノ）
●ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト長調より 第 1 楽章 他
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.905

イタリアへの旅

日

●カヴァツォーリ薫（ソプラノ）
、佐治あき子（ピアノ）
、カヴァツォーリアンドレア（お話）
●ヴェルディ＝リスト：
「リゴレット・パラフレーズ」 マルチェッロ＝バッハ：オーボエ協奏曲

月

●菊次 翼（クラリネット）
、野村友紀（チェロ）
、岩田珠美（ピアノ）
●ベートーヴェン：クラリネット三重奏曲 変ロ長調「街の歌」Op.11 より

水

●山下力哉（ピアノ）、松本一策、悠情（フィドル）
、福田義明（ベース）
●庭の千草 - The last rose of summer ターロック・オキャロラン：メドレー

木

●市野 愛、野口真由（ピアノ）
●リスト：巡礼の年より オーベルマンの谷 ショパン：バラード 第４番 Op.52 ドビュッシー：小舟にて 他

金

●上條真木子（フルート）
、早川陽子（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶
メンデルスゾーン：春の歌

土

●酒井宏枝（ソプラノ）、恵土眞理（ヴァイオリン）
、恵土友梨、鈴木佳代子（ピアノ）
●サラサーテ：プライエラ（嘆き唄）
レハール：
「メリー・ウィドゥ」より “ヴィリアの歌”

日

●磯貝俊幸（フルート）、中根浩晶（ピアノ）
●ピアソラ：オブリヴィオン ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

月

●波馬朝加、波馬朝光（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）
●ハチャトゥリアン：バレエ「ガイーヌ」より “剣の舞” ショスタコーヴィチ：スパニッシュダンス

♪ランチタイム名曲コンサート vol.906

♪ランチタイム名曲コンサート vol.907

♪ランチタイム名曲コンサート vol.908

♪ランチタイム名曲コンサート vol.909

♪ランチタイム名曲コンサート vol.910

♪ランチタイム名曲コンサート vol.911

♪ランチタイム名曲コンサート vol.912

火

他

クラリネットトリオの名曲 〜ドイツの音色に憧れて〜
他

悠情楽団（ゆうじょうがくだん）

他

ショパンとリストの美しき調べ 〜ロマン派の世界へようこそ〜
春の喜び 〜フルートとピアノで心あたたまるひとときを〜
チャイコフスキー：中国の踊り

他

遥かなる心のふるさと

他

フルート＆ピアノ 〜美しく華麗な旋律〜
ムチンスキー：プレリュード

他

波馬朝加・朝光姉妹の きらめきコンサート
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.913
弦楽で贈る名曲の調べ 杉浦史和（コントラバス）
●濱津清仁（指揮）、加藤悠太、上柿良太（ヴァイオリン）
、太田奈々（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク より
岡野貞一：ふるさと
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.914

夢見る想いシリーズⅨ 〜二重唱・誘い（いざない）〜

水

●蒲 加根美（ソプラノ）、丹羽幸子（メゾソプラノ）
、青木園恵（ピアノ）
●滝 廉太郎：花／荒城の月
イタリア民謡：海に来たれ
レスピーギ：霧

金

●小峰弥穂、松浦歩美（マリンバ）
●武満 徹：クロスハッチ ラヴェル：ソナチネより

土

●小畑真梨子（ピアノ）
●ショパン：スケルツォ 第２番 Op.31 ／ワルツ Op.4-2

♪ランチタイム名曲コンサート vol.915

♪ランチタイム名曲コンサート vol.916

♪ランチタイム名曲コンサート vol.917

他

〜清流〜 Vol. ４ バレンタインデーに贈る魅惑のマリンバ
ネイ・ロサウロ：ブラジリアンファンタジー

他

ロマン派の彩り
他

比類なきリズム感、瞬発力！ 七色のフルートの美しき調べ

日

●齋藤友紀（フルート）、垣内 敦（ピアノ）
●ハチャトゥリアン：
「仮面舞踏会」より ワルツ

月

●小森伸二、瀧 彬友、片田景子、川地立真（サックス）
●モンティ：チャルダッシュ
J.S. バッハ：G 線上のアリア

水

●松下伸也（バリトン）、織田寛子（ピアノ）
●シューベルト：歌曲集「冬の旅」より おやすみ／菩提樹／あふるる涙

土

●倉知小百合、森下理絵子（ピアノ）
●J.S. バッハ：主よ、人の望みの喜びよ

日

●西野隆三、山田信芳（テノール）、西野夏代、近藤麻由（ピアノ）
●山田耕筰：この道
トスティ：アヴェ・マリア
他

月

●フルート・ア・ラ・モード：福井真由美、川角ちひろ、鳥居悦子、江坂美穂（フルート）
●ドビュッシー：月の光
星出尚志：四季の詩情
他

火

●内田恵美子（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）、安田 健（バスバリトン）、舘 美里（ピアノ）
●イギリス民謡：グリーンスリーブス
スコット：アニー・ローリー
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.918

♪ランチタイム名曲コンサート vol.919

♪ランチタイム名曲コンサート vol.920

♪ランチタイム名曲コンサート vol.921

♪ランチタイム名曲コンサート vol.922

♪ランチタイム名曲コンサート vol.923

水

他

サクソフォン四重奏の輝き 魅惑的な音色にのせて
他

菩提樹 シューベルトの歌曲をたどって〜冬〜
他

ピアノ・デュオ Lilie 〜誕生〜
ミヨー：スカラムーシュ

他

この道 コンサート

フルートアンサンブルの愉しみ

スイーツな音楽をあなたに 魁 -sakigake-

♪ランチタイム名曲コンサート vol.924
カルテット SPASSO（スパッソ）
●カルテット SPASSO：宮田英恵、辻本雲母（ヴァイオリン）
、村田恵子（ヴィオラ）
、豊田庄吾（チェロ）
●ラヴェル：弦楽四重奏曲 へ長調 より ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 Op.59 第３番 より
他

エル・ペセーブレ 〜温もりのチェロアンサンブル〜
●エル・ペセーブレ：天野武子、紫竹友梨、松村厚子、杉山知子、滝上久美子、内田 玲（チェロ）
●ポッパー：６本のチェロの為のレクイエム
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.925

木

ビゼー：
「アルルの女」より メヌエット
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.926

土

Le Temps Rose Concert ソロシリーズⅠ ハッピーバースデー ショパン！

●佐野沙希（ピアノ）
●ショパン：前奏曲 より「雨だれ」／夜想曲 第２番 Op.9-2 ／練習曲 Op.10-12「革命」
♪ランチタイム名曲コンサート vol.927

他

Incidents of Travel フルート、トロンボーン、ギター、パーカッションによるラテンアメリ旅行！

月

●井原和子（フルート）
、田中宏史（トロンボーン）
、山口直樹（ギター）
、田中紫織（マリンバ＆パーカッション）
●ロブレス：コンドルは飛んでゆく ピアソラ：タンゴの歴史より ゴメス：イーグルス
他

火

●宇井智美、髙橋由佳、後藤美紗子、今井希（ホルン）
●ウェーバー：魔笛の射手／ファンタジーカルテット ホミリウス：ホルン四重奏曲

♪ランチタイム名曲コンサート vol.928

♪ランチタイム名曲コンサート vol.929

水

春を呼ぶホルンコール
他

音楽時間旅行 〜春の曲で辿る名曲の歴史〜（ドイツ編）

●横家志帆（ソプラノ）、藤竹悠衣（ヴァイオリン）、渡辺結実（ピアノ）
●モーツァルト：すみれ ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第 5 番 “春” リスト：愛の夢
♪ランチタイム名曲コンサート vol.930

土

88 ʻsQuartett

西の風・東の風 〜フランスの歌・日本の歌Ⅱ「詩人と作曲家」

●武田正雄（テノール）、田中健（ピアノ）
●グノー（ミュッセ 詩）
：ヴェネツィア プーランク：アポリネールの詩による 3 曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.931

他

他

名古屋ゆかりの若手プレイヤーによる饗宴

月

●瀬木理央（ヴァイオリン）、叶澤直子（ヴィオラ）、植村葉夏（チェロ）
●ヘンデル（ハルヴォルセン 編）
：パッサカリア ベートーヴェン：弦楽三重奏曲 第 3 番 ニ長調 Op.9-1 他

水

●朝倉ゆき（フルート）、佐藤光（チェロ）、金澤みなつ（ピアノ）
●シューマン（リスト 編）
：献呈 Op.25-1 メンデルスゾーン：
「無言歌集」より “甘い想い出”

♪ランチタイム名曲コンサート vol.932

♪ランチタイム名曲コンサート vol.933

ホワイトデーによせて ピアノ、フルート、チェロで贈る愛の名曲
他

アイルランドの風景を聴く 〜アイリッシュハープ弾き語り〜

金

●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）
、中村大史（アコーディオン＆ギター）
●サリー・ガーデン オキャロラン・メドレー スカボローフェア 丘の上にて
他

日

●山田亜寿香（ソプラノ）
、髙木美来（ピアノ）
●J.S. バッハ：主よ、人の望みの喜びよ 平井康三郎：さくらさくら幻想曲

月

●石原夕香子（ソプラノ）
、橋本慧（テノール）、妹尾寛子（フルート）
、江頭摩邪（ヴァイオリン）
紫竹友梨（チェロ）
、柳河瀬貴子（ピアノ） ●シューベルト：野ばら チャイコフスキー：花のワルツ 他

水

●藤田浩平、岡田望（トランペット）
、杉浦順三（トロンボーン）、向なつき（ホルン）
、谷口史洋（テューバ）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ”
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.934

♪ランチタイム名曲コンサート vol.935

♪ランチタイム名曲コンサート vol.936

金
祝

春の足音 〜音で感じる春〜
山田耕筰：ゆく春

他

花と恋物語 〜うたとカルテットのハーモニー〜
金鯱音楽団ブラスアンサンブル 〜金管楽器の名曲とオペラの名旋律〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.937
小松菜央・阿久澤政行 デュオコンサート〜19世紀に生まれた傑作たち〜
●小松菜央（ヴァイオリン）、阿久澤政行（ピアノ）
●グリーグ：春に寄す ラヴェル：ツィガーヌ フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調より 第 4 楽章 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.938

Two birds 〜愛の二重唱〜 デュオで聴かせる魅力的なハーモニー

土

●伊藤舞子、佐藤佑香（ピアノ）
、池田真子（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん” ヴェルディ：歌劇「椿姫」より“乾杯の歌” 他

月

●中嶋真利子（ソプラノ）
、藤吉正規（ホルン）、織田麻祐子（ピアノ）
●ショパン：子犬のワルツ ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ 中田喜直：さくら横ちょう

水

●古田真由実、高木良子（ソプラノ）
、東谷亜紀（ピアノ）
●メンデルスゾーン：ゆけ我がそよ風 モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より “手紙の二重唱”

♪ランチタイム名曲コンサート vol.939

♪ランチタイム名曲コンサート vol.940

♪ランチタイム名曲コンサート vol.941

木

他

春への誘い〜ソプラノの歌声にのせて〜

ニュートンズ 2nd!!

他

〜春とゴジラの息吹〜
他

オペラファンタジー Vol.3

●青山映道、藤井香織（クラリネット）
、谷美鈴（ピアノ）
●ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」より アリア “今の歌声は” による幻想曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.943

月

やがて大海へ 〜清流〜 Vol.5

●松本一策、中川香（ヴァイオリン）
、伊藤玉木（コントラバス）、菅原拓馬（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲「春」 ヴュータン：アルプス一万尺変奏曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.942

金

意外！？ ソプラノとホルンの競演 〜気軽に楽しめる名曲たち〜

他

ヴァイオリン・ソプラノ・ピアノで夢のひとときを

●山本馨（ソプラノ）、森悦子（ヴァイオリン）、戸谷誠子（ピアノ）
●フォーレ：夢のあとに 別宮貞雄：さくら横丁 モーツァルト：ヴァイオリンソナタ K.454 より

他
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.944

富久田治彦プロデュース 室内楽シリーズ第 19 回 変奏曲の魅力

●富久田治彦（フルート）
、原田綾子（ピアノ）
●ジュナン：ヴェニスの謝肉祭 クンマー：庭の千草変奏曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.945

ドップラー：ヴァラキア地方の歌

なつみとみなつによる はるのピアノコンサート

●佐藤なつみ、金澤みなつ（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：四季より「春」 グリーグ：抒情小曲集 第 3 集より「春に寄す」
♪ランチタイム名曲コンサート vol.946

ミヨー：スカラムーシュ

他

ウィーンで出会った 2 人のコロラトゥーラの競演

●岡田実里、堀田倫子（ソプラノ）
、大山宮和瑚（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：春の声 岡野貞一／村野ひろの 編：朧月夜
♪ランチタイム名曲コンサート vol.948

他

華麗なる 2 台ピアノの饗宴 〜モーツァルトを辿りながら〜

●川口成彦、羽賀美歩（ピアノ）
●モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタ KV448 より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.947

他

レープハフト スプリングコンサート

●長谷眞結、清水綾、金沢紫（ヴァイオリン、
ヴィオラ）、加藤志麻（チェロ）
●ハイドン：弦楽四重奏曲 第 78 番「日の出」より 第 1 楽章 アンダーソン：Plink Plank Plunk
♪ランチタイム名曲コンサート vol.949

他

他

ダンス・ダンス・クラシック 名曲が 5 つの楽器で踊り出す！？

●安藤るり（ソプラノ）
、伊藤美咲（ピアノ）
、寺本みずほ（ヴァイオリン）
、廣瀬奏子（ハープ）
、正木恵子（マリンバ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 J. シュトラウスⅡ：春の声 フォーレ：シシリエンヌ
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.950

2 台のヴァイオリンのしらべ

●西本幸弘、春日井久美子（ヴァイオリン）
●ショスタコーヴィチ：3 つの小品 オネゲル：2 台のヴァイオリンのためのソナチネ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.951

他

日本の美、チェコの美 〜歌とピアノの優雅なひととき Part3〜

●ダニエル・フォルロー（ピアノ）
、金光順子（ソプラノ）
●ドヴォルジャーク：月に寄せる歌 狐田尚子：創作オペラ「貞奴」より ハイライト
♪ランチタイム名曲コンサート vol.952

加藤恵利子「はじめまして！ 日本歌曲」〜日本の歌、お好きですか？〜 Vol.5

●加藤恵利子（ソプラノ）
、吉田絵奈（ピアノ）
●中山晋平：背くらべ 木下牧子：風をみたひと
♪ランチタイム名曲コンサート vol.953

他

山田耕筰：待ちぼうけ

他

春の訪れ 〜愛で紡ぐ春の音楽

●田川えり（ソプラノ）、西岡雄太（ピアノ）
●ヘンデル：オペラ「リナルド」より モーツァルト：オペラ「羊飼いの王様」より ベネディクト：四十雀 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.954

スプリング・エルフ 〜二胡の妖精たち〜

●寺島実保、岡田紗友梨（二胡）
、宮下はる美（ピアノ）
●黄海懐：賽馬 瀧廉太郎：荒城の月 スメタナ：
「わが祖国」より “モルダウ”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.955

他

ブランシュ魅惑の響き 〜とっておきの名曲ア・ラ・カルト〜

●船越さくら（ヴァイオリン）
、千原園子（サックス）、真鍋芙実（ピアノ）
●ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第 5 番 ヘ長調「春」第 1 楽章より

岡野貞一：おぼろ月夜

他

ウィーンからの贈り物 〜魔王の囁きと耳なし芳一〜
●早乙女フーバー陽子（ヴァイオリン）
、宮川久美（ピアノ）、庭瀬典子（朗読）
●タルティーニ：悪魔のトリル リスト：ラ・カンパネラ シューベルト（リスト 編）
：魔王
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.956

♪ランチタイム名曲コンサート vol.957

コロラトゥーラの名曲を歌う

●都木敬子（ソプラノ）、重左恵理（ピアノ）
●モーツァルト：オペラ「魔笛」より “夜の女王のアリア” ベッリーニ：オペラ「清教徒」より “エルヴィーラのアリア” 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.958
シリーズ「やがて大海へ〜清流〜」Vol.6 情熱のフルート 〜ピアソラの作品と共に〜
●峰島祐輔（フルート）、高橋里沙（ピアノ）
●ピアソラ：ヴィオレンタンゴ、ブエノスアイレスの冬、タンゴの歴史、アディオス・ノニーノ
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.959
ARIE ANTICHE 〜バロックの名曲達〜
●後藤静香（ソプラノ）、辺見亜矢（フルート）、古澤渉（チェロ）
、山本敦子（ピアノ）
●ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン テレマン：ソナタ ヘ長調（忠実なる音楽の師）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.960

祈りの音〜過ぎ去りし時間たちのために〜

●奥村百合名（ピアノ）
●モーツァルト：きらきら星変奏曲 K.265
♪ランチタイム名曲コンサート vol.961

他

三善晃：
「海の日記帳」より “波のアラベスク”

レ・クロッシュ チェロ＆ピアノの世界 〜フランスからの香り〜

●宇宿直彰（チェロ）、宇宿真紀子（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 サン＝サーンス：あなたの声に心は開く

マルティーニ：愛の喜び

♪ランチタイム名曲コンサート vol.962
いのちの音 〜愛することは生きること〜
●豊田かおり（ソプラノ）
、大石啓（ピアノ）
●ショパン：英雄ポロネーズ 木下牧子：夢みたものは
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.963

他

ヴァイオリンで聴く名曲集 Vol.2

●青木恵音、簗瀬彩（ヴァイオリン）
、織田麻祐子（ピアノ）
●ヴィターリ：シャコンヌ マスネ：タイスの瞑想曲 シューマン：トロイメライ

他

他
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.964

♪ランチタイム名曲コンサート vol.965

他

戸崎由香 ピアノコンサート “北欧のショパン” グリーグの調べ

●戸崎 由香（ピアノ）
●グリーグ：ピアノソナタ Op.7 ／君を愛す／ソルヴェイグの歌／トロルドハウゲンの婚礼の日
♪ランチタイム名曲コンサート vol.966

♪ランチタイム名曲コンサート vol.967

他

スペインのギター音楽Ⅲ 近代〜現代 ペペ・ロメロ生誕70歳を祝して

●大嶋 芳（ギター）
●ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」より “粉屋のおどり”

トゥリーナ：ファンタンギーヨ

他

佐野沙希 × 西脇麻衣 デュオコンサート

●佐野 沙希、西脇 麻衣（ピアノ） 〜スペイン＆ロシア民族の色彩豊かに〜
●インファンテ：エル・ビート ファリャ：スペイン舞曲 第 1 番／第 2 番
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.968

今、開く未来の扉 若き音楽家の挑戦

●山岸 裕梨（ソプラノ）、伊藤 怜子、宇野 由樹子、嶋元 葵（ヴァイオリン）、亀井 聖矢、塩谷 美和、岩田 恵理奈（ピアノ）
●ブルッフ：スコットランド幻想曲より ショパン：スケルツォ 第 3 番 嬰ハ短調 Op.39
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.969

木

和と洋の響き 〜弦と竹の共鳴へ〜

●柿谷 貞洋（龍笛）、岡田 真実（ヴァイオリン）
、堤 一雅（コントラバス）
●パッヘルベル：カノン 日本の四季メドレー J.S. バッハ：アヴェ・マリア

上井 雅子 ソプラノ “お母さんに歌の花束を ―母の日によせて 3”

●上井 雅子（ソプラノ）、加藤 久美子（ピアノ）
●平井康三郎：ゆりかご 池辺晋一郎：“花の四季” より「夢二の昔を想うように」
♪ランチタイム名曲コンサート vol.970

他

Trio des fraises 〜春色のフレーズ〜

金

●波馬 朝加（ヴァイオリン）
、紫竹 友梨（チェロ）、扶瀬 絵梨奈（ピアノ）
●モーツァルト：ピアノ三重奏曲 K.502より チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 Op.50「偉大な芸術家の思い出に」より 他

土

●神田 知里（ソプラノ）、佐藤 なつみ（ピアノ）
●山田耕筰：からたちの花 ドニゼッティ：歌劇「ランメルモールのルチア」より “あたりは静けさに包まれ” 他

日

おもしろクラシック♪
●春日井リコーダーアンサンブル リコーダーアンサンブル、
●ベートーヴェン：エリーゼのために ウイリアム・ブロフィー：ハッピー・バースディ・トゥ・ユーによる変奏曲 他

火

●名古屋パストラーレ合奏団メンバー
●エルガー：愛のあいさつ
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク

♪ランチタイム名曲コンサート vol.971

♪ランチタイム名曲コンサート vol.972

嬉し！ 楽し！ リコーダーアンサンブル

♪ランチタイム名曲コンサート vol.973

ロマンティックな弦の響き 〜珠玉のセレナーデと舞曲〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.974

水

シューベルト：アヴェ・マリア

●Franc 木管五重奏団
●日本の心〜唱歌メドレー〜
♪ランチタイム名曲コンサート vol.977

他

ファゴット吹き今木智彦のアンサンブル・ラボ！！

〜Vol.1 ファゴットとピアノの場合〜
●今木 智彦（ファゴット）
、前田 祐里（ピアノ）
●ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第 5 番 ヘ長調 Op.24「春」より フォーレ：エレジー
♪ランチタイム名曲コンサート vol.976

金

他

春と歌 サクソフォン・デュオとピアノによる

●辻 友香里、國枝 雅代（サクソフォン）
、倉田 弓（ピアノ）
●テレマン：デュオ・ソナタより ビゼー：歌劇「カルメン」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.975

木

響く歌の心 Vol.5 〜春によせて歌うイタリアと日本の歌〜

他

Francなひととき♪ Vol.3
ホルスト：木管五重奏曲 変イ長調 Op.14

他

フルートで癒しのひと時を♪ フランスの香りとバッハの名曲

土

●岩崎 花保（フルート）、山中 惇史（ピアノ）
●C.P.E. バッハ：ハンブルガーソナタより フォーレ：夢のあとに

火

●波馬 朝加、安田 祥子（ヴァイオリン）、多井 千洋、景山 奏（ヴィオラ）
、小畠 幸法（チェロ）
●ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 Op.92より（弦楽五重奏版） ブラームス：弦楽五重奏曲 第1番より 他

木

●松井 順子、寺澤 麻也（ピアノ）
●ラフマニノフ：6 つの小品 Op.11 より

土

●岡林 和歌（クラリネット）
、近藤 幹夫（マリンバ）、西濱 由有（ピアノ）
●ピアソラ：ブエノスアイレスの春 モンポー：歌と踊りより 村松 崇継：Land

♪ランチタイム名曲コンサート vol.978

♪ランチタイム名曲コンサート vol.979

♪ランチタイム名曲コンサート vol.980

J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ

他

パッション５

〜清流〜 Vol.7 ピアノデュオで届けるロシアの風
チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より

トリオ ソレイユ 〜3 つの太陽〜

他

他
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.981

華麗なる歌の世界

月

●村元彩夏（ソプラノ） カトリーナ・ウェスティン（メゾソプラノ） 吉野りん子（ピアノ）
●ビゼー「カルメン」より “セギディーリャ” 宮沢賢治：星めぐりの歌 フォスター：夢みる人

水

●菊池京子（ソプラノ） 西元佑（バリトン） 閏間加織（ヴァイオリン） 佐藤なつみ（ピアノ）
●R. シュトラウス：オペレッタ「こうもり」より “シャンパンの歌（乾杯の歌）
”
他

木

●明珍宏和（バリトン） 西山遼（ピアノ）
●木下牧子：三好達治の詩による 2 つの歌曲

水

●坂田晃一、當仲絵理、中村勇一、青山小枝（コントラバス）
●シェイファー：ガルガンツァ 日本の歌メドレー
他

木

●北村祈子（フルート） 浅井麻緒（オーボエ） 村濱ひかり（ピアノ）
●ショパン：前奏曲 第 15 番「雨だれ」 ドビュッシー：前奏曲 第 1 巻 第 8 番「亜麻色の髪の乙女」

金

●サロンコンサート Neue：高橋由帆子（ヴァイオリン） 高橋亮太郎（チェロ） 淡川千絵、川崎利江子（ピアノ）
●ファリャ「恋は魔術師」より “火祭りの踊り” シューベルト＝リスト：アヴェ・マリア
他

土

●由良明奈、相澤実沙（ピアノ）
●サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」より ブラームス：4 手のためのワルツ Op.39 第 15 番 イ長調 他

月

●サロンコンサートNeue：松本健郎（フルート） 吹戸香織（ソプラノ） 長谷川美玲、坂川映子、守瀬京子（ピアノ）
●ラフマニノフ：前奏曲 Op.3-2「鐘」 チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より
他

火

●柏木沙友里（ソプラノ） 鈴木菜穂子（フルート） 西岡雄太（ピアノ）
●成田為三：浜辺の歌 モーツァルト：クローエに K.524 プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 他

木

●大久保理紗（ピアノ）
●ショパン：前奏曲 第 15 番「雨だれ」 チャイコフスキー：
「四季」より 6 月 “舟歌”

♪ランチタイム名曲コンサート vol.982

クラシックに乾杯！ 〜歌声とヴァイオリン・ピアノのハーモニー〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.983

バリトン歌手 明珍宏和 おしゃべりさいたる

♪ランチタイム名曲コンサート vol.984

♪ランチタイム名曲コンサート vol.985

♪ランチタイム名曲コンサート vol.986

♪ランチタイム名曲コンサート vol.987

♪ランチタイム名曲コンサート vol.988

♪ランチタイム名曲コンサート vol.989

♪ランチタイム名曲コンサート vol.990

♪ランチタイム名曲コンサート vol.991

〜日本とドイツのロマンティシズム〜

ワーグナー：歌劇「タンホイザー」より

他

コントラバスに乗って世界一周の旅 〜コントラバスが運ぶ爽やかな風〜
華麗なるトリオの響き 〜ある梅雨の日に〜

夏に贈るピアノ・デュオコンサート

CM 名曲集 Part2 〜どこかで聞いたクラシック〜
名曲の旅路 〜ソプラノ、フルート、ピアノの調べ〜

シリーズ「やがて大海へ〜清流〜」Vol.8

6 月のためのクラシック
他

心に残る名作とピアノの名曲たち

●竹元まき子（朗読） 成田有紀乃（ピアノ） 〜日本の文豪作品の朗読とピアノの演奏〜
●［朗読］夏目漱石：夢十夜 ドビュッシー：月の光 モーツァルト：幻想曲 ニ短調 K.397 他

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.992
飯田あかね × 堀夏紀 世界一周 音楽の旅
●飯田あかね、堀夏紀（ピアノ）
●ドビュッシー：小組曲 中田喜直：日本の四季 アルベニス：イベリア
他

“輝く未来”ジョイントコンサート2 第4回 秘めるジュニア！ 育むステージ！

♪ランチタイム名曲コンサート vol.993

日

●北向日葵、泉恭代（ピアノ）
●シューマン：アベッグ変奏曲 Op.1

月

●馬場淳史（津軽三味線） 牧哲也（ピアノ）
●津軽じょんがら節 津軽よされ節 ソーラン節

火

●田中孔波（ピアノ）
●シューベルト（リスト 編曲）
：ます

水

●霜浦陽子、デイヴィッド・コレヴァー（ピアノ）
●J.S. バッハ：平均律クラヴィーア曲集より モーツァルト：トルコ行進曲

木

●閏間加織（ヴァイオリン） 田中沙紀（クラリネット） 秀平雄二（ピアノ）
●チャイコフスキー：弦楽セレナーデより ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 8 番「悲愴」

金

〜初夏の風にのせて〜
●山本千愛（ピアノ）
●ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.994

♪ランチタイム名曲コンサート vol.995

♪ランチタイム名曲コンサート vol.996

♪ランチタイム名曲コンサート vol.997

♪ランチタイム名曲コンサート vol.998

他

CM 名曲集 Part1 〜どこかで聞いたクラシック〜

金

土

他

ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 2 番 第 1 楽章

他

津軽三味線の響き 民謡の世界へⅡ
他

梅雨の季節に聴きたいピアノ名曲選
ショパン：前奏曲 Op.28 より 第 15 番「雨だれ」

他

ショパンへのオマージュ

ショパン：幻想即興曲

他

気軽に楽しめる名曲たち 〜夢のひとときを〜
他

同時代を生きた作曲家 ショパンとリスト
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.999
トリオ・ウィステリア 〜ファンタジア・アンティーク〜
●藤原愛子、遠藤宏幸（サクソフォン） 岡田暁子（ピアノ）
●アルビノーニ：アダージョ モーツァルト：歌劇「魔笛」セレクション エスケッシュ：古風な幻想曲 他

2014 年
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1000

〜ヴァイオリンの響（ひびき）〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1001

美しきフランス音楽への誘い

火

●吉田直矢（ヴァイオリン）、河崎恵（ピアノ） 横田めぐみさんの同級生ヴァイオリニストによる
●カッチーニ：アヴェ・マリア ピアソラ：リベルタンゴ 岩渕まこと（横田早紀江 詞）
：コスモスのように 他

水

●小松菜央（ヴァイオリン）、山際奈津香（チェロ）、白石朝子（ピアノ）
●サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリツィオーソ Op.28 ラヴェル：クープランの墓より

金

●江頭摩耶（ヴァイオリン＆ヴィオラ）、渡辺理恵子（ピアノ）
●ショパン：雨だれ サン＝サーンス：白鳥 ドビュッシー：月の光

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1002

他

パリの愛した名曲たち サロンへのご招待
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1003

心地よい夏の薫りを「花の詩」〜アンサンブル Poesia と共に vol.3

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1004

名フィルオーボエ奏者 寺島

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1005

ソプラノとオカリナの響きに包まれて

土

●松林宏子（ソプラノ）、淺野淑子（メゾソプラノ）、角田直美（ヴァイオリン）
、板倉篤子、武田恵美（ピアノ）
●成田為三：浜辺の歌 パガニーニ：カンタービレ
他

火

●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ） 〜音色が織り成す雅やかな名曲 Vol.3〜
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より “私のお父さん” チマローザ：オーボエ協奏曲 他

木

●メリッサ：林浩子（ソプラノ）
、西村麻衣子（オカリナ）、日比淳子（ピアノ）
●草川信：夕焼け小焼け エルガー：愛の挨拶 パッヘルベル：カノン
他

土

、小田美沙紀（クラリネット）
、髙橋早紀子（ピアノ）
●横家志帆（ソプラノ） トリオさき：打保早紀（ヴァイオリン）
●アメイジング・グレイス ブラームス：ハンガリー舞曲より リゲティ：夏
他

水

●林こずえ（ヴァイオリン）、西脇佐和子（ピアノ）
●ヴィターリ：シャコンヌ フランク：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1006

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1007

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1008

金

●金沢昭奈、竹添歩（ピアノ）
●チャイコフスキー：金平糖の踊り
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1009

土

月
祝

陽介とハープ

歌とハンガリーの名曲 〜ソプラノ横家志帆を迎えて〜
真夏の音の夢 名曲クラシック＆情熱のピアソラ

シャブリエ：ロマンティックなワルツより

他

ヴィオラとピアノで綴る名曲案内 〜忘れられたロマンス〜

●小松 大（ヴィオラ）、松田祐輔（ピアノ）
●リスト：忘れられたロマンス ヴォーン＝ウィリアムズ：グリーンスリーヴス幻想曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1010

他

ダンス・ダンス・ダンス！ 〜ピアノ連弾で奏でる世界の舞曲〜

他

フランスの歌とフルート 〜月の調べにのせて〜

●内田公仁子（ソプラノ）
、宇佐美敦博（フルート）、宇佐美典子（リコーダー）
、満田有香（ピアノ）
●マスネ：タイスの瞑想曲 フォーレ：月の光 安田芙充央：朧月夜によるポエム
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1011

ピアノとファゴットで名曲を

火

●大津敦（ファゴット）、小宮尚子（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 リスト：ラ・カンパネラ

木

●須田瑞穂（ピアノ）
●ショパン：3 つの華麗なる円舞曲 Op.34-1 ／バラード 第 1 番 Op.23 ／ポロネーズ Op.53「英雄」 他

金

●今野尚美（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 24 番 嬰へ長調「テレーゼ」より

土

●蒲加根美（ソプラノ）、丹羽幸子（メソゾプラノ）、青木園恵（ピアノ）
●アヴェ・マリア集 小林秀雄：落葉松 鈴木憲夫：金子みすゞの詩より「私と小鳥と鈴と」

火

●橋本千波（ソプラノ）、小森絹子（ヴァイオリン）、久野晶子（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より “私が街を歩くと” ラフマニノフ：前奏曲 第 1 番 嬰ハ短調「鐘」 他

水

●江口浩平（テノール）、和下田大典（バリトン）、菅谷圭（ピアノ）
●ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より “女心の歌” ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1012

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1013

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1014

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1015

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1016

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1017

木

ジュナン：ベニスの謝肉祭変奏曲

やがて大海へ 〜清流〜 Vol.9

他

Nostalgia ̶ショパンの夢 ̶

ウィーンの調べ 〜ウィーンを愛した音楽家たち〜
夢見る想いシリーズ Ⅹ

他

第 10 回記念コンサート 〜二重唱・Memory〜
他

歌とヴァイオリンとピアノで綴る名曲集 〜幸せなら… 踊りましょう？！〜
麗しき男声 テノールとバリトンの歌声に酔いしれて
音楽物語 part2 花咲き山 〜四季を奏でる〜

●笹野大栄（箏）、はだひかる（篠笛）、望月左登貴美（鳴り物）
、池上あきこ（語り）
●春の恵み 月しるべ 雪の如く
他

他

2014 年

８月

1
2
6
7
8
9

世界はひろい！ せまい！ Vol.3 〜名曲とのめぐり逢い♬〜

金

●妹尾寛子（フルート） 中瀬梨予（ヴァイオリン） 金沢昭奈（ピアノ）
●フォーレ：シチリアーノ モーツァルト：トルコ行進曲 ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番

土

●辻井亜季穂（ソプラノ） 夏目悠司（バリトン） 髙橋早紀子（ピアノ）
●モーツァルト：オペラ「魔笛」より レハール：オペレッタ「メリー・ウィドゥ」より

水

●渡辺美穂、米田誠一（ヴァイオリン） 中村洋乃理（ヴィオラ） 山際奈津香（チェロ）
芹澤美帆（クラリネット） 飯田あかね（ピアノ） ●ブラームス：クラリネット五重奏曲より

木

●ラファル・ツォルコス（フルート） 北村まりえ（ピアノ）
●ボルヌ：カルメン幻想曲 イベール：奇想曲 ドビュッシー：月の光、喜びの島

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1019

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1020

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1021

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1022

金

オペラに転がる日常

他

名曲五重奏の調べ

他

彩（いろ）とりどりの世界 〜フランス音楽 ア・ラ・カルト〜
他

〜清流〜Vol.10 ピアノ音楽の不朽の名作

〜バロック時代からロマン派まで〜
●田口利康（ピアノ）
●スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.135 モーツァルト：きらきら星変奏曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1023

土

他

他

ピアノを愛した作曲家

〜ショパンとラフマニノフの美しい旋律〜
●松浦弥奈子（ピアノ）
●ショパン：幻想即興曲、バラード 第 1 番 ラフマニノフ：エレジー、プレリュード Op.23-5

他

楽器で奏でるアリア 〜歌いっぱいのクラシック〜

10

日

●松谷阿咲（ヴァイオリン） 岩田彩子（チェロ） 井上京（クラリネット） 山本敦子（ピアノ）
●モーツァルト：皇帝ティトスの慈悲より サン＝サーンス：サムソンとデリラより
他

11

月

●島野聖章（ピアノ）
●ショパン：練習曲 第 3 番「別れの曲」、前奏曲 第 15 番「雨だれ」、ポロネーズ Op.53「英雄」

火

●原田幸子（ソプラノ） 松川亜矢（メゾソプラノ） 森野かおり（ピアノ）
●ヘンデル：オペラ「セルセ」より “樹木の陰で（ラルゴ）
” グルック：オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」 他

木

●山田真吾、朝吹元（チェロ）
●エルガー：愛の挨拶 ベートーヴェン：交響曲 第 9 番「合唱付き」より

日

●堀田倫子（ソプラノ） 佐藤香奈（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第14番より フォーレ：月の光 ドビュッシー：月の光

火

●内田恵美子（ソプラノ） 佐藤文美（メゾソプラノ） 大川晶也（テノール） 安田健（バリトン） 舘美里（ピアノ）
●滝廉太郎：荒城の月 越谷達之助：初恋 山田耕筰：この道 他

12
14
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1018

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1024

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1025

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1026

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1027

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1028

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1029

木

金

土

月

ピアノの詩人 〜オール・ショパン・プログラム〜
他

オペラの中のドラマ 〜グルック生誕 300 年に寄せて〜

2 本のチェロの世界 〜チェロで奏でられる名曲達〜
他

納涼 〜夏の夜の物語〜

他

日本のうた “魁 ̶sakigake̶” からの贈り物

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1030 心揺さぶる名曲たち 〜超絶ヴァイオリンの魅力〜
●小坂井聖仁（ヴァイオリン） 水村さおり（ピアノ）
●サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イザイ：サン＝サーンスのワルツ形式によるカプリース Op.52 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1031 2本のフルートとピアノで名曲を 〜爽やかな音色に癒されて〜
●浅井徳子、白木由美（フルート） 水野陽子（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 フォーレ：ドリー組曲より “子守歌” ドップラー：デュエッティーノ・アメリカ 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1032 愛を込めて 〜石川馨栄子ピアノコンサート〜
●石川馨栄子（ピアノ）
●フォーレ：ロマンス ドビュッシー：2 つのアラベスク ファリャ：
「恋は魔術師」より “火祭りの踊り” 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1033 夏の贈り物 木管五重奏の響きで楽しむ名曲コンサート
●北村祈子（フルート） 吉田真里那（クラリネット） 小松由人（オーボエ） 中山優希（ファゴット）
高橋由佳（ホルン） ●ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番「アメリカ」より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1034

女神（ミューズ）が織り成す弦の世界 〜10 人で奏でる名曲集〜

火

●弦楽合奏グループ：アンサンブル LaLa
●モーツァルト：ディヴェルティメント チャイコフスキー：弦楽セレナーデより

金

●加藤愛（メゾソプラノ） 岸豊大（バリトン） 蕎麦田さやか（フルート） 保坂紗苗（ピアノ）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ サティ：ジュ・トゥ・ヴ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1035

他

フランス有名作曲家を聴きくらべよう

他

2014 年

９月
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1036

ウィーンの魅力〜バロックヴァイオリンで奏でるワルツ〜

月

●小玉 安奈（ヴァイオリン）
、伊藤 真理子（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：ワルツ「春の声」 ジーツィンスキー：ウィーン我が夢の街

火

●佐山 絵美、佐山 舞香（ピアノ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク

水

●松下 伸也（バリトン）、織田 寛子（ピアノ）
●ブラームス：五月の夜 Op.43-2、日曜日 Op.47-3、子守歌 Op.49-4、メロディーのように Op.105-1

土

●山田 真吾（チェロ）、佐野 沙希（ピアノ）
●ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ サン＝サーンス：アレグロ・アパッショナート

日

●春日井 久美子、春日井 恵（ヴァイオリン）、岩田 珠美（ピアノ）
●ヴィターリ：シャコンヌ ラヴェル：ハバネラ形式の小品 サン＝サーンス：ハバネラ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1037

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1038

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1039

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1040

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1041

月

月

ピアノデュオで辿る名曲散歩道
チャイコフスキー：花のワルツ

うなる弓、跳ねる鍵盤

ミヨー：スカラムーシュ

●奥村 優（ヴァイオリン）
、井浦 貴子（ピアノ）
●ビゼー：オペラ「カルメン」より “闘牛士の歌”

他

情熱のヴァイオリン 癒しのピアノ
ピアソラ：リベルタンゴ

他

心に染みるソプラノとヴァイオリン 〜秋の彩りに寄せて〜

●岡村 沙穂里（ソプラノ）
、西村 洋美（ヴァイオリン）
、鈴木 安奈、兼重 優子（ピアノ）
●小林秀雄：落葉松 木下牧子：竹とんぼ ヴィターリ：シャコンヌ
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1046

シリーズ「やがて大海へ〜清流〜」Vol.11

紡音 〜2人が紡ぐ音の世界〜

金

●根本 彩子、菅波 公美（ピアノ）
●ショパン：ポロネーズ 第 6 番「英雄」 モーツァルト：きらきら星変奏曲

土

●今木 智彦（ファゴット）
、樹神 早紀（ヴァイオリン）
、前田 佑里（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 ピアソラ：ブエノスアイレスの夏 ドビュッシー：ピアノトリオより

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1047

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1048

月

他

アイルランドの風景を聴く 〜アイリッシュハープ弾き語り〜

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1045

他

柔らかな木管の息吹 〜名曲で感じる初秋の風〜

●奈加 靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、大森 ヒデノリ（フィドル）
●ダニーボーイ、グリーンスリーブス、アイルランドの子守唄
他

火
祝

他

プロヴァンスの風景

金

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1044

他

弦は響き、弦は歌う 〜ヴァイオリンで奏でる舞曲〜

●笠置 陽子（フルート）、所 克頼（サクソフォン）、西脇 麻衣（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光 ピアソラ：オブリビオン、鮫 イベール：2 つの間奏曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1043

他

子守歌 〜ブラームスの歌曲をたどって〜

●瀧 彬友、小森 伸二（サクソフォン）、長井 美香（ピアノ）
●ポール・モーリス：プロヴァンスの風景より イベール：物語より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1042

他

ショパン：バラード 第 1 番

他

名曲ア・ラ・カルト 〜温かなファゴットの音色に包まれて〜
他

異国の風に夢と憧れをのせて 〜時を超えて秀吉が聴き、涙を流した西洋音楽〜

●小川 美香子（ダルシマー）
、佐野 健二（リュート）
、横内 正代（マンドリン）、杉江 尚子（ピアノ）
●オルティス：
「幸せな眼よ」より ギョーム・マショー：千々の悲しみ
他

2014 年

10月

1
4
6
9

夢見る想いシリーズⅪ 〜二重唱・ロマンス〜

●蒲 加根美（ソプラノ） 丹羽 幸子（メゾソプラノ） 青木 園恵（ピアノ）
●多 忠亮：宵待草 プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」より “私のお父様”

土

●板倉 竹香（ヴァイオリン） 池田 真子（ピアノ）
●ドヴォルジャーク：ユーモレスク、家路、スラヴ舞曲 作品 72-2

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1050

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1051

月

ヴァイオリンの郷愁に浸るひととき 〜プラハに魅せられて〜
スメタナ：モルダウ

他

能管と薩摩琵琶の世界

〜心のひだにそっと触れる和の心、和の響、和の楽器たち！〜

●玉野 宮夫（能管） 細川 華鶴子（薩摩琵琶） ●黒田官兵衛
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1052

他

鶴

クラシック音楽の響宴 〜ヨーロッパの名曲たち〜

木

●大迫 綾香（ヴァイオリン） 浅井 環（フルート） 近藤 杏美（ピアノ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク グリーグ：組曲「ペール・ギュント」より “朝”

土

●林 香菜子（ソプラノ） 月尾 磨美（ピアノ）
●J. シュトラウス 2 世：美しき青きドナウ 吉田 千鶴子：はなよりだんご

水

●澤田 幸江（ヴァイオリン） 内田 玲（チェロ） 浅野 真帆（ピアノ）
●オール・ショパン・プログラム ピアノトリオ Op.73 より 第 1 楽章、序奏と華麗なるポロネーズ

木

●デュオ チコーニャ シュテファニー・ゲーリケ（メゾソプラノ） アーリンク明美（ピアノ）
●R. シュトラウス：献呈 シューベルト：アヴェ・マリア、鱒 ブラームス：子守唄
他

土

●ムジカ・アモーレ 大村 絵里、土方 京子、嶋津 恵子（ソプラノ） 平山 晶子（ピアノ）
●プッチーニ：オペラ「蝶々夫人」より “花の二重唱” 團 伊玖磨：
「夕鶴」より “与ひょう、私の大事な与ひょう” 他

21

火

●波馬 朝加（ヴァイオリン） 大場 奈月（クラリネット） 金澤 みなつ（ピアノ）
●中山 育美：四季のポプリ ハチャトゥリアン：剣の舞、三重奏曲より
他

23

木

11
15
16
18

25
26
27
28
29
30
31

10

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1049

水

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1053

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1054

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1055

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1056

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1057

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1058

ウィーン、わが夢の街

R. シュトラウス：明日

他

華麗なるショパン 〜もう一人のピアノの詩人〜

他

美しき詩と響き 〜ロマン派歌曲の魅力〜

女はこうしたもの 〜花鳥風月〜

四季のポプリ 〜秋に奏でる魅惑の響き〜
ドイツ ロマンティック歌曲の花束

●加藤 智（テノール） 伊藤 美砂子（ピアノ）
●シューベルト：鱒 ブラームス：五月の夜 シューベルト：歌曲集「冬の旅」より “菩提樹”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1059

他

他

オカリナで綴る懐かしの名曲 〜心潤うハーモニー〜

土

●松岡 啓子、松本 恵美子、佐藤 益子、水野 一枝（オカリナ）
●ロシア民謡：黒い瞳変奏曲 ドヴォルジャーク：ユーモレスク

日

●梅田 智也（ピアノ）
●J.S. バッハ：シャコンヌ

月

●岩崎 愛子（マリンバ） 福井 理恵子（ピアノ）
●J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 1 番より シューマン：
「子供の情景」より “トロイメライ”

火

●佐藤 光（チェロ） 竹之内 奏（ピアノ）
●カサド：親愛の言葉 カザルス：鳥の歌 フォーレ：シチリアーナ

水

●辺見 亜矢（フルート） 荒木 まどか（ハープ）
●ドビュッシー：月の光 岡野 貞一：おぼろ月夜

木

●リプトン弦楽四重奏団 亀谷 希恵、安田 祥子（ヴァイオリン） 景山 奏（ヴィオラ） 紫竹 友梨（チェロ）
●クライスラー：愛の喜び ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
ラヴェル：ボレロ
他

金

●瀬木 理央（ヴァイオリン） 西岡 雄太（ピアノ）
●ベートーヴェン：スプリングソナタより 山田耕筰：からたちの花

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1060

ロブレス：コンドルは飛んで行く

時を繋いで、明和を巣立った音楽家たち Vol.7 ピアノでめぐる名曲の旅

ショパン：ワルツ 第 9 番「別れ」、ポロネーズ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1061

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1062

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1063

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1064

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1065

他

「やがて大海へ 〜清流〜」Vol.12

第 6 番「英雄」

他

旅するマリンバ 〜躍動するマレット！〜
他

魅力あふれるチェロとピアノの名曲集
夜を想う

ポッパー：ハンガリー狂詩曲

他

〜暁までの星たちの旅〜
ダマーズ：アーリーモーニング変奏曲

他

心に響くハーモニー 〜カルテットでクラシックの名曲を！〜
音のある風景

ラフマニノフ：ヴォカリーズ

他

2014 年

11月

1
2
3

歌とピアノで彩る秋のひととき

●福井 友加里（ソプラノ） 神田 春奈（ピアノ）
●J.S.バッハ：コーヒー・カンタータ シューマン：幻想小曲集 作品12より シューマン（リスト 編）
：献呈 他

日

●佐野 沙希（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「四季」より 10 月、11 月

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1067

月
祝

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1068

哀愁と情熱のロシア音楽
クロマコフ：
「黒い瞳」の主題による幻想曲

他

深まる碧 響く音色

●中村 真由（ソプラノ） 森井 彩子（ピアノ） 大森 茉令（ヴァイオリン） 入矢 真理（ピアノ）
●ショパン：幻想即興曲 Op.66 サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ
他

秋に聴きたいフルート名曲集

6

木

●東 明日菜（フルート） 金澤 みなつ（ピアノ）
●モーツァルト：きらきら星変奏曲 ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

7

金

〜詩的な調べによせて〜
●卯野 杏実（ピアノ）
●メンデルスゾーン（リスト 編）
：歌の翼に シューマン（リスト 編）
：献呈 ショパン：バラード 第 1 番 他

土

●細江 裕樹、杉本 明佳音（ピアノ）
●ドビュッシー：
「映像」第 1 集より “水の反映”

木

●小田 知希（テノール） 掛川 遼平（ピアノ）
●ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン シューベルト：ます

金

●川口 耕平（ピアノ） 女声アンサンブル “耕” メンバー
●「日本の四季」童謡・唱歌メドレー（川口 耕平 編）
：どこかで春が〜虫の声〜冬の夜〜

8
13
14
15
17
19
24
26

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1069

〜清流〜 Vol.13 ピアノでめぐるヨーロッパの旅

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1071

ピアノで紡ぐ色彩

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1073

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1074

月
振

他

ドイツ、イタリアの珠玉の名曲たち 〜2人が見る“うた”の景色〜
シューマン（リスト 編）
：献呈

他

なつかしき童謡・唱歌 メドレー
きもの de クラシック Vol.1

他

源氏物語の世界 〜今、千年の時を越え〜

平安の音色！！ 世界最古のオーケストラ

●柴垣 治樹（舞人） 安藤 恵介（篳篥） 杁本 洋康（箏、太鼓） 柴垣 陽心（龍笛） 厚東 範彦（琵琶、三ノ鼓）
青木 和美（笙） 鬼頭 リキ（鉦鼓） ●越殿楽、荒城の月 舞楽 抜頭
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1076

水

サティ：3 つの「ジムノペディ」より 第 1 曲

●水谷 りゑ（朗読） 日原 暢子（箏・三絃） 中山 優子（箏・三絃）
●地歌「夕顔」 語り：源氏物語より「夕顔」
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1075

月

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1070

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1072

土

フォーレ：夢のあとに

恋する名曲たち 〜日本歌曲からオペラアリアまで〜

●池田 ゆり（ソプラノ） 山口 遥菜（ピアノ）
●越谷 達之助：初恋 ドヴォルザーク：オペラ「ルサルカ」より “月に寄せる歌”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1077

他

パリの灯（ひかり）

●トリオストラーダ 工藤 雄司（クラリネット） 加納 明美（ヴィオラ） 服部 響子（ピアノ）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 フォーレ：子守歌
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1078

他

世界音楽散歩

水

●アプリコ・トリオ 坂本 実奈美（フルート） 加藤 由佳（ヴァイオリン） 酒井 絢子（ピアノ）
●モーツァルト：
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より マスネ：タイスの瞑想曲
他

27

木

●ピアノデュオ・アルク 十川 安里、浅井 寛子（ピアノ）
●リスト：ハンガリー狂詩曲より ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー エルガー：愛のあいさつ 他

28

金

●鷲山 千香子（ソプラノ） 檜垣 彩乃（ヴァイオリン） 酒井 絢子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に プッチーニ：オペラ「トゥーランドット」より “氷のような姫君の心も” 他

土

●佐藤 愛、世古 藍（ピアノ） 鈴木 春香（お話）
●ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 Op.46-8、Op.72-2 チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より 他

29

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1066

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1079

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1080

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1081

ラプソディー・イン・ブルー
心に響く愛の旅

冬に聴きたい名曲たち 〜くるみ割り人形と珠玉のピアノ作品〜

2014 年

12月

1
4
6
8
9
11
12
15
16

響き合う音の楽しさ 〜ヴァイオリン名曲集〜

●蜷川 紘子（ヴァイオリン） 碓井 俊樹（ピアノ）
●ヴィターリ：シャコンヌ J.S. バッハ：シャコンヌ

木

●内田 枝里（ピアノ）
●ショパン：エチュード「黒鍵」 リスト：ラ・カンパネラ

土

●内田 公仁子（ソプラノ） 平山 晶子（ピアノ）
●中田 喜直：さくら横ちょう（4 月） ショパン：雨だれのプレリュード（6 月） 多忠亮：宵待草（9 月） 他

月

●岡村 理恵（クラリネット） 後藤 友香理（ピアノ）
●クララ・シューマン：プレリュード 作品 16-2 リスト：愛の夢 第 3 番（歌曲版） 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1083

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1084

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1085

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1086

火

他

華麗なピアノ・アレンジ作品集 〜一度は聴いてみたい名曲〜
歌暦（うたごよみ）

J.S. バッハ（ブラームス 編）
：シャコンヌ

歌とピアノで綴る 12 曲

ほろほろクラシックコンサート Vol.1
心安らぐショパン 心がぽかぽか「ちょっといい話」とピアノの演奏
●ショパン：ノクターン 9-1、舟歌、別れの曲

●新見 準平（バリトン） 浅野 桜子（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より “もう飛ぶまいぞこの蝶々”

金

●チャールズ・ウェザビー（ヴァイオリン） 霜浦 陽子（ピアノ）
●ファリャ：スペイン民謡組曲 クライスラー：愛の悲しみ マスネ：タイスの瞑想曲

月

●大迫 綾香（ヴァイオリン） 五島 史誉（ピアノ）
●クライスラー：美しきロスマリン シューベルト（リスト 編）
：水に寄せて歌う

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1089

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1090

火

他

音楽で巡るウィーン街散歩

木

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1088

他

愛の物語 〜秘められた女性たちの想い〜

●丸山 晶子（ピアノ） おおはた れいこ（お話）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1087

イザイ：ワルツ・カプリス

シューベルト：菩提樹

他

マドリードからウィーンへの旅

「やがて大海へ 〜清流〜」Vol.14

他

ドナウと奏でる音楽の調べ
他

天上の歌声 〜女声アンサンブルでおくる珠玉の名歌〜

●加藤 史、五十嵐 舞（ソプラノ） 梅澤 市樹（メゾソプラノ） 重左 竜二（ピアノ）
●J.S. バッハ（グノー 編）
：アヴェ・マリア 中田 喜直：雪の降るまちを 賛美歌：ひいらぎ飾ろう

他

クラリネットで名曲を 〜世界一周の旅〜

17

水

●アンサンブルあおば 丹羽 夏望、浅井 美帆、村田 俊之（クラリネット） 坂田 光子（バスクラリネット）
●モンティ：チャールダッシュ ピアソラ：アディオス・ノニーノ ボロディン：ダッタン人の踊り
他

18

木

●藤波 結花（ピアノ）
●パダジェフスカ：乙女の祈り

19

金

●津軽三味線 輝＆輝（キキ） 武田 佳泉、白藤 ひかり（津軽三味線）
●秋田県民謡：秋田荷方節 パッヘルベル：カノン 津軽じょんがら節

20

土

●飯田 牧子（ソプラノ） 掛川 遼平（ピアノ）
●ヘンデル：私を泣かせて下さい 黒人霊歌：深い河

日

●今飯田 百那（ピアノ） 落合 真子（ヴァイオリン） 坂口 稚奈（ソプラノ）
青嶋 祥代（ヴァイオリン） 吉田 茜（ピアノ） ●ラヴェル：ツィガーヌ

月

●大場 奈月（クラリネット） 福岡 あゆみ（フルート） 今井 希（ホルン） 加藤 英子（オーボエ）
小林 智子（ファゴット） ●モーツァルト：フィガロの結婚序曲 きらきら星変奏曲より
他

24

水

●ニュートンズ 中川 香、松本 一策（ヴァイオリン）、伊藤 玉木（コントラバス） 菅原 拓馬（ピアノ）
●シュニトケ：きよしこの夜 ピアソラ：ブエノスアイレスの冬 J.S. バッハ：マタイ受難曲より 他

26

金

●斎藤 夕輝、中村 栄宏（リコーダー） 川口 成彦（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より “冬” 第 1 楽章 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

土

●MiA 水野 みか子、国分 隼人、平田 聖子（作曲） 北住 淳（ピアノ） 谷上 節子（ソプラノ）
つつみ あつき（クラリネット）
●バダジェフスカ：乙女の祈り R. シュトラウス：あした［独唱］ 他

21
22

27

12

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1082

月

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1091

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1092

乙女たちをめぐる愛の調べ

ベートーヴェン：エリーゼのために

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1093

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1094

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1095

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1096

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1097

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1098

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1099

ショパン：ワルツ 第 5 番

他

津軽三味線デュオの世界
他

イギリスのうた・アメリカのうた
フォスター：夢路より

他

今、開く未来の扉 若き音楽家の挑戦 Vol.2
他

冬の贈り物

ニュートンズ 3rd ！

〜クリスマス・イヴ・スペシャル〜

魅惑 〜心に響く名曲の灯火（ともしび）〜
MiA のおくりもの 2014

他

2015 年

１月

7
8

木

L = 自由席

9

金

10

土

12

月
祝

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1100

弦楽器でニューイヤー！

水

●名古屋室内管弦楽団：春日井久美子、川上裕司、亀谷希恵、瀬木理央（ヴァイオリン）、春日井恵（ヴィオラ）
高木良（チェロ）、酒井敬彰（コントラバス） ●チャイコフスキー：セレナーデより
他
●水野真紀（ピアノ）
●宮城道雄：春の海 グリーグ：叙情小品集より

●佐藤史織、杉山大祐（津軽三味線）
●民謡メドレー：津軽甚句〜黒田節〜ドンパン節

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1101

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1102

水

新春の息吹を感じて
リスト：ハンガリー狂詩曲 第 2 番

他

新春を彩る津軽三味線
津軽よされ節

津軽じょんがら曲弾き

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1103 ロマンティック！ ピアノトリオ 〜ドイツの名曲たちとともに〜
●村上はるか（ヴァイオリン）、武田真有（チェロ）、奥村真夕（ピアノ）
●メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第 1 番より ブラームス：ハンガリー舞曲より
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1104

音楽で感じる西欧のかほり

●河野由里恵（ヴァイオリン）、扶瀬絵梨奈（ピアノ）
●クライスラー：ジプシーの女 マスネ：タイスの瞑想曲 R.シュトラウス：ヴァイオリンソナタ Op.18より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1105 歌に恋して 〜ソプラノが贈る、世界から珠玉の名曲〜
●山中沙耶（ソプラノ）、田中麻衣（ピアノ）
●山田耕筰：からたちの花 プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より “私が町を歩くと”
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1106

魅惑のチェロ！！

木

●近藤悠叶、小川真貴（チェロ）、近藤杏美（ピアノ）
●ボッケリーニ：2 本のチェロのためのソナタより グノー：アヴェ・マリア

金

●寺本みずほ（ヴァイオリン）
、廣瀬奏子（ハープ）
、正木恵子（マリンバ）
、伊藤美咲（ピアノ）
●フォーレ：シシリエンヌ ドビュッシー：神聖な舞曲 ピアソラ：鮫
他

土

●田中喜子（ソプラノ）、藤井信行（バス）、久野明子（ピアノ）
●プチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より “私の名はミミ” クルティス：帰れソレントへ

日

●日比野 景（ソプラノ）、水野みどり（マリンバ）、ささはらなおみ（ピアノ）
●R. シュトラウス：献呈 グリーグ：君を愛す 滝廉太郎：花 山田耕筰：この道

月

●三重野広美（ソプラノ）、守矢花梨（ピアノ）
●ジーツィンスキー：ウィーン我が夢の街を レハール：ウィーンに口づけを J.シュトラウスⅡ：ウィーン気質 他

火

●小笠原優子（ヴァイオリン）、古野綾（ピアノ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調より パラディス：シシリアーノ 他

水

田中千恵、古田久美子、堤奈月（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番

木

●碇由記美、清水里佳子（ヴァイオリン）
、原田実里（ヴィオラ）
、髙橋弘治（チェロ）
、柴田久聡（コントラバス）
●ドヴォルザーク：ユモレスク ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲「アメリカ」より
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1107

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1108

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1109

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1110

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1111

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1112

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1113

金

山田耕筰：からたちの花

他

ダンス・ダンス・クラシック Vol.2 静と動
魅惑のオペラアリア

他

春のよろこび 〜歌とマリンバの出会い〜
他

ようこそウィンナワルツの世界へ
ヴァイオリンで奏でる癒しと情熱

やがて大海へ〜清流〜Vol.15 連弾の楽しさと2台ピアノの迫力
他

ドヴォルザークの名曲とともに

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1114 IDA オペラ塾 Vol.1 オペラへの誘い（いざない）
●竹尾圭代、曽田朋世（ソプラノ）、山﨑太郎（テノール）、百瀬愛莉（ピアノ）
●ヘンデル：歌劇「セルセ」より “オンブラ・マイ・フ” モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1115

ハンガリーとロシアの調べ

土

●近江秀崇（ピアノ）
●リスト：
「3 つの演奏会用練習曲」より 第 3 番／ハンガリー狂詩曲 第 6 番 変ニ長調

火

●岩崎花保（フルート）、山中惇史（ピアノ）
●ビゼー：
「アルルの女」より “メヌエット” J.S. バッハ：無伴奏パルティータより「アルマンド」

水

●石原まりあ（メゾソプラノ）、大久保亮（テノール）、桃井佑子（ピアノ）
●シューベルト：鱒 シューマン：献呈 グリーグ：ホルベルク組曲より “プレリュード”

金

●hatao（アイリッシュ・フルート、ティン・ホイッスル、柳の笛 他）、nami（フォーク・ハープ＆ピアノ）
●フィンランド伝承曲：熊送り スウェーデン伝承曲：スモーランド地方のポルスカ
他

土

●武田優美（ピアノ）
●ショパン：華麗なる大円舞曲／練習曲「革命」／スケルツォ 第 3 番

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1116

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1117

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1118

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1119

他

フルートで癒しのひと時を♪Vol.2 〜名曲の旅〜
他

歌い継がれる名歌曲たち

他

旅の記憶 〜北欧の伝承音楽に魅せられて〜
ショパン パリの想い出

武満徹：雨の樹 素描Ⅱ

他

2015 年

２月

2
3

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1120

月

「〜清流〜」Vol.16

魅惑のトランペット 〜世界の愛の調べ〜

●赤堀 裕之史（トランペット） 竹之内 奏（ピアノ）
●アルビノーニ：協奏曲 ハ長調 プッチーニ：オペラ「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1121

華やかな弦楽器の響き〜ヴァイオリン名作品集〜

火

●牧野 貴佐栄、有田有希（ヴァイオリン） 松井裕樹（ピアノ）
●チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 Op.35 より パガニーニ／クライスラー 編：ラ・カンパネラ

5

木

●加藤千里（フルート） 天野あさ子（ピアノ）
●マスネ：タイスの瞑想曲 チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より “花のワルツ”

7

土

●成田七香（ソプラノ） 上木愛李（メゾソプラノ） 森澤要子（ピアノ）
●木下牧子：さびしいカシの木 團伊玖磨：紫陽花 オッフェンバック：歌劇「ホフマン物語」より “舟歌” 他

月

●仙波明子、間瀬早綾香（マリンバ） 村田雄一（打楽器） 谷野はるか（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番 モンティ：チャールダッシュ ハチャトゥリアン：剣の舞

火

●石川智香子、舘美里、松島里佳（ピアノ）
●J. シュトラウス：ラデツキー行進曲 四季メドレー：さくらさくら〜雪

木

●服部響子（ピアノ） 大畑正幸（二胡）
●中田章：早春賦 中野晋平：カチューシャの唄

金

●塙美里（サクソフォン） 法貴彩子（ピアノ）
●ラヴェル：ソナチネより プーランク：エディット・ピアフを讃えて、愛の小径

9
10
12
13
14
16
17

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1122

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1123

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1124

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1125

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1126

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1127

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1128

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1129

月

他

未来へと紡ぐ歌〜心温まるハーモニー〜
魅惑のマリンバの響き

他

日本の童謡から世界の名曲まで 〜3 人 6 手〜
ラフマニノフ：エレジー

黄海杯：賽馬

モンティ：チャールダッシュ

他

フランスの音色 〜パリからの便り〜
他

ロマンティックバレンタイン

名フィルオーボエ奏者 寺島陽介とハープ

他

Vol.4

●寺島陽介（オーボエ） 三宅百合子（ハープ）
〜ザルツブルクからウィーンの旅〜
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より（抜粋） シューベルト：野バラ、アヴェ・マリア
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1130

世界の音楽に出会う旅 Vol.3 ヴァイオリン＆ギターデュオ

●デュオ・エクイノックス：山口美夕鶴（ヴァイオリン） アレクサンドル・ガラガノフ（ギター）
●J.S. バッハ／グノー：アヴェ・マリア パガニーニ：ヴァイオリンとギターの為のソナタ
他

19

木

●蒲加根美（ソプラノ） 丹羽幸子（メゾソプラノ） 青木園恵（ピアノ）
●岡野貞一：ふるさと ボロディン：オペラ「イーゴリ公」より “ダッタン人の踊り”

20

金

●藤田真有（ソプラノ） 佐藤なつみ（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より “とうとうこの時が来た〜恋人よここに”

21

土

●ミヒャエル美知太郎・ルーギンビュール（チェロ） 神谷舞（ピアノ）
●エルガー：愛のあいさつ サン＝サーンス：白鳥 カザルス：鳥の歌 ラフマニノフ：ヴォカリーズ

22

日

●鈴木由美子、稲掛雅子（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：美しき青きドナウ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1131

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1132

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1133

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1134

月

夢見る想いシリーズⅫ 〜二重唱・ふるさと〜
他

世界音楽紀行

他

春風にのせて〜チェロの名曲をあなたに〜

ピアノ DUO に乾杯！ 〜元気が出るコンサート〜
ブラームス：ハンガリー舞曲より

他

魁 ̶ Sakigake ̶ 日本のうた

●内田恵美子（ソプラノ） 佐藤文美（メゾソプラノ） 大川晶也（テノール） 安田健（バスバリトン）
舘美里、松野美樹（ピアノ）
●文部省唱歌：冬景色 中田章：早春賦 中田喜直：さくら横ちょう 滝廉太郎：花
他
※好評につき、1 日 2 回開催。プログラムは、各回同じ内容です。
※お食事付セットプランをご利用頂けます。2 回目の公演は昼食を先にお召し上がりください。

24
28

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1136

火

贅沢クラシック 〜クラリネット玉手箱〜

●西田宏美（クラリネット） 岩村麻里子（バスクラリネット） 今泉藍子（ピアノ）
●ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー ピアソラ：ブエノスアイレスの春
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1137

土

他

梅見月に聴く〜二胡とピアノの詩（うた）〜

火

23

他

フィギュアスケート銀盤に咲いた名曲

●レ・プティトワーズ：中野志麻（ヴァイオリン） 小木曽栄里子（オーボエ） 古澤幹子（ピアノ）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「眠りの森の美女」より “ワルツ” シューベルト：アヴェ・マリア

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1135

14

他

他

太陽がいっぱい テノールの歌声

●市川太一（テノール） 市原実小代（ピアノ）
●クルティス：帰れソレントへ 滝廉太郎：荒城の月

ヴェルディ：歌劇「椿姫」より “燃える心”

他

他

2015 年

３月

1

日

2

月

4

水

5

木

6

金

7

土

8

日

11
12
13
14
17
19
30
31

15

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1138

木

金

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1139 春は恋の季節 〜日本のうた・ドイツのうた〜
●奥村育子（ソプラノ）、佐々木杏子（ピアノ）
●中田喜直：さくら横ちょう／はなやぐ朝 小林秀雄：すてきな春に メンデルスゾーン：歌の翼に
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1140 詩人の恋 〜シューマンの歌曲をたどって〜
●松下伸也（バリトン）、織田寛子（ピアノ）
●シューマン：歌曲集「詩人の恋」より “美しい 5 月に”／ “君の瞳を見ると”／ “ラインの聖なる流れに”

他

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1141 マイ・フェイバリット ソングス 〜マリンバとトロンボーンによる世界の名歌〜
●田中宏史（トロンボーン）、田中紫織（マリンバ）、近藤真由（ピアノ）
●ベッリーニ：優雅な月よ ロッシーニ：踊り プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より “ムゼッタのワルツ” 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1142 アイルランドの風景を聴く 〜アイリッシュハープ弾き語り〜
●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、中村大史（アコーディオン＆ギター）
小嶋佑樹（ゲスト出演／バグパイプ＆ホイッスル） ●庭の千草、サリーガーデン、スカボロフェア 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1143

水

ショパン 205 回目の誕生日に…

●田村明子（ピアノ）
●ショパン：バラード 第 1 番 ト短調 Op.23 ／ノクターン 第 5 番 嬰へ長調 Op.15-2

踊るピアノ〜舞曲の “春祭り”

●小畑真梨子（ピアノ）
●ラヴェル：
「鏡」より “道化師の朝の歌”

チャイコフスキー：花のワルツ

ピアソラ：リベルタンゴ

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1144 さわやかクインテット 〜華麗なる五重奏〜
●田中安梨、加藤由佳（ヴァイオリン）、田中文恵（ヴィオラ）、小川真貴（チェロ）、國枝由莉（ピアノ）
●パッヘルベル：カノン ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 Op.81 より カッチーニ：アヴェ・マリア 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1145 やがて大海へ〜清流〜Vol.6 春のおとずれ 〜ショパンとシューマンの出会い〜
●縣友里恵（ピアノ）
●ショパン：華麗なる円舞曲 Op.34-1 ／スケルツォ 第 2 番 Op.31 シューマン：子供の情景 Op.15 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1146 春への憧れ 〜柔らかなメゾソプラノの響きにのせて〜
●田島聖子（メゾソプラノ）
、佐部利弦（ピアノ）
●シューベルト：春の想い／ます 中田喜直：さくら横ちょう シューマン：
「幻想小曲集」より “飛翔”

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1147 愛燦々（あいさんさん）〜オペラの名デュエットより〜
●宗田真季（ソプラノ）、餅原剛（テノール）、北川美晃（ピアノ）
●ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より “そよ風に聞けば” カルディロ：カタリ
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1148

ホワイトデー・コンサート

土

●吉見佳晃（テノール）、木村あゆみ（ソプラノ）、齋藤菜緒（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ” ヴェルディ：歌劇「椿姫」より

火

●野口まつの（ヴァイオリン）、江川智沙穂（ピアノ）
●モーツァルト：ピアノソナタ K.331「トルコ行進曲付き」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1149

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1150

他

音楽の万華鏡

クライスラー：愛の喜び

他

春の足音

木

●梶田真未（ソプラノ）、簗瀬彩（ヴァイオリン）、扶瀬絵梨奈（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 中田喜直：たんぽぽ マルティーニ：愛の喜び

月

●高原里奈（ピアノ）
●ショパン：小犬のワルツ／英雄ポロネーズ アルベニス：アストゥリアス グラナドス：アンダルーサ 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1151

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1152

火

他

ピアノに恋して 〜ショパンからグラナドスまで〜
恋の花咲く春爛漫コンサート

●田川えり（ソプラノ）、常松佐希子（メゾソプラノ）、齋藤恵子（ピアノ）
●滝廉太郎：花 木下牧子：抒情小曲集「月の角笛」より モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より

他
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土
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開演

開演
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金

11

土

13

月

15
16
18
20

開演

開演

開演

水

開演

木
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土

開演

月

22

水

24

金

25

16

開演

水

開演

開演

開演

土

28

火

30

木

開演

開演

ブラームスさん チェロとピアノでこんにちは

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1153

●本橋 裕（チェロ） 榊原祐子（ピアノ）
●オール・ブラームスプログラム ハンガリー舞曲集より 第 1 番

チェロ・ソナタ 第 2 番 Op.99 より

他

春を告げる魅惑の歌声と情熱のラ・カンパネラ！

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1154

●小木曽 鮎美（ソプラノ） 野島恵美（ピアノ）
●小林秀雄：すてきな春に プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より “私のお父さん”

他

春うららコンサート 〜心に寄り添う名曲たち〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1155

●伊藤めぐみ（クラリネット） 大池栄里奈（ピアノ）
●滝廉太郎：花 岡野貞一：春の小川 リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行 メンデルスゾーン：春の歌 他

春高楼（はるこうろう）の花の宴

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1156

●トリオ・ローズ 長谷川眞弓（ソプラノ） 日比浩一（ヴァイオリン） 杉浦知美（ギター）
●滝廉太郎：荒城の月 中田喜直：さくら横ちょう タレガ：アルハンブラの想い出
他

生きものがたりコンサート〜音楽で描く動物たち！〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1157

●小泉悠（ヴァイオリン） 橋本歩（ヴィオラ） 石本卓斗（チェロ） 塚本衣美（コントラバス）
佐々木杏子（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より “白鳥”、“象”
他

ロマン溢れる名曲に囲まれて

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1158

●西畑佳澄（ソプラノ） 藤竹悠衣（ヴァイオリン） 織田麻祐子（ピアノ）
●滝廉太郎：花 ヘンデル：涙の流れるままに ショパン：幻想即興曲 ブラームス：F.A.E. ソナタより

ウィーンからの贈り物 ̶自由！しかし孤独、そして愛̶

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1159

●早乙女フーバー陽子（ヴァイオリン） ロベルト・ポビチュカ（ピアノ）
●ブラームス：F.A.E. ソナタより クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ

他

３つの色で綴る名曲たち

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1160

●春日井恵（ヴァイオリン） 黒川実咲（チェロ） 山川達史（ピアノ）
●ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ クライスラー：愛の喜び エルガー：愛の挨拶

他

ポケットサイズコレクション〜珠玉の名曲たちに魅せられて〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1161

●青山映道（クラリネット） 藤井香織（バスクラリネット） 重左恵理（ピアノ）
●ドヴォルザーク：わが母の教え給いし歌 サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より “白鳥”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1162

他

「やがて大海へ〜清流」Vol.18 恋ゴコロ、花ト舞う

●内田珠実（ソプラノ） 藤田洋子（ピアノ）
●滝廉太郎：花 山田耕筰：風に寄せてうたへる春の歌
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1163

●峰岸桂子（アルパ）
●ポンセ：エストレジータ

清水脩：春の寺

ユパンキ：トゥクマンの月

他

他

ほろほろクラシックコンサート Vol.2 心安らぐピアノの名曲

●丸山晶子（ピアノ） おおはた れいこ（お話）
●メンデルスゾーン：春の歌 シューマン：トロイメライ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1165

トスティ：4 月、バラ

ラテンアメリカの情熱と哀愁

イラディエル：ラ・パロマ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1164

リスト：愛の夢

お話「ことばのちから」 他

カルテットで感じる花鳥風月

●リュイール・シャトン・クァルテット 足木かよ、森有加（ヴァイオリン） 尾高詩音里（ヴィオラ）
近藤悠叶（チェロ） ●ドビュッシー：月の光 ハイドン：弦楽四重奏曲 Op.64-5「ひばり」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1166

魅惑のイタリア 〜歌って、食べて、恋して！〜

●YUMIKO（ソプラノ） 内山朋子（ピアノ）
●ヘンデル：オンブラ・マイ・フ プッチーニ：オペラ「ラ・ボエーム」より “私が街を歩けば”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1167

●奥村百合名（ピアノ）
●クープラン：クラヴサン曲集より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1168

他

悠久の時を超えて
ラヴェル：水の戯れ、亡き王女のためのパヴァーヌ

レ・クロッシュ 〜チェロとピアノの世界〜

●レ・クロッシェ 宇宿直彰（チェロ） 宇宿真紀子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より “白鳥”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1169

他

他

名曲で紡ぐ愛のかたち

●簗瀬彩（ヴァイオリン） 田中文恵（ヴィオラ） 森野かおり（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 リスト：愛の夢 ドヴォルザーク：わが母の教え給いし歌

他

他

他
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5 月のそよ風

●加藤 和佳乃（フルート）、飯田 愛梨（ピアノ）
●モーツァルト：アンダンテ K.315 パラディス：シシリエンヌ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1172

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1173

メンデルスゾーン：春の歌

他

スペインのギター音楽Ⅳ 〜ルネサンス黄金期〜

●大嶋 芳（ギター）
●ナルバエス：
「牛を見張れ」による変奏

ムダーラ：ルドビーコのハープの様式を模したファンタシア

他

2 台ピアノで織成す壮大なロシアの情景

●良盛 礼、岩瀬 可奈枝（ピアノ）
●ラフマニノフ：プレリュード Op.3-2「鐘」 チャイコフスキー：組曲「くるみ割り人形」より

他

3 つの瞑想曲

●上田 博司（ヴァイオリン）、榊原 祐子（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「懐かしい土地の想い出」より “瞑想曲”

マスネ：タイスの瞑想曲

他

名曲アラカルト 〜心躍るクラシック〜
●谷口 いづみ、小寺 里枝（ヴァイオリン）、今泉 藍子（ピアノ）
●ピアソラ：リベルタンゴ モンティ：チャールダッシュ ドヴォルザーク：ユーモレスク

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1176

マリンバ・ヴィブラフォンの空間万華鏡
他

母へ綴る歌 〜母の日に寄せて 4〜

●上井 雅子（ソプラノ）、加藤 久美子（ピアノ）
●中田喜直：匂いのある歌 山田耕筰：からたちの花
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1178

火

他

●岩崎 愛子（マリンバ／ヴィブラフォン）、水間 ゆみ（マリンバ）
●サン＝サーンス：白鳥 リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行 ラフマニノフ：ヴォカリーズ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1177

シューベルト：アヴェ・マリア

他

バッハに影響を受けた作曲家

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川 智子、原 沙登子（ヴァイオリン）、近藤 健司（ヴィオラ）、河井 裕二（チェロ）
●J.S. バッハ：小フーガ ト短調 モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより
他
やがて大海へ〜清流〜 Vol.19 若葉薫る欧州からの名曲たち
●玉木 奈津子、大迫 綾香（ヴァイオリン）、卯野 杏実（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より “春” 第1楽章 ドヴォルザーク：ユーモレスク マスネ：タイスの瞑想曲 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1179

水

心躍るひととき 〜輝く春の太陽〜
●岡林 和歌（クラリネット）、近藤 幹夫（マリンバ）、西濱 由有（ピアノ）
●アンダーソンメドレー ミヨー：ブラジレイラ ピアソラ：タンゴの歴史より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1180

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1181

日

26

火

シューベルト：即興曲 Op.90-3 変ト長調

他

ニュートンズ 4th ！〜踊るニュートンズ〜

他

風薫る季節に聴くクラシック 〜爽やかなサクソフォン〜
美しい日本の歌をデュエットで

●加藤 恵利子（ソプラノ）、安田 旺司（バリトン）、吉田 絵奈（ピアノ）
●中山晋平：唱歌「鞠と殿様」 木下牧子：ロマンチストの豚 美智子皇后陛下 詞：ねむの木の子守歌
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1188

他

日本のうたとオペラアリア 〜デュオの調べ〜

●Amies（アミ）
：山中 弓子、松田 希世（ソプラノ）
松村 香（ピアノ）
●ヘンデル：オンブル・マイ・フ 岡野貞一：ふるさと 越谷 達之助：初恋
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1190

他

音の花束 〜フルート・ヴィオラ・ハープの癒しのひととき〜

●トリオ・シャルム：江﨑 淑恵（フルート）、箕浦 理恵（ヴィオラ）、高田 知子（ハープ）
●アイルランド民謡：グリーンスリーブス ドビュッシー：
「ベルガマスク組曲」より “月の光”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1189

日

音楽に託された想いを

●サクソフォン・カルテット・ブランシュ：儀賀 詩織（ソプラノサックス）、宮﨑 愛理（アルトサックス）
伊藤直貴（テノーサックス）、尾家 幸枝（バリトンサックス） ●J.S. バッハ：G 線上のアリア
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1187

金

他

●中川 香、松本 一策（ヴァイオリン）、伊藤 玉木（コントラバス）、金田 紗希里（ピアノ）
●ハチャトゥリアン：剣の舞／「仮面舞踏会」より “ワルツ” ボロディン：ダッタン人の踊りより
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1186

日

郷愁を誘うハーモニー 〜ドヴォルザークをカルテットで〜

●鈴村 真貴子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：
「無言歌集」より “春の歌”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1185

木

他

南米アンデス音楽の旅 〜コンドルは飛んでいく〜

●上柿 良太、苅谷 美幸（ヴァイオリン）、岩根 衣季（ヴィオラ）、向井 真帆（チェロ）
●ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番「アメリカ」より ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1184

水

ヘンデル：歌劇「リナルド」より

●グルーポ サヤ アンデス：河合 智久（チャランゴ）、稲垣 富美（サンポーニャ）、千葉 澄美江（ケーナ）
鳥羽 佐希子（ボンボ）、鈴木 友春（ギター） ●エクアドル民謡：青い空 アルゼンチン民謡：花祭り 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1183

火

他

クラシックよもやま話 〜愉快なリコーダーアンサンブル〜

●春日井リコーダーアンサンブル
●大中 寅二：椰子の実 アンダーソン：プリンクプランクプルンク
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1182

月

25

31

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1171

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1175

月

29

IDA オペラ塾 Vol.2 華麗なるウィンナ・オペレッタの世界

●伊藤歌苗、原田邦枝（ソプラノ）、伊藤 溫規（テノール）、百瀬愛莉（ピアノ）
●レハール：喜歌劇「メリー・ウィドゥ」より J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1174

8

12

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1170

成田為三：浜辺の歌

他

春をうたう 箏とヴァイオリンコンサート

●新美 知子（箏）、杉藤 万純（ヴァイオリン）
●ドヴォルザーク：ユーモレスク 宮城道雄：春の海

J.S. バッハ：ゴルトベルク変奏曲より

他
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チェロと朗読で楽しむ宮沢賢治の世界 セロ弾きのゴーシュ
●天野武子（チェロ） 渡辺理恵子（ピアノ） 竹元まき子（朗読）
●シューマン：トロイメライ 宮沢賢治：星巡りの歌 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 14 番「月光」 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1191

月

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1192

水

デュオで奏でる津軽三味線の響き

●杉山大祐、佐藤詩織（津軽三味線）
●津軽じょんがら節 民謡メドレー 童謡、唱歌メドレー

他

IDA オペラ塾 vol.3 愛と勇気と姫君たちの歌
●くわばらともみ（ソプラノ） 鷲見美保（メゾソプラノ） 山﨑太郎（テノール） 百瀬愛莉（ピアノ）
●木下牧子：ロマンチストの豚／さびしいカシの木 グノー：歌劇「ロミオとジュリエット」より
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1193

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1194

宝塚的華麗なるオペラ

●武田美保、豊城弘美（ソプラノ） 味岡真紀子（メゾソプラノ） 中野嘉章（バリトン） 谷美鈴（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より “ケンカの二重唱” ／ “恋とはどんなものかしら”
他

ベストアンコール Part1 〜おとぎの国へ〜
●コンサートNeue（ノイエ）
：高橋由帆子（ヴァイオリン） 松本健郎（フルート） 坂川映子、長谷川美玲（ピアノ）
●リスト：ラ・カンパネラ サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン グリーグ：組曲「ペールギュント」より 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1195

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1196

木

ピアソラ de タンゴ

●トリオさき：打保早紀（ヴァイオリン） 小田美沙紀（クラリネット） 髙橋早紀子（ピアノ）
池永健二（パーカッション）
●ピアソラ：リベルタンゴ／オブリビオン／ブエノスアイレスの夏

他

ベストアンコール Part2 〜情熱の後に〜
●コンサートNeue（ノイエ）
：吹戸香織（ソプラノ） 高橋亮太郎（チェロ） 守瀬京子、川崎利江子、坂川映子（ピアノ）
●ドビュッシー：
「ベルガマスク組曲」より “月の光” カザルス：鳥の歌 山田耕筰：待ちぼうけ
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1197

金

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1198

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1199

月

火

ファリャ：
「恋は魔術師」より

やがて大海へ〜清流〜 Vol.20

ラヴェル：ツィガーヌ

ピアソラ：リベルタンゴ

他

他

ピアノで贈るロマンス

ラヴェル：ラ・ヴァルス

他

花束より少しちいさなチェンバロの名曲たち

●山縣万里（チェンバロ）
●J.S. バッハ：
「ゴルトベルク変奏曲」より “アリア” ／イタリア協奏曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1206

他

ダンシング・クラシック 〜ピアノで奏でる舞曲〜

●浅野桜子（ピアノ）
●ショパン：バラード 第 1 番／ノクターン Op.27-2
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1205

月

パガニーニ：24 のカプリースより 第 24 番

ヴァイオリンで聴く哀愁と情熱のメロディー

●山本絵理 田中孔波（ピアノ）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1204

金

他

サラサーテとランチを

●宮下綾子（ヴァイオリン） 小澤佳永（ピアノ）
●バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 サラサーテ：アンダルシアのロマンス
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1203

火

朝日 〜星空を奏でる名曲たち

●新井貴盛（ヴァイオリン） 正住真智子（ピアノ）
●サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン／序奏とタランテラ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1202

月

他

●浅井環、岡根彩、妹尾寛子、山田舞子（フルート）
●グリーグ：組曲「ペール・ギュント」より “朝” スメタナ：交響詩「わが祖国」より “モルダウ”
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1201

土

旅するショパン 〜日本一短い手紙の朗読〜 テーマ：明日

●上田定行（朗読） 山口日向子（ピアノ）
●ショパン：華麗なる円舞曲 Op.34-1 ／舟歌 Op.60 ／バラード 第 4 番 Op.52
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1200

金

美しく華麗なピアノトリオ

●小泉悠（ヴァイオリン） 山田真吾（チェロ） 平山晶子（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第 4 番「街の歌」より チャイコフスキー：くるみ割り人形メドレー 他

ヘンデル：サラバンド

名曲の旅路 Vol.2

●柏木さゆり（ソプラノ） 鈴木菜穂子（フルート） 塩野由佳（ピアノ）
●ヴェルディ：歌劇「椿姫」より カプア：オー・ソレ・ミオ 山田耕筰：待ちぼうけ

他

他

2015 年

７月

3

ピアノの貴公子 〜ショパンとリスト〜

●小島加奈子（ピアノ）
●ショパン：練習曲 Op.25-1「エオリアンハープ」／ポロネーズ Op.53「英雄」 リスト：ラ・カンパネラ

土

●Flying Doctor（フライング・ドクター）
：宇野伊世、岩田祐衣子、森千紗、石田千尋（鍵盤ハーモニカ、ヴァイオリン、ピアノ 他）
●リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行 ボロディン：歌劇「イーゴリ公」より “ダッタン人の踊り” 他

木

●野田枝里（ヴァイオリン） 加藤真弓（ピアノ）
●クライスラー：美しきロスマリン ショパン（サラサーテ 編）
：ノクターン

金

●丸山明子（ヴァイオリン） 笠原あやの（チェロ）
●ヘンデル（ハルヴォルセン 編）
：パッサカリア シューマン：トロイメライ

11

土

●幸木みか（ソプラノ） 幸木政博（テノール） 久米隆司（ピアノ）
●山田耕筰：松島音頭 平井康三郎：平城山 梁田貞：城ヶ島の雨 成田為三：浜辺の歌

14

火

●杉山和代（ソプラノ） 吉見佳晃（テノール） 河崎恵（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「椿姫」より “乾杯の歌” ／歌劇「蝶々夫人」より “ある晴れた日に”

水

●川合好美（ピアノ）
●ヘンデル：オンブラ・マイ・フ

木

●加藤史（ソプラノ） 増田知世（ピアノ）
●ベッリーニ：優雅な月よ ビゼー：歌劇「カルメン」より “ハバネラ”

18

土

●岡田麻里（ソプラノ） 山口優里菜（メゾソプラノ） 山中惇史（ピアノ）
●滝廉太郎：花 ショパン：練習曲集より「黒鍵」／「木枯らし」 R. シュトラウス：献呈

19

日

●松本大樹（ギター） 生田直基（賛助出演／ギター）
●作曲者不詳：禁じられた遊び J.S.バッハ：
（松本大樹 編）
：無伴奏ヴァイオリンパルティータ 第2番より「シャコンヌ」 他

20

月
祝

21

火

●宇佐見朋子 森田早貴（ソプラノ） 伊藤優（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より ビゼー：歌劇「カルメン」より

22

水

●森悦子（ヴァイオリン） 齋藤紀子（ピアノ）
●チャイコフスキー：無言歌／感傷的なワルツ ショパン：ノクターン（遺作）

23

木

●松林宏子（ソプラノ） 淺野淑子（メゾソプラノ） 黒野啓介（テノール） 鈴木啓之（バリトン） 村松明子（ピアノ）
●ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇 ビゼー：歌劇「カルメン」より 他

24

金

●村上詩織 苅谷美幸（ヴァイオリン） 小松大（ヴィオラ） 山田真吾（チェロ）
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より “花のワルツ” モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク 他

25

土

●アンサンブル・ブランシュ：船越さくら（ヴァイオリン） 千原園子（サクソフォン） 藤山千晶（ピアノ）
●岡野貞一：ふるさと 童謡・唱歌：四季のメドレー：春の小川〜うれしいひなまつり〜海〜
他

月

●萬谷衣里（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 14 番「月光」より

4
9
10

15
16

27
29
30
31
19

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1207

金

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1208

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1209

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1210

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1211

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1212

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1213

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1215

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1216

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1217

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1219

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1220

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1221

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1222

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1223

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1224

弦楽二重奏で巡るヨーロッパの巨匠たち
マスネ：タイスの瞑想曲

他

心に響く日本歌曲の世界 vol.3 〜うたは想いをつなぐ〜
他

音楽の玉手箱

他

あ！この曲！！ CM で流れたクラシック
他

恋を謳う魅惑の歌曲集

マスカーニ：花占い

他

音楽で巡る世界旅行

他

禁じられた遊び 〜クラシックギター名曲集〜
ピアノと語りで紡ぐ 音の情景「水を聴く」

他

恋とはどんなものかしら

他

発掘！ 隠れた名曲たちと共に 〜心安らぐひと時を〜
他

ザ・うたづくし！ 〜重唱フェスティバル〜
世代を超えて愛される名曲

四季の彩り 〜懐かしい日本のうた〜

夜空のピアノコンサート 〜月光＆きらきら星 そして狂詩曲〜
モーツァルト：きらきら星変奏曲

他

ギター＆フルートで奏でる珠玉の名曲 10 選

やがて大海へ〜清流〜 Vol.21 ショパンの“こころ”を探して

●小見山純一（ピアノ）
●ショパン：ポロネーズ 第 1 番 嬰ハ短調 Op.26-1 ／ノクターン 第 2 番 変ホ長調 Op.9-2
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1226

金

他

●西村美香（フルート） 日南智之（ギター）
●アイルランド民謡：グリーンスリーブス変奏曲 シューベルト：アヴェ・マリア ピアソラ：リベルタンゴ 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1225

木

偉大なヴァイオリニストの軌跡をたどって

●佐藤美和（ピアノ） 野田育子（語り）
●ショパン：24 の前奏曲 Op.28 より「雨だれ」 チャイコフスキー：四季より 6 月「舟歌」
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1218

水

4 人で奏でる小さなオーケストラ

ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 8 番「悲愴」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1214

他

他

華やぎのメロディー 〜名曲の花束〜

●瀬木理央（ヴァイオリン） 小泉理子（ヴィオラ） 金澤みなつ（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番 J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ

他

2015 年

８月

1
6

木

7

金

8

土

10
12
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31

20

土

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1227 フランスの宝石箱〜マリンバとピアノの音色にのせて〜
●DuoL'iris（デュオリリス）
：神谷あきの（マリンバ）、小尻陽子（ピアノ）
●ラヴェル：ラ・ヴァルス ドビュッシー：月の光／小組曲より “ 小舟にて ” グノー：アヴェ・マリア
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1228 聴いてほしい名曲集 Vol.1 〜音で感じる愛の物語〜
●trio aimois（トリオ・エモワ）
：妹尾寛子（フルート）、中瀬梨予（ヴァイオリン）、金沢昭奈（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より 序曲 ボルヌ：カルメンファンタジー
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1229

２台のヴァイオリンで奏でる名曲

●ゲオルグ・サルキスヤン、柴田悠美子（ヴァイオリン）、務川慧悟（ピアノ）
●ミルシティン：パガニーニアーナ マスネ：タイスの瞑想曲 ヘンデル（ハルヴォルセン編）
：パッサカリア 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1230

柔らかな木管の息吹 Vol.2

●笠置陽子（フルート）、所克頼（サクソフォン）、西脇麻衣（ピアノ）
●パガニーニ：カプリス 第９番 リスト：愛の夢 ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1231

月

他

ピアノの詩人＆魔術師〜ショパン＆リスト・プログラム〜

水

●島野聖章（ピアノ）
●ショパン：舟歌／幻想即興曲／ノクターン Op.9-2 ／マズルカ Op.7-1

土

●加藤千理（フルート）、天野あさ子（ピアノ）
●プッチーニ：プッチーニのアリアによるオペラファンタジー

日

●柴田悠美子、簗瀬彩（ヴァイオリン）、田中文恵（ヴィオラ）、高木良（チェロ）
●モーツァルト：弦楽四重奏曲 第 15 番より アンダーソン：プリンク・プランク・プルンク

月

●金光順子（ソプラノ）、ダニエル・フォルロー（ピアノ）
●吉田千鶴子：夜（子守唄） シューマン：
「ミルテの花」より “ 献呈 ”

水

●鷲山千香子（ソプラノ）、檜垣彩乃（ヴァイオリン）、酒井絢子（ピアノ）
●山田耕筰：からたちの花 トスティ：薔薇 ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

木

●竹本知子、三輪聡美（箏）、野村幹人（箏・尺八）、加藤奏山（尺八）
●六段の調べ こきりこの里 日本のわらべ唄 他

土

●土井千咲綺（ピアノ）
●ショパン：舟歌／バラード 第１番 Op.23

月

●藍川理映子（ヴァイオリン）、戸谷誠子（ピアノ）
●チャイコフスキー：“ なつかしい土地の思い出 ” より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1233

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1234

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1235

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1236

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1237

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1238

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1239

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1240

リスト：献呈／愛の夢

他

フルートとピアノで巡る名曲紀行〜日本のうた、世界の歌曲〜
成田為三：浜辺の歌

岡野貞一：故郷

他

和と洋の出会い〜歌とピアノで感じる夏〜
山田耕筰：赤とんぼ／この道

スカルラッティ：菫

ショパンが愛したバロック・古典の名曲と共に
J.S. バッハ：パルティータ 第２番より

他

ロマンティックな夏〜ヴァイオリンとピアノで奏でる情熱のハーモニー〜
ヴィターリ：シャコンヌ

他

クラシックでバカンス気分
モンティ：チャールダッシュ

他

夢見る想いシリーズ XIII 〜二重唱 涼・楽・喜〜

木

●今尾奈々（ソプラノ）、片山博貴（テノール）、舘美里（ピアノ）
●ジーツィンスキー：ウィーン、わが夢の街 シューマン：歌曲集「詩人の恋」より “ 僕は恨まない ”

土

他

邦楽カルテット〜邦楽でクラシックを Vol. ２〜

●蒲加根美（ソプラノ）、丹羽幸子（メゾソプラノ）、青木園恵（ピアノ）
●杉山長谷夫：金魚屋 クルティス：忘れな草 ヴェルディ：歌劇「椿姫」より “ 乾杯の歌 ”

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1243

他

虹色名曲紀行〜色で巡る音楽の旅〜

水

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1242

他

弦楽四重奏のハーモニー〜カルテットブオーノ vol.2 〜

●鈴木麻未（ヴァイオリン）、伊藤実彩（ピアノ）
●フォーレ：シチリアーノ ドビュッシー：喜びの島
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1241

他

津軽三味線の響き〜日本の唄〜

●馬場淳史（津軽三味線）、牧哲也（ピアノ）
●夏の思い出 貝殻節 津軽じょんから節（曲弾き）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1232

火

他

やがて大海へ〜清流〜 Vol.22

他

心躍るオペレッタ〜愛と笑いの二重唱〜
他

ヨーロッパ・南米・アジアからの音楽便り

●ボナ・デア・トリオ：タニア・コンラード（ヴァイオリン）、松山翔子（チェロ）、吉川日沙子（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 ピアソラ：ブエノスアイレスの夏 成田為三：浜辺の歌 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1244

あの素晴らしいクラシックをもう一度

日

●小野田詩貴（マリンバ）、鈴木豊大（カホン）、太田紗耶香（ピアノ）、瀧彬友（ゲスト出演／サクソフォン）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より “ 花のワルツ ” 成田為三：浜辺の歌
他

月

●パッパターチ：豊田かおり（ソプラノ）、加藤愛（メゾソプラノ）、橋本慧（テノール）、飯田源太（バリトン）、重左恵里（ピアノ）
●ビゼー：歌劇「カルメン」より “ ハバネラ ” プッチーニ：歌劇「ラボエーム」より “ 私が街を歩く時 ” 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1245

歌って歌って陽気にオペラ！

2015 年

９月

1
3
4
8
11

ビバ！テノール！〜爽やかな秋の訪れ〜

●吉田志門（テノール）、内匠慧（ピアノ）、久保田絵美（ゲスト出演／ソプラノ）
●山田耕筰：からたちの花 プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より “私のお父さん” 他

木

●小笠原優子（ヴァイオリン）、古野綾（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

金

●金田紗希里、北川紗恵子、森野かおり、山脇有香子（ピアノ）
●春畑セロリ：ヴォルフガングの玉手箱（モーツァルト名曲メドレー “きらきら星変奏曲〜”）

火

●QuartetVizz（カルテット・ヴィズ）
：打保早紀（ヴァイオリン）、服部柚子（フルート）、野口夏菜（ピアノ）
●ドヴォルザーク：スラブ舞曲 第 10 番 パッヘルベル：カノン
他
左合栞（パーカッション）

金

●長坂沙織（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 クライスラー：愛の喜び サラサーテ：序奏とタランテラ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1247

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1248

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1249

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1250

12

土

14

月

15

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1251

ヴァイオリンで奏でる癒しと情熱
他

ピアノカルテット〜 40 指で “運命” を〜

他

情熱と魅惑の四重奏〜９月生まれの音楽家〜
ヨーロッパからの名曲便り

他

ヴァイオリン＆ピアノの奏でる愛と情熱のメロディー

●斎木美緒（ヴァイオリン）、武田佳美（ピアノ）
●ショパン：バラード 第１番 Op.23 ブラームス：ヴァイオリンソナタ 第３番より

他

安田健〜小さい秋みつけた〜
（バスバリトン）、舘美里（ピアノ）、松野美樹（司会）
日本のうた
●魁 -sakigake-：内田恵美子（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）
●海沼實：みかんの花咲く丘／里の秋 山田耕筰：赤とんぼ変奏曲 中田喜直：ちいさい秋みつけた 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1252

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1253

どこかで聴いたショパンとバレエの名曲〜酒井茜CD発売記念〜

火

●酒井茜（ピアノ）
●ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2

16

水

●壁谷裕子（ピアノ）
●モーツァルト：トルコ行進曲

17

木

●西村洋美（ヴァイオリン）、山本千愛（ピアノ）
●パガニーニ：カンタービレ 二長調 Op.17 サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ Op.28

金

●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、大森ヒデノリ（フィドル）
●サリーガーデン 埴生の宿 悲しみの水辺（マッサン挿入歌）
他

19

土

●内田公仁子（ソプラノ）、平山晶子（ピアノ）
●越谷達之助：初恋 梁田貞：城ヶ島の雨 プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より “ある晴れた日に”

23

水
祝

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1254

プロコフィエフ：バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より

チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より “花のワルツ”

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1255

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1256

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1257

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1258

夏の名残りのロマンス〜忘れられない人〜

他

カルテット古今の名曲集〜花と蕾〜

28

月

●田中亜季（ピアノ）、峰島佑輔（フルート）
●シューマン：トロイメライ ショパン：小犬のワルツ／ノクターン 第２番 変ホ長調 Op.9-2

火

他

時を繋いで、明和を巣立った音楽家vol.9 郷愁に浸るひととき

●尾髙詩音里、福田菜々子（ヴァイオリン）、白井英峻（ヴィオラ）、下タ村祐輝（チェロ）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より “花のワルツ” 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1261

他

アイルランドの風景を聴く〜アイリッシュハープ弾き語り〜

木

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1260

他

音楽でめぐるヨーロッパ〜秋色のパレットにのせて〜

〜ハンガリーの旋律に寄せて〜
●服部志野（ピアノ）
●リスト：ハンガリー狂詩曲 第 13 番／愛の夢 バルトーク：ルーマニア民族舞曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1259

他

名曲ア・ラ・カルト〜時代の響きと共に〜

24
29

21

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1246

火

やがて大海へ〜清流〜 Vol.23 愛されるピアノ名曲集
他

女神が織り成す弦の世界〜 10 人で奏でるセレナーデ〜

●ハイドン：セレナーデより 他
●アンサンブル LaLa：簗瀬彩、岡田衣羅、酒井愛里、加藤由佳、高木咲也（ヴァイオリン）
今川結、田中文恵（ヴィオラ）、紫竹友梨、玉田陽子（チェロ）、谷脇友里恵（コントラバス）

2015 年

10月

3

秋に想う懐かしのふるさと

［土］

［火］

●鈴置尚子（ヴァイオリン）、花井晶子（ヴィオラ）、城間拓也（チェロ）、松山大樹（コントラバス）、髙橋玉緒（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 14 番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」 J. シュトラウスⅡ：ウィーンの森の物語 他

6
7

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1263

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1264

他

ウィーンの森の物語
津軽三味線祭り

［水］

●輝＆輝（きき）
：武田佳泉、白藤ひかり（津軽三味線）
●伊勢音頭メドレー：伊勢音頭、津軽願人節（唄付） モンティ：チャールダッシュ 津軽じょんがら節曲弾き掛け合い

［金］

●野田知美（ピアノ）、篠田有紀（ピアノ）
●ハチャトゥリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より

［土］

●名古屋パストラーレ合奏団
●チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ

［日］

●金沢 紫（ヴァイオリン）、百瀬愛莉（ピアノ）
●クライスラー：美しきロスマリン
ドビュッシー：月の光

［水］

●アレクサンドル・ガラガノフ（ギター）
●タレガ：アルハンブラ宮殿の思い出 ポンセ：プレリュード ブローウェル：悲歌〜イン・メモリアム・トオル・タケミツ〜 他

［木］

●鷲見真純（ソプラノ）、松平千明（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん

9

10
11
14
15

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1265

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1266

やがて大海へ 〜清流〜 Vol.24

〜４手アレンジで彩る名曲〜

剣の舞 ／「仮面舞踏会」より

ワルツ

他

優雅に奏でる弦の響き
山田耕筰：赤とんぼ

岡野貞一：ふるさと

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1267 届け隊プロジェクトメンバーシリーズ Vol.１ 涙が出るほど美しいクラシック

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1268

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1269

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1270

モンティ：チャールダッシュ

他

時を翔けるギターの魅力 〜 CD 発売を記念して〜
はじめてのオペラなつかしの日本の歌
草川 信：夕焼け小焼け

岡野貞一：紅葉

［月］

●原田幸子、エレン・ウィーザー（ソプラノ）、吉野りん子（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「魔笛」より 夜の女王のアリア ラフマニノフ：ヴォカリーズ モンティ：チャールダッシュ

［水］

24

［土］

26

［月］

28

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1271

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1272

チャイコフスキー：組曲「くるみ割り人形」より

行進曲

他

華麗なる歌の世界

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1273 時を繋いで、明和を巣立った音楽家vol.10

●杉浦 遥（サクソフォン）、荒井美沙樹（ピアノ）
●山田耕筰：赤とんぼ ボルヌ：カルメン幻想曲 ショパン：ノクターン Op.9-2

ピアソラ：リベルタンゴ

他

音の色彩 秋の風にのせて
ラフマニノフ：愛の悲しみ

名曲のシャンデリア 〜トレビアン！クラシックを召し上がれ〜

［水］

●Trio Étrange（トリオ・エトランジェ）
：岡本真裕美（ヴァイオリン）、杉浦 隆（フルート）、池谷府希子（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より
ランゲ：花の歌
サティ：ジュ・トゥ・ヴ
他

［木］

●五十嵐 舞、加藤 史（ソプラノ）、梅澤市樹（メゾソプラノ）、奥村桃代（ピアノ）
●岡野貞一：ふるさと 山田耕筰：赤とんぼ／まちぼうけ シューベルト：アヴェ・マリア

29
31

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1276

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1277

他

華麗なるショパン オール・ショパン・プログラム

●安斎 航（ピアノ）
●ショパン：舟歌／バラード 第１番／前奏曲 より「雨だれ」／アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1275

他

氷上のクラシック 〜フィギュアスケートで流れた曲〜

●辰巳真菜（ヴァイオリン）、米本 希（チェロ）、西岡雄太（ピアノ）
●チャイコフスキー：花のワルツ ショパン：ノクターン 第２番／幻想即興曲

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1274

他

ピアノの宝石箱 〜 2 台・連弾・ソロ〜

［日］

21

他

連弾で魅せるうたと踊り

●上嶋友里奈、林 こず恵（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光 リスト：ラ・カンパネラ

19

22

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1262

●Le son de la lumière（ルミエール）
：梅澤敦子（フルート）、伊藤奈央子（ピアノ）
●わらべうたメドレー：通りゃんせ、てんてんてまり 他
ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌

天上の歌声 〜女声アンサンブルでおくる珠玉の名歌〜
他

郷愁に浸るハーモニー 〜日本歌曲からオペラアリアまで〜

●古野 綾（ソプラノ）、小山美樹（メゾソプラノ）、武田恵美（ピアノ）
●越谷達之助：初恋
小林秀雄：落葉松
プッチーニ：歌劇「トスカ」より 愛に生き恋に生き

他

他

2015 年

11月

2

［月］

5

［木］

7

癒しと情熱の旋律

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1279

リスト：パガニーニによる大練習曲より 第 3 番 ラ・カンパネラ

音楽の万華鏡

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1280

［日］

●TrioLuce（トリオ・ルーチェ）
：加藤菜月（フルート）、清水綾（ヴァイオリン）、百瀬愛莉（ピアノ）
●シューマン：トロイメライ ラフマニノフ：ヴォカリーズ クライスラー：美しきロスマリン
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1281

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1282

リムスキー = コルサコフ：熊蜂の飛行

澄み渡る天上の声

［金］

［土］

●山田陽子（ヴァイオリン）、田中麻紀（ピアノ）
●ヴィエニャフスキ：モスクワの思い出 ドヴォルザーク（クライスラー編）
：スラヴ舞曲 第２番

［土］

●野村友紀（チェロ）、岩田珠美（ピアノ）
●カタロニア民謡（カザルス編）
：鳥の歌 コダーイ：無伴奏チェロソナタより

17
18
［水］

21

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1283

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1284

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1285

モーツァルト：きらきら星変奏曲

他

ヴァイオリンで巡るヨーロッパ
他

チェロの名曲欧州周遊
フォーレ：エレジー

他

音楽でたどる花の一生

●苅谷恵（ソプラノ）、杉山知子（チェロ）、村岡明日香（ピアノ）
●リスト：愛の夢 美智子皇后陛下詩：ねむの木の子守唄 グノー：歌劇「ロミオとジュリエット」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1286

他

想い出の音楽アルバム〜秋の郷愁と彩に誘われて〜

●山中沙耶（ソプラノ）、田中麻衣（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「魔笛」より 夜の女王のアリア

14

他

２台ピアノ de ダンス

［土］

●金子香穂里、古沢郁枝（ピアノ）
●グリーグ：ペール・ギュント 第１組曲より アニトラの踊り

［火］

●松川亜矢（メゾソプラノ）、五十嵐睦美（ピアノ）
●ブラームス：甲斐なきセレナーデ 山田耕筰：かやの木山の

［水］

●QuartetVita（カルテットヴィータ）
：田中安梨、加藤由佳（ヴァイオリン）、橋本歩（ヴィオラ）、小川真貴（チェロ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 秋
日本の四季メドレー：早春賦〜夏の思い出〜紅葉〜
他

［土］

●内田稚菜（ソプラノ）、村上はるか（ヴァイオリン）、武田真有（チェロ）、鈴木杏奈（ピアノ）
●カザルス：鳥の歌 秋の童謡メドレー：ちいさい秋みつけた〜虫のこえ〜里の秋〜赤とんぼ〜紅葉

［月］

●本田有輝（ヴァイオリン）、五島史誉（ピアノ）
●チャイコフスキー：憂鬱なセレナーデ Op.26

24
25
28
30

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1287

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1288

他

ピアノで紡ぐ色彩

［土］

13

他

●柴田智加（ソプラノ）、簗瀬彩（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）
●山田耕筰：からたちの花 ヘンデル：オンブラ・マイ・フ ブラームス：ヴァイオリンソナタ 第１番「雨の歌」より

●細江裕樹（ピアノ）、杉本明佳音（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より（連弾） ラヴェル：水の戯れ

8

23

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1278

●横江良太（ピアノ）
●ラフマニノフ：前奏曲より「鐘」Op.3-2

プーランク：
「仮面舞踏会」より カプリッチョ

他

秋に紡ぐ 名歌曲の調べ
小林秀雄：落葉松

R. シュトラウス：献呈

他

カルテットで魅せる美しい風景

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1289 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.11 世界の秋をめぐる旅

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1290 やがて大海へ〜清流〜 Vol.25 憂愁の町〜美しかれ悲しかれ〜

J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ 第３番より ラルゴ

他

2015 年

12月

2

［水］

3

［木］

5

［土］

6

［日］

7

［月］

9

［水］

12

［土］

16

［水］

19

［土］

21

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1292 届け隊プロジェクトメンバーシリーズ Vol.2

人生がときめくクラシックの名曲

●Quartet HAMABE：小林 沙耶、五十嵐 朝子（ヴァイオリン）
、今枝 知世（ヴィオラ）、石本 卓斗（チェロ）
●ドヴォルザーク：アメリカより ヴィヴァルディ：
「四季」 冬 より 成田 為三：浜辺の歌 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1293 届け隊プロジェクトメンバーシリーズ Vol.3

粉雪舞い散るクラシック 〜メロディーがふわり〜

●杉山 梨恵（ソプラノ）、廣瀬 奏子（ハープ）
●グリーグ：ソルヴェイグの歌 チマーラ：雪が降ります カッチーニ：アヴェ・マリア フォーレ：ノエル（クリスマス） 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1294 〜クリスマスに贈る〜 オカリナの心潤うハーモニー

●松岡 啓子、松本 恵美子、佐藤 益子、水野 一枝（オカリナ）
●ロブレス：コンドルは飛んで行く カッチーニ：アヴェ・マリア
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1295

ヘンデル：ハレルヤ・コーラス

2 人の天才作曲家 〜ショパンとリスト〜

●飯田 愛実（ピアノ）
●ショパン：ノクターン 作品 27-2、エチュード 作品 10-12「革命」 リスト：愛の夢 第 3 番
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1296

他

他

クラシック七変化 〜贅沢な聴き比べ〜

●小澤 美咲紀（ソプラノ）、刀田 大生（クラリネット）、田邉 安紀恵（ピアノ）
●シューマン（リスト 編）
：献呈 ヴェルディ：オペラ「リゴレット」より 慕わしい人の名は

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1297 第 7 回 岐阜国際音楽祭受賞記念コンサート

今、開く未来の扉 若き音楽家の挑戦 Vol.3

●笠間 かのん、堀田 海斗（ピアノ）、由井 ひまり（ヴァイオリン）、奥村 育子（ソプラノ）、髙橋 美羽（トランペット）
●ショパン：幻想即興曲 Op.66 J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ 第２番 イ短調 BWV1003 より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1298 名フィルオーボエ奏者 寺島 陽介とハープ vol.5 〜ロマンティックな12月〜

●寺島 陽介（オーボエ）、三宅 百合子（ハープ）
●シューマン：3 つのロマンスより（抜粋）、序奏とアレグロ Op.70
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1299

シューベルト：アヴェ・マリア

他

年の瀬に聴きたいクラシック 〜天上の響き〜

●安立 桜（ハープ）、山田 ゆりあ（フルート）
●岡野 貞一：ふるさと ヘンデル：私を泣かせてください

パッヘルベル：カノン

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1300 「やがて大海へ〜清流〜」Vol.26

他

歌で四季をめぐる

［月］

●横山 奈央子（ソプラノ）、野口 夏菜（ピアノ）
●成田 為三：浜辺の歌 山田 耕筰：赤とんぼ ヴェルディ：オペラ「椿姫」より 不思議だわ…花から花へ

［火］

●貞平 純子（アルト）、山下 勝（ピアノ）
●山田 耕筰：この道、あわて床屋、赤とんぼ、電話、まちぼうけ、砂山、ペィチカ、ピアノのための「からたちの花」 他

22
24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1301

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1302

ニュートンズ ５th ！ 〜イエス！ ニュートンズ〜

［木］

［金］

●Flute Duo Anima：西野 友美、石渡 真由美（フルート）
山内 敦子（ピアノ）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より

［土］

●竹内 愛絵、吉村 悠歩（トランペット）、髙橋 由佳（ホルン）、水野 さやか、本多 菜穂（トロンボーン）
●文部省唱歌：冬の夜 ビゼー：カルメンファンタジー プッチーニ：オペラ「トゥーランドット」より

26

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1303

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1304

他

日本の心「山田耕筰」を歌う 〜没後 50 年記念〜

●ニュートンズ：中川 香、松本 一策（ヴァイオリン）、伊藤 玉木（コントラバス）、金田 紗希里（ピアノ）
●ピアソラ：天使のミロンガ チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より 花のワルツ
他

25

24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1291 二胡奏者 8 人による ぬくもりの二胡 〜二本の弦に愛を込めて〜

●寺島 実保、寺島 量子、岡田 紗友梨、岡田 博子、鈴木 純子、服部 敦子、三輪田 順子（二胡）宮下 はる美（二胡＆ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番 滝 廉太郎：花
他

聖なる響き 〜3 種のフルートの音色〜
葦笛の踊り

他

トゥーランドット 〜冬に聴きたい名曲たち〜
他

2016 年

１月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

３

女神が織りなす弦の世界 〜ニューイヤーに乾杯〜

［日］

［月］

受験生応援企画 サクラ咲く 初詣に家族で
クラシックコンサートに出掛けよう！
！
●板倉竹香（ヴァイオリン）、池田真子（ピアノ）
●文部省唱歌：冬景色 ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第５番「春」より 菅野よう子：花は咲く 他

［火］

●魁 -sakigake-：内田恵美子（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）、安田健（バスバリトン）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ
他

［木］

●戸島翔太郎（ヴァイオリン）、齊藤一也（ピアノ）
●クライスラー：愛の喜び／愛の悲しみ サン＝サーンス（イザイ編）
：ワルツ形式によるカプリス Op.52-6

［金］

●高木俊彰（チェロ）、丸山晶子（ピアノ）、おおはたれいこ（朗読）
●サン＝サーンス：白鳥 山田耕筰：ペチカ プチ紳士・プチ淑女を探せ！運動作品集「たった一言で」より（朗読） 他

［土］

●ISSAKU&SACCO：松本一策（ヴァイオリン）、髙橋早紀子（ピアノ）
●レハール：
「メリー・ウィドウ」より メリー・ウィドウ・ワルツ
アイルランド民謡：ダニーボーイ

４
５
7
8

9

10

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1306

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1307

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1308

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1309

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1310

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1311

新年をオペラと共に

音し玉！〜ギュッと詰めちゃいました！〜
他

恋する名曲たち〜日本歌曲からオペラアリアまで〜

［月］

●末武可奈子、深堀賢太朗（マリンバ）、加藤麻里（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より 象 水族館 白鳥

14

プッチーニ：歌劇「トスカ」より 歌に生き、愛に生き

他

音の海への船出〜２台マリンバ＆ピアノ〜
J.S. バッハ：フランス組曲 第５番 BWV817 より 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1313 やがて大海へ〜清流〜 Vol.27 可憐なイタリア・ベルカント〜恋する声〜

［木］

●横山奈穂（ソプラノ）、重左恵里（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん ／歌劇「ラ・ボエーム」より 私が街を歩くとき

［金］

●高木理恵（箏）、竹本知子（箏・十七絃）
●八橋検校：六段の調 宮城道雄：春の海

15
16

他

心ぽかぽか朗読コンサート

●池田ゆり（ソプラノ）、山口遥菜（ピアノ）
●中田章：早春賦 ラフマニノフ：ヴォカリーズ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1312

舘美里、松野美樹（ピアノ）

ヨーロッパからの贈り物〜ヴァイオリン名曲探訪〜

［日］

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1314

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1315

他

お箏で迎える新年〜日本のこころ〜
沢井忠夫：二つの変奏曲より さくらさくら

荒城の月 ／百花譜

他

春を待つメロディー

［土］

●福田菜々子（ヴァイオリン）、下タ村祐輝（チェロ）、竹内彩華（ピアノ）
●チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ／バレエ組曲「くるみ割り人形」より 花のワルツ

［月］

●青山映道（クラリネット＆バスクラリネット）、近藤麻由（ピアノ）
●ブラームス：クラリネットソナタ Op.120-2 より J.S. バッハ：G 線上のアリア

［火］

●杉山大祐（津軽三味線）、近藤一輝（ピアノ）
●花笠音頭 おぼろ月夜 津軽じょんから節 他

［金］

●泉真由（フルート）、坂内紘子（オーボエ）、伊藤めぐみ（クラリネット）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びを ロンドンデリーの歌 クラリネットポルカ 他

18
19
22
23

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1316

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1317

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1318

他

ブラームスが愛を紡いだ響き
モンティ：チャールダッシュ

他

新春を彩る津軽三味線の響き
春を迎える木管 陽だまりコンサート

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1319 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.12

２台ヴァイオリンとピアノの響宴〜優しく華麗に〜

［土］

●大迫綾香、簗瀬彩（ヴァイオリン）
、アンモル・れな（ピアノ） ●エルガー：威風堂々 第１番 リスト：愛の夢 第３番 他

［水］

●榊原 涼子、山口 日向子（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より

27
29

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1320

踊るピアノ！〜ショパンの名曲とともに〜
花のワルツ

ショパン：ワルツ Op.42 大円舞曲

●溝口未季（ソプラノ）、加藤佑（ファゴット）、小嶋佑樹（バグパイプ）、山田真理子（ピアノ）
●サリー・ガーデン アニー・ローリー 悲しみの水辺 他

［土］

●今枝知世（ヴァイオリン）、成田有紀乃（ピアノ）
●マスネ：タイスの瞑想曲 ドヴォルザーク：4 つのロマンティックな小品 Op.75 より

31
［日］

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1321 届け隊プロジェクトメンバーシリーズVol.４エリーの愛したスコットランド

［金］

30

25

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1305

●アンサンブル LaLa：簗瀬彩、岡田衣羅、酒井愛里、秋田友梨、福田菜々子（ヴァイオリン）
、今川結、田中文恵（ヴィオラ）
紫竹友梨、関根のぞみ（チェロ）、西嶌万記（コントラバス）
●ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 乾杯の歌
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1322

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1323

ロマンティックにクラシックの冬花火
他

音の万華鏡〜重なり合う響き〜

●ResNovae（レス・ノヴァエ）
：飯田牧子（ソプラノ）、渡邊愛子（サクソフォン）、玉田裕人（ピアノ）
●ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン グルック：精霊の踊り モーツァルト：トルコ行進曲 他

2016 年

２月

1

イタリア・春の街歩き 〜歌に誘われて〜

［月］

［水］

●加藤 旭扇（五絃筑前琵琶） 安井 旭道（大絃、五絃筑前琵琶） 久世 旭如（五絃筑前琵琶） 桂 元枝（司会）
●祇園精舎 敦盛と次郎直実 那須与一 壇ノ浦

［金］

●波馬 朝加、波馬 朝光（ヴァイオリン） 金澤 みなつ（ピアノ）
●マスネ：タイスの瞑想曲 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ヘンデル：涙の流れるままに（私を泣かせてください） 他

［土］

●蒲 加根美（ソプラノ） 丹羽 幸子（メゾソプラノ） 青木 園恵（ピアノ）
●岡野 貞一：朧月夜 日本古謡：さくらさくら プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より

［月］

●豊城 弘美、武田 美保（ソプラノ） 味岡 真紀子（メゾソプラノ） 中野 嘉章（バリトン） 谷 美鈴（ピアノ）
●ヴェルディ：
「椿姫」より 乾杯の歌
ベッリーニ：
「ロミオとジュリエット」より あぁ、幾度か
他

［金］

●江崎 皓介、真希（ピアノ）
●ショパン：小犬のワルツ、革命のエチュード、前奏曲 第 7 番 Op.28-7

［土］

●黒川 美咲（チェロ） 田舎片 麻未（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より 白鳥

［月］

●hatao（アイリッシュフルート、柳の笛、北欧の笛 他） 上原 奈未（ハープ、ピアノ）
●スウェーデン伝承曲：ワルツ、翼の王国 フィンランド伝承曲：天国のポルスカ
他

［水］

●井口 侑奏（ソプラノ） 大久保 亮（テノール） 山本 多恵佳（ピアノ）
●シューベルト：
「冬の旅」より おやすみ
マスカーニ：アヴェ・マリア

［木］

●村上 和宏（朗読） 苅谷 美幸（ヴァイオリン） 西岡 雄太（ピアノ）
●J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ クライスラー 編：ロンドンデリーの歌

［金］

●赤星 里奈、赤星 佳奈（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より 花のワルツ

3
5
6
8

12
13
15
17
18
19

20

［土］

22

［月］

23

［火］

24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1325

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1326

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1327

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1328

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1329

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1330

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1331

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1332

他

平家物語 〜琵琶が奏でる、古の心深き旋律〜
涙の流れるままに

夢見る想いシリーズⅪⅤ 〜二重唱・雪解け〜
花の二重唱

他

宝塚的華麗なるオペラⅡ

ショパン 故郷への想い 〜ラフマニノフの名曲とともに〜
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第 2 番より

J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 1 番より カサド：親愛なる言葉 他

笛とハープで巡る北欧音楽の旅 CD「雨つぶと風のうた」発売記念
春を待ちわびて 〜歌で綴る春への想い〜
J. シュトラウスⅡ：春の声

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1333 想い出クラシック Part4 ラジオデイズ 〜深夜放送が青春だった頃〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1334

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1335

ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」より

他

フルートとギター 珠玉の名曲たち
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ 他

津軽三味線 伝統の魅力

●佐久間 翔太、加藤 弘治（津軽三味線）
●六段の調べ 民謡メドレー 津軽じょんがら節掛け合い

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1337 「やがて大海へ〜清流〜」Vol.28

●斎藤 日向（メゾソプラノ） 伏屋 咲希（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光、夢、星の夜 フォーレ：夢のあとに
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1338

他

どこかで聴いたオルゴールのメロディー

●岩崎 花保（フルート）、五十嵐 紅（ギター）
●J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ ビゼー：
「カルメン」より ハバネラ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1336

ドルドラ：思い出

星空をめぐる音の旅

ラヴェル：夜のガスパール より

他

チェロとピアノで優雅な舞

［水］

［木］

●大畑 正幸（ギター）
●タレガ：アルハンブラの想い出、ラグリマ、タンゴ

［金］

●荒巻 理恵（ヴァイオリン） 大久保 理紗（ピアノ）
●クライスラー：愛の喜び 中田 章：早春賦 ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第 5 番「春」より

［土］

●宗田 真季（ソプラノ） 餅原 剛（テノール） 金田 彩雅（ヴァイオリン） 北川 美晃（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 冷たき手を 、 私の名はミミ
モンティ：チャールダッシュ

［月］

●樋口 あゆ子（ピアノ）
●オール・ショパン・プログラム：ノクターン 第 2 番 Op.9-2、幻想即興曲、英雄ポロネーズ、エチュード「別れの曲」

26
27
29

他

親愛なる言葉 〜音楽からのおくりもの〜

●福本 真琴（チェロ） 福本 真弓（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ

25

26

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1324

●つじ村 ふみ惠（ソプラノ） 重左 恵理（ピアノ）
●ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン ヘンデル：歌劇「リナルド」より 私を泣かせてください

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1339

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1340

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1341

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1342

ポッパー：妖精の踊り

ブラームス：ワルツ 第 15 番 Op.39

他

アルハンブラの想い出
イギリス民謡：グリーンスリーヴスによる変奏曲

他

クラシックで感じる春の足音

他

“ラ・ボエーム” に酔いしれて
他

ロマンティック・ショパン

他

2016 年

３月

３

1stCD 発売記念 聴いてほしい名曲集

［木］

［金］

●トリオさき：打保早紀（ヴァイオリン）、小田美沙紀（クラリネット）、髙橋早紀子（ピアノ）
●ヴェディ：歌劇「椿姫」より 乾杯の歌 リムスキー = コルサコフ：熊蜂の飛行 ラフマニノフ：前奏曲 Op.3-2「鐘」 他

［土］

●菅生千穂（クラリネット）、今野尚美（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第２番より ブラームス：ソナタ「雨の歌」Op.78 より

［火］

●平光真彌、山崎えりか（ヴァイオリン）
、新谷歌（ヴィオラ）
、髙橋弘治（チェロ）
、酒井敬彰（コントラバス）
、五島史誉（ピアノ）
松本大輔（解説）
●モーツァルト：ピアノ協奏曲 第 23 番 イ長調 K.488（ラッハナーによるピアノ六重奏版）

［水］

●加藤志麻（チェロ）、安藤弘子（ピアノ）、水谷りゑ（朗読）
●シューマン：トロイメライ ラフマニノフ：ヴォカリーズ ［朗読］新美南吉：てぶくろを買いに

［木］

●碇由記美、清水里佳子（ヴァイオリン）、原田実里（ヴィオラ）、髙橋弘治（チェロ）、柴田久聡（コントラバス）
●J. シュトラウス II：ワルツ「春の声」 モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより 他

［金］

●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、中村大史（アコーディオン＆ギター）
小嶋佑樹（ゲスト出演／バグパイプ＆ホイッスル）
●アイルランドの子守唄 アイルランド民謡：庭の千草

４
５
８
９

10
11
14
［月］

15
［火］

16

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1344

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1345

クラリネットとピアノで奏でる名曲物語
ドビュッシー：月の光

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1347

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1348

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1349

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1350

新美南吉とチェロの世界

アイルランドの風景を聴く〜アイリッシュハープ弾き語り〜

他

さわやかクインテット〜花咲く春の五重奏〜

●田中安梨、加藤由佳（ヴァイオリン）、田中文恵（ヴィオラ）、小川真貴（チェロ）、國枝由莉（ピアノ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより ボロディン：ダッタン人の踊り 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1352 やがて大海へ〜清流〜 Vol.29 名曲の世界旅行〜うたとピアノの音楽帳〜

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1353

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1354

フォーレ：夢のあとに

［土］

●小畑真梨子（ピアノ）
●ブラームス：ワルツ 第 15 番 Op.39-15

［火］

●女声合唱団スコリオン
●シューベルト：子守歌 イングランド民謡：グリーンスリーブス

［水］

●石川貴憲、水野雄太（サクソフォン）、原田実和子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：春の歌 モンティ：チャールダッシュ クライスラー：愛の喜び

23
24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1356

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1357

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1358

チャイコフスキー：
「眠れる森の美女」より ワルツ

チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より 花のワルツ

スコットランド民謡：悲しみの水辺

［月］

30
［水］

他

津軽三味線の響き〜津軽の心〜

［金］

28

他

花咲く春に贈るクラシック〜艶やかなサクソフォンの音色〜

●泉優志（チェロ）、山口哉（ピアノ）、泉碧衣（伴奏）
●ショパン：英雄ポロネーズ カサド：無伴奏チェロ組曲
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1360

他

なつかしい民謡と子守歌〜柔らかな女声アンサンブル〜

●馬場淳史（津軽三味線）、村松さつき（津軽三味線＆民謡）
●合奏曲六段 津軽よされ節 津軽じょんから節〜曲弾き掛け合い〜
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1359

他

踊るピアノ〜舞曲のさまざま〜

［木］

25

他

１台のピアノを３人で華麗に舞い！踊る！

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1355

他

心はなやぐ愛の歌

●鈴木さやか、今泉藍子、西岡あさみ（ピアノ）
●モーツァルト：トルコ行進曲 ピアソラ：リベルタンゴ

22

他

イタリアで活躍する演奏家による名曲で愉しむイタリア紀行

●大西梓（ヴァイオリン）、ウララ・ササキ（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」より ストラヴィンスキー：
「イタリア組曲」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1351

他

春を呼ぶクラシック

●田川えり（ソプラノ）、碓氷昂之朗（テノール）、後藤里帆（ピアノ）
●團伊玖磨：花の街 越谷達之助：初恋 プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 私が街を歩けば

19

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1346 クラシックの伝道師松本大輔が語る “モーツァルトは最高！
”

［水］

18

他

シネマ de クラシック

●川越未晴（ソプラノ）、山木田真紀（ピアノ）
●J. シュトラウス II：ワルツ「春の声」 ショパン：バラード 第１番 Op.23

17

27

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1343

●trioaimois（トリオ・エモワ）
：中瀬梨予（ヴァイオリン）、妹尾寛子（フルート）、金沢昭奈（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」 第１番 春 より パッヘルベル：カノン 中田喜直：さくら横ちょう

他

第５回 “輝く未来” ジョイントコンサート
ラフマニノフ：ヴォカリーズ

他

ザ・うたづくし！〜オペラと合唱の饗宴〜

●松林宏子（ソプラノ）、淺野淑子（メゾソプラノ）、黒野啓介（テノール）、西元佑（バリトン）、武田恵美（ピアノ）
●文部省唱歌：春の小川 岡野貞一：朧月夜 ビゼー：歌劇「カルメン」より 本居長世：七つの子 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1361

春に聴きたい名曲集〜思い出の季節に〜

●簗瀬彩（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、山口日向子（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より 花のワルツ
メンデルスゾーン：春の歌

日本古謡：さくらさくら

他

2016 年

４月

1

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1362 春の歌に耳をすませて
竹之内 奏（ピアノ）
●小原 美並、宇佐見 朋子（ソプラノ） 堀内 大輝（テノール） 亀谷 希恵（ヴァイオリン） 佐藤 光（チェロ）
●中田 章：早春賦 プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より 花の二重唱
山田耕筰：からたちの花
他

［土］

●天野 陽子、藏島 江理子（ピアノ）
●ショパン：小犬のワルツ チャイコフスキー：
「眠れる森の美女」より

［火］

●加藤 千理（フルート） 天野 あさ子（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」 春 より
ショパン：ワルツ 第1番「華麗なる大円舞曲」 クライスラー：美しきロスマリン 他

［木］

●小川 茂子（ソプラノ） 加藤 利幸（テノール） 鷲見 千鶴子（ピアノ）
●ヘンデル：涙の流れるままに プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より

［金］

●中村 真由（ソプラノ） 坂上 諒（チェロ） 森井 綾子（ピアノ）
●プッチーニ：私のいとしいお父さん マスカーニ：アヴェ・マリア

［土］

●叶澤 尚子（ヴィオラ） 伊藤 めぐみ（クラリネット） 大池栄里奈（ピアノ）
●中田 章：早春賦 滝 廉太郎：荒城の月 岡野 貞一：朧月夜 モーツァルト：ケーゲルシュタット・トリオより

［月］

●リート・デュオ・エヴェイユ：平野 佳恵（ソプラノ） 斉藤 晴海（ピアノ）
●中田 喜直：たんぽぽ、さくら横ちょう 日本古謡：さくらさくら リスト：愛の夢

［火］

●小林 沙耶、今枝 知世（ヴァイオリン）、池田 彩香（ピアノ）
●アンダーソン：踊る仔猫 ショパン：ワルツ 第 4 番「猫のワルツ」 作曲者不詳：猫ふんじゃった（ヴァイオリン版） 他

［木］

●村瀬 亜紀（ソプラノ） 田中 祐衣（メゾソプラノ） 百瀬 愛莉（ピアノ）
●ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ
プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より

［金］

●岩田 彩子（チェロ） 神谷 舞（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に シューベルト：ます

［土］

●村上 はるか（ヴァイオリン） 武田 真有（チェロ） 林 しのぶ（ピアノ）
●チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より 花のワルツ
ショパン：ポロネーズ 第 1 番 Op.26-1

［日］

IDA オペラ塾 Vol.4 歌姫と素敵な仲間たち
佐野 晴男、水野 喜三郎
●村井 都（ソプラノ） IDA Opera Singers：酒井 純子、青井 佐智子、酒井 佐和子、山﨑 睦美、田中 泰明、青井 一郎
●プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より
他

［月］

●レ・クロッシュ：宇宿 直彰（チェロ） 宇宿 真紀子（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 フォーレ：夢のあとに サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より

2
5
7
8
9

18

19
21
22
23
24
25
26

［火］

30

［土］

28

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1363

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1364

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1365

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1366

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1367

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1368

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1369

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1370

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1371

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1372

ピアノのおもちゃ箱 〜ワルツ＆行進曲〜
ワルツ

モーツァルト：トルコ行進曲

フルートとピアノで巡る名曲紀行 〜世代を超えて愛される名曲〜
クラシックでドラマチックなお昼どき
誰も寝てはならぬ

他

すてきな春に 〜やさしさに包まれて〜
小林秀雄：すてきな春に

他

春うららコンサート

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1375

他

まったり猫と楽しむクラシック

ときめきの季節に聴く恋の歌「やがて大海へ〜清流〜」Vol.30
私が街を歩くとき

他

歌に憧れて 〜チェロとピアノで綴る歌の名曲〜
シューマン（リスト 編）
：献呈（君に捧ぐ） 滝 廉太郎：花

他

華麗なるクラシックの名曲

ヨーロッパからの贈りもの 〜ピアノ＆チェロの世界〜
白鳥

他

オペラの名曲・名場面集

●斉藤 麻記（ソプラノ） 重左 竜二（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 私の名はミミ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1376

他

春の名曲 夢心地

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1373

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1374

他

ヘンデル：涙の流れるままに

他

第 6 回 “輝く未来” ジョイントコンサート

●日高 英恵、進藤 実優（ピアノ）
●ショパン：スケルツォ 第 1 番 Op.20、ノクターン 第 8 番 Op.27-2

リスト：ラ・カンパネラ

他

他

2016 年

５月

１

［日］

3

他

2 台ピアノで織り成すフランスの情景

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1378

［火・祝］

●岩瀬可奈枝、良盛礼（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より

［水・祝］

●水村浩司（ヴァイオリン） 佐藤晴真（チェロ） 水村さおり、谷美鈴（ピアノ）
●ヘンデル（ハルヴォルセン編）
：パッサカリア モーツァルト：きらきら星の主題による変奏曲

［木・祝］

●波馬朝光、玉木奈津子（ヴァイオリン） 小林沙耶（ヴィオラ） 高木良（チェロ） 卯野杏実（ピアノ）
●パッヘルベル：カノン ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番「アメリカ」より 日本の歌メドレー 他

4

５
6

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1379

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1380

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1381

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

ミヨー：スカラムーシュ

他

時空の旅〜名曲にのせて〜
カザルス：鳥の歌

他

音楽の玉手箱
トリオで奏でる愛のうた〜心に響くメロディー〜

［金］

●シュテファニー・ゲーリケ（メゾソプラノ） 稲吉沙香（オーボエ） アーリンク明美（ピアノ）
●フォーレ：シシリエンヌ／子守歌 美智子皇后陛下詞：ねむの木の子守歌 シューマン：
「ミルテの花」より 献呈

［土］

●水野雅成、仁藤由佳、山口珠早紀、伊藤南美、坂根詩歩、阿知波恵（トロンボーン） 坂野智子、本多菜穂（バストロンボーン）
●クライスラー：愛の喜び プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 5 月の唱歌メドレー（小前奏人編） 他

［日］

●上井雅子（ソプラノ） 東明日菜（フルート） 加藤久美子、新村茜（ピアノ）
●本居長世（林光編）
：七つの子 草川信（中田喜直編）
：ゆりかごのうた 他

７
8

9

［月］

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1382

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1383

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1384

他

天使の楽器が奏でるクラシックの名曲
母から子へ継がれるいのちの歌〜母の日に寄せて 5 〜
アンデスの風〜世界遺産マチュピチュ〜

●河合智久（チャランゴ） 千葉澄美江（ケーナ） 鳥羽佐希子（ボンボ） 稲垣富美（サンポーニャ） 鈴木友春（ギター）
●ロブレス：コンドルは飛んで行く ペルー伝承曲：マチュピチュ／ナスカの地上絵 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1385

異国への憧憬〜フルート・ヴィオラ・ハープで描く〜

［水］

●古味亜紀（ヴィオラ） 井伊亮子（フルート） 荒木まどか（ハープ）
●イベール：間奏曲 ドビュッシー：月の光／亜麻色の髪の乙女／ソナタ

［木］

●西岡あかね（フルート） 西岡あさみ（ピアノ）
●サティ：ジュ・トゥ・ヴー カッチーニ：アヴェ・マリア プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん

［金］

●Amies（アミ）
：山中弓子、松田希世（ソプラノ） 松村香（ピアノ）
●成田為三：浜辺の歌 小林秀雄：落葉松 春のうたメドレー：どこかで春が〜春が来た〜朧月夜〜花

［月］

●寺島陽介（オーボエ） 三宅百合子（ハープ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌

［火］

●いちごに：佐藤恵梨奈（ヴァイオリン） 惠村友美子（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 ファリャ：スペイン舞曲 マスネ：タイスの瞑想曲

［木］

〜名曲の旋律とともに〜
●小笠原歩里（ピアノ）
●ショパン：軍隊ポロネーズ／ノクターン 嬰ハ短調 遺作／舟歌 嬰へ長調 Op.60 ／エチュード「蝶々」Op.25-9 他

［土］

●吉田菜月（ソプラノ）、服部響子（ピアノ）
●美智子皇后陛下詞：ねむの木の子守歌 ショパン：バラード 第 1 番

12
13
16
17
19
21
22
［日］

24
［火］

26

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1386

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1387

他

姉妹で奏でる華麗なる名曲集

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1388 名フィルオーボエ奏者寺島陽介とハープvol.6

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1389

他

懐かしき心のうた〜やすらぎのひととき〜
他

〜若葉薫る五月の「歌」〜

ランゲ：花の歌

他

風薫る五月の舞踏会〜心躍るクラシックの名曲と共に〜
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1390 やがて大海へ〜清流〜 Vol.31 ショパンの軌跡を訪ねて

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1391

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1392

やさしい音楽につつまれて
ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン

他

リコーダー de運命！〜リコーダーアンサンブルによるクラシック入門〜

●内海雅子、奥村郁子、鹿島靖、川原由布子、薦田郁代、平手良浩、堀猛司、焼山有香、山中美代志（リコーダー）
山本利男（リコーダー＆ヴィオローネ）
●ベートーヴェン：交響曲 第５番「運命」より イングランド民謡：グリーン・スリーブス 山田耕筰：待ちぼうけ
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1393

他

アンデスの旅人たち〜南米民族音楽の音色〜

●セサル・マイグア（サンポーニャ、ケーナ、バンドリン） ハイメ・グラマル（ケーナ、サンポーニャ、チャランゴ）
●ロブレス：コンドルは飛んでいく アルゼンチン民謡：花祭り エクアドル伝承曲：先祖の予言 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1394

ある晴れた日に〜イタリアの名曲と街散歩〜

［木］

●Yumiko（ソプラノ） 内山朋子（ピアノ）
●ヘンデル：私を泣かせてください カッチーニ：アヴェ・マリア プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 私の名はミミ

［月］

●亀谷希恵、小寺里枝（ヴァイオリン） 樹神有紀（ヴィオラ） 黒川美咲（チェロ）
●エルガー：愛の挨拶 成田為三：浜辺の歌 ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 他

30
29

スペインのギター音楽（番外編）〜セレドニオ・ロメロ 没後20年〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1377

●大嶋 芳（ギター）
●セレドニオ・ロメロ：アンダルシア舞曲 第 1 番／ロス・マエストロス／タンゴ・アンヘリータ

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1395 伊勢志摩サミット開催記念日本料理志摩スペシャルクラシックのサミットコンサート

2016 年

６月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

1

［水］

2

どこかで聴いた名曲アラカルト 10 選

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1397

他

江戸の華 〜長唄の魅力〜

［木］

●杵屋 六秋、杵屋 六春（唄・三味線）
●外記猿（げきざる） 越後獅子（えちごじし） 藤娘（ふじむすめ） 他

［土］

●ヴォーカルアンサンブル トゥインティ 飯田 牧子（ソプラノ） 西濱 由有（ピアノ）
●カッチーニ：アヴェ・マリア 中田喜直：夏の思い出 マスカーニ：カヴァレリア・ルスティカーナより

［火］

●粟屋 京、村瀬 文菜（ピアノ）
●ドビュッシー：
「小組曲」より 小舟にて

［木］

●アレックス（マンドリン） 北川 美晃（ピアノ）
●ナポリ名曲メドレー 〜帰れソレントへ〜サンタルチア〜

［金］

：吹戸 香織（ソプラノ） 高橋 由帆子（ヴァイオリン） 高橋 亮太郎（チェロ）
●サロンコンサート Neue（ノイエ）
蒲池 利江子、淡川 千絵（ピアノ） ●越谷 達之助：初恋 マスネ：タイスの瞑想曲 シューベルト：アヴェ・マリア

［土］

●尾髙 詩音里（ヴァイオリン） 斎藤 もも（ピアノ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ チャイコフスキー：メロディー

［日］

●トリオ・ローズ：日比 浩一（ヴァイオリン） 長谷川 眞弓（ソプラノ） 杉浦 知美（ギター）
●J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第 3 番より タレガ：アルハンブラの想い出

［月］

●臼井 敦子（朗読・和歌） 玉野 宮夫（能管） 細川 華鶴子（薩摩五弦琵琶）
●「源氏物語」より 桐壺 「平家物語」より 壇ノ浦
他

4
7
9

10
11
12
13

14

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1398

そよ風のハーモニー 〜ソプラノ＆アンサンブル〜

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1399 やがて大海へ〜清流〜 Vol.32 音の雫 〜音楽で奏でる水の世界〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1400

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1401

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1402

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1403

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

他

甘美なるイタリアへ 〜初夏の招待状〜
ヴェルディ：歌劇「椿姫」より

乾杯の歌

他

響け！ 心にビタミンを part1 健やかな調べ

他

ロマンティック・メロディー
ドヴォルザーク：ユーモレスク

他

めぐり逢いて虹の空 〜バッハから武満徹、琴線に響く時を〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1404

源氏物語＆平家物語 〜能管で綴る雅の世界〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1405

まったりワンコと楽しむクラシック

他

《画像投影付》

［火］

●間脇 佑華（ヴァイオリン） 池田 真子（ピアノ）
●ショパン：小犬のワルツ 成田 為三：浜辺の歌 シューマン ：トロイメライ

［木］

●宇佐見 朋子、森田 早貴（ソプラノ） 手嶋 莉子、中村 由紀子（マリンバ）
●源太俊一郎 編：唱歌メドレー「ふるさとの四季」 イタリアカンツォーネメドレー

［金］

●小島 加奈子（ピアノ）
●ショパン：英雄ポロネーズ／ノクターン 第 2 番 Op.9-2 ／幻想即興曲／エチュードより 別れの曲

［土］

●菊地 里絵子、川口 維久子、横井 恵子（ソプラノ） IDA Opera Singers：原田 悠作、佐野 晴男（バリトン） 百瀬 愛莉（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「魔笛」より 夜の女王のアリア／歌劇「フィガロの結婚」より
他

［月］

：神谷 麻衣（ソプラノ） 松本 健郎（フルート） 守瀬 京子、坂川 映子、長谷川 美玲（ピアノ）
●サロンコンサート Neue（ノイエ）
●リスト：愛の夢 大中 寅二：椰子の実 J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ 他

［土］

●百瀬 愛莉（ピアノ） おおはた れいこ（お話）
●ショパン：雨だれ／ノクターン 第 2 番 Op.9-2 ／幻想ポロネーズ

［日］

●和沙 舞子、蜂須賀 尚子（ピアノ）
●ショパン：革命のエチュード／ノクターン Op.15-2

［月］

●新藤 瑞月（フルート） 鈴木 華重子（ピアノ）
●フォーレ：夢のあとに 成田 為三：浜辺の歌 ヘンデル：オンブラ・マイ・フ

16
17
18
20
25
26
27
28

［火］

29

［水］

30

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1396

●田中 安梨、加藤 由佳（ヴァイオリン） 佐々木 杏子（ピアノ）
●モンティ：チャールダッシュ ショパン：小犬のワルツ サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1406

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1407

スメタナ：なつかしの風景

他

ソプラノとマリンバで綴る愛唱歌
ピアソラ：タンゴ組曲より

他

オールショパンプログラム 〜王道ショパンの名曲特集〜
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1408 IDA オペラ塾 Vol.5 かしまし娘とモーツァルト

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1409

響け！ 心にビタミンを part2 育む音色

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1410 クラ女のためのショパンシリーズ Vol.1 ショパンの調べ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1411

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1412

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1413

他

ショパンとリスト 〜溢れ出す想いから生まれた作品たち〜
リスト：3 つの演奏会用練習曲より ため息

他

夢のあとに 〜フルートで綴る歌の名曲〜
他

女神が織り成す弦の世界 〜チャイコフスキーの世界〜

●アンサンブル LaLa：簗瀬 彩、秋田 友梨、岡田 衣羅、福田 菜々子、向吉 彩華（ヴァイオリン） 今川 結、田中 文恵（ヴィオラ）
紫竹 友梨、関根 のぞみ（チェロ） 西嶌 万記（コントラバス） ●チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1414

世界の名曲 8 千キロの旅！

●フルートカルテット Puzzle：浅井 環、岡根 彩、妹尾 寛子、山田 舞子（フルート）
●モーツァルト：トルコ行進曲 モンティ：チャールダッシュ ナポリ民謡：サンタ・ルチア

他

2016 年

７月

2

［土］

4

マリンバ・ヴィブラフォンの空間万華鏡〜踊るクラシック〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1416

●つじ村ふみ惠（ソプラノ）、稲場薫（メゾソプラノ）、山本多恵佳（ピアノ）
●ヴェルディ：乾杯の歌 ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ
佐藤 眞：大地讃頌

［木］

●浅井大美子、伊藤希美（箏）、木村直子（アイリッシュハープ）、辻和余（ヴァイオリン）
●下総皖一：たなばたさま 成田為三：浜辺の歌 八橋検校：六段の調 他

［金］

●森悦子（ヴァイオリン）、齋藤紀子（ピアノ）
●モーツァルト：アダージョ K.261 チャイコフスキー：
「白鳥の湖」より

［火］

●新井康之、河井裕二、佐藤光、山田真吾（チェロ）
●リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行 フィッツェンハーゲン：アヴェ・マリア Op.41

［木］

●末武可奈子、野村茉由莉、深堀賢太朗（マリンバ＆打楽器）
●ショスタコーヴィチ：タヒチ・トロット J. シュトラウスⅡ：アンネン・ポルカ

［金］

●浅野未希（ヴァイオリン）、斎藤洋（ピアノ）
●ハチャトゥリアン：剣の舞 モンティ：チャールダッシュ

７

12
14
15
16

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1417

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1418

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1419

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1420

他

乾杯の歌〜オペラ・合唱曲を美しい日本語で〜

［月］

8

他

心音（こころね）の響き〜箏と洋楽器との出会い〜
発掘！隠れた名曲と共に
ブラームス：ハンガリー舞曲より

他

４人のチェリスト 真昼の決闘！
ピアソラ：リベルタンゴ

他

Shall We Dance♪〜世界の舞曲たち〜
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1421 やがて大海へ〜清流〜 Vol.33 名曲のランチ Box

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1422

アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌

他

クラシックギターの魅力〜ソロからカルテットまで〜

［土］

●生田直基、伊藤兼治、高須大地、アレクサンドル・ガラガノフ（ギター）
●作者不詳：禁じられた遊び タレガ：アルハンブラの思い出 ファリャ：粉屋の踊り

［火］

●安藤るり（ソプラノ）、田中麻衣（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「魔笛」より 夜の女王のアリア

［水］

●アリツィア・モリトリス（フルート）、近藤悠叶（チェロ）、吉野りん子（ピアノ）
●宮城道雄：春の海 サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より 白鳥
ショパン：ノクターン 第２番 Op.9-2

［金］

、松本一策（ヴァイオリン＆ヴィオラ）
、伊藤玉木（コントラバス）
、林美春（パーカッション）
●ニュートンズ：中川香（ヴァイオリン）
ささはらなおみ（ピアノ） ●ムソルグスキー：交響詩「禿山の一夜」 ファリャ：火祭りの踊り 他

［土］

●遠藤益子、遠藤紫（ソプラノ）、西典代（ピアノ）
●中田喜直：夏の思い出 ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん

25
［月］

●太田太郎（ピアノ）
●ショパン：バラード 第２番 ヘ長調 Op.38 ／革命のエチュード／軍隊ポロネーズ／ノクターン 嬰ハ短調 遺作

［火］

●上田花奈（フルート）、神谷知佐子（ハープ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に 大中寅二：椰子の実

19
20
22
23
26
27
［水］

28

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1423

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1424

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1425

他

歌とピアノで綴る名曲の音楽史
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー

他

クラシック浪漫紀行
他

ニュートンズ６ th! 〜祭りだ！ニュートンズ〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1426 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.14 歌と心をつないで

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1427

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1428

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1429

ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

他

クラシックにタッチ！

［金］

●川合好美（ピアノ）
●讃美歌：アメイジング・グレイス

30
［土］

他

映画のワンシーンを彩るクラシック

ヘンデル：歌劇「リナルド」より 私を泣かせてください

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1432

他

作曲家たちの恋物語〜歌とピアノで奏でる恋模様〜

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1431

他

優雅に、華麗に奏でる！フルート＆ハープ

●亀谷希恵（ヴァイオリン）、今木智彦（ファゴット）、前田祐里（ピアノ）
●ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」より 序曲 エルガー：愛の挨拶 グリーグ：
「ペール・ギュント」より 朝
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1430

他

ショパンの部屋から〜音楽家仲間たちとの語らい〜オール・ショパン・プログラム

●児玉弘美（ソプラノ）、能勢健司（バリトン）、近藤麻由（ピアノ）
●シューベルト：鱒 プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より

29

31

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1415

：岩崎愛子（マリンバ＆ヴィブラフォン）
、水間ゆみ（マリンバ）
●Kaleido duo（カレイドデュオ）
●ファリャ：火祭りの踊り J. シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ ショパン：別れの曲

他

3大テノールで歌われた名曲とともに〜歌うことは難しいことじゃないよ〜

●市川太一（テノール）、市原実小代（ピアノ）
●山田耕筰：この道 小林秀雄：落葉松 カプア：オー・ソレ・ミオ

クルティス：忘れな草

他

2016 年

８月

2

名曲の宝石箱 〜２台ピアノで奏でる珠玉の作品集〜

［火］

［水］

●松林宏子（ソプラノ）、淺野淑子（メゾソプラノ）、鱸 智行、黒野啓介（テノール）、武田恵美（ピアノ）
●ヴェルディ：歌劇「椿姫」より プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より

3
5

［金］

6

［土］

7

［日］

8

［月］

10

［水］

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1434

チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より

他

ザ・うたづくし！ 〜四つの愛の物語〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1435 祝！パリ国立高等音楽院入学決定

16 歳のピアニスト！

●丸山凪乃（ピアノ）
●ショパン：バラード 第４番 Op.52 ／ワルツ 華麗なる円舞曲 Op.34-1

リスト：ラ・カンパネラ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1436

他

歌とピアノで巡る音楽の旅

●宗田真季（ソプラノ）、餅原 剛（テノール）、北川美晃（ピアノ）
●ビゼー：歌劇「カルメン」より カルディッロ：カタリ・カタリ 岡野貞一：ふるさと

他

弦は響き、弦は歌う

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1437 届け隊プロジェクトメンバーシリーズ Vol.5

●春日井久美子、春日井 恵（ヴァイオリン）
●モーツァルト：きらきら星変奏曲 ヘンデル（ハルヴォルセン 編）
：パッサカリア
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1438

他

成田為三：浜辺の歌

他

真夏の饗演 〜煌めく２台のヴァイオリンとピアノ〜

●藍川理映子、佐藤友香（ヴァイオリン）、戸谷誠子（ピアノ）
●ショパン：ノクターン 第 20 番 遺作 ショスタコーヴィチ：２台ヴァイオリンとピアノのための５つの小品

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1439 やがて大海へ 〜清流〜 Vol.34 音楽の手紙 〜作曲家がしたためた想い〜

●田中百合子（ピアノ）
●シューマン：
「子供の情景」より

ショパン：ノクターン 嬰ハ短調 遺作／革命のエチュード

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1440 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.15

音楽のシャワー

［土］

●小坂井聖仁（ヴァイオリン）、横江良太（ピアノ）
●マスネ：タイスの瞑想曲 パラディス：シチリアーノ

他

［日］

●石原夕香子（ソプラノ）、水谷仁美（オーボエ）、中山みのり（ピアノ）
●シューマン：ロマンス ドビュッシー：月の光 岡野貞一：朧月夜 プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より（朗読付）

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1442 カンタービレ 〜愛に満ちたピアノの名曲〜
●日置ひと美（ピアノ）
●シューマン（リスト 編）
：献呈 シューマン：トロイメライ クライスラー（ラフマニノフ 編）
：愛の喜び

［日］

●宇佐美敦博（フルート）、早瀬洋子（ピアノ）、宇佐美典子（リコーダー＆お話）
●シューベルト：セレナーデ シューマン：トロイメライ ジュナン：
「椿姫」による幻想曲

［月］

懐かしい日本の歌と古民家スケッチ
●木村洋子（メゾソプラノ）
、丸山晶子（ピアノ）
《画像投影付》
●山田耕筰：この道 團 伊玖磨：ひぐらし（わがうたより） 小林秀雄：落葉松
他

［火］

●宇佐見朋子（ソプラノ）、池田真己（バリトン）、安藤弘子、福本真弓（ピアノ）
●越谷達之助：初恋 レハール：メリー・ウィドウ・ワルツ モーツァルト：歌劇「魔笛」より パパパの二重唱

14
19
21
22
23
24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1441

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1443

〜ヴァイオリンの音色で心爽やかに〜

ファリャ：スペイン舞曲

月夜に寄せる愛の歌

フルートとピアノによるセレナーデ
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1444 ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ Vol.3

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1445

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1446

真夏のときめきクラシック

［木］

●萬谷衣里（ピアノ）
●ショパン：幻想即興曲 Op.66 ／前奏曲 Op.28-15「雨だれ」 スカルラッティ：ソナタ より（５曲）

［金］

●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、大森 ヒデノリ（フィドル）
●アイルランド民謡：サリー・ガーデン／庭の千草 スコットランド民謡：悲しみの水辺

29

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1447

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1448

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1449

他

夢見る想いシリーズ vol.15 〜二重唱・心紡いで 日本の歌〜

［水］

26

他

他

●蒲 加根美（ソプラノ）、丹羽幸子（メゾソプラノ）、青木園恵（ピアノ）
●文部省唱歌：海 加藤由美子 : 小噺唄 より 四股名 中田喜直：金子みすずの詩による こだまでしょうか

25

他

ショパンと彼が愛したスカルラッティ
他

アイルランドの風景を聴く 〜アイリッシュハープ弾き語り〜
他

カルテットで聴く夏の余韻

［月］

●Quartet Vita（カルテット ヴィータ）
：田中安梨、加藤由佳（ヴァイオリン）、橋本 歩（ヴィオラ）、小川真貴（チェロ）
●ハイドン：弦楽四重奏曲「皇帝」より 日本のうた「夏」メドレー ヴィヴァルディ：
「四季」第２番 夏 より
他

［火］

●金田紗希里、北川紗恵子、森野かおり、山脇有香子（ピアノ）
●春畑セロリ：踊れ！ヨーロッパ大陸（リレー連弾） J. シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ

30

32

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1433

●日下久美代、水野陽子（ピアノ）
●サン = サーンス：
「動物の謝肉祭」より 白鳥

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1450

ピアノカルテット 〜 40 指の舞〜
他

2016 年

９月

１

名曲に隠された恋物語

［木］

［金］

●長澤康子（筝）、長澤映子（フルート）、竹元真一郎（朗読）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ 宮城道雄：春の海

2
3

［土］

4

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1452

他

枕草子＆平家物語〜箏とフルートで綴る古典の語り〜
成田為三：浜辺の歌

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1453 心躍るひととき〜輝く秋のそら〜

●トリオソレイユ：岡林和歌（クラリネット）、近藤幹夫（マリンバ）、西濱由有（ピアノ）
●ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー カッチーニ：アヴェ・マリア ブラームス：ハンガリー舞曲 第６番

：清水綾（ヴァイオリン）、加藤菜月（フルート）、百瀬愛莉（ピアノ）
●TrioLuce（トリオ・ルーチェ）
●クライスラー : 愛の喜び／愛の悲しみ ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 乾杯の歌
リスト：愛の夢 第３番

［火］

●魁 -sakigake-：内田恵美子（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）、安田健（バスバリトン
舘美里、松野美樹（ピアノ） ●山田耕筰：赤とんぼ 杉山長谷夫：出船 小林秀雄：すてきな春に
他

［木］

●棚橋恭子（ヴィオラ）、妹尾寛子（フルート）、田中敦子（ハープ）
●ドビュッシー：月の光 マスネ：タイスの瞑想曲 ビゼー：
「アルルの女」より メヌエット

［金］

●小泉悠、波馬朝加（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、山田真吾（チェロ）
●プッチーニ：誰も寝てはならぬ モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク

［土］

●海瀬京子（ピアノ）
●ドビュッシー：ベルガマスク組曲「月の光」 ショパン：小犬のワルツ／ポロネーズ「英雄」Op.53

［月］

●みしゅるみん：細見聡美（アイリッシュフルート他）、水野敦大（アコースティックギター）
●アイルランド民謡：ダニーボーイ／庭の千草／グリーンスリーブス
他

［火］

●大澤愛衣子（ヴァイオリン）、奥谷翔（ピアノ）
●クライスラー：愛の悲しみ／美しきロスマリン／中国の太鼓

［水］

●デヴォリナ・ガマロワ（ヴァイオリン＆ヴィオラ）、村瀬文菜（ピアノ）
●チャイコフスキー：なつかしい土地の思い出 Op.42-3 より メロディ

［木］

●瀬木理央、安田祥子（ヴァイオリン）、叶澤尚子（ヴィオラ）、幸田有哉（チェロ）
●パッヘルベル：カノン J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ ベートーヴェン：ラズモフスキー 第１番より

8
9

10
12
13

14
15
22

［木・祝］

23
［金］

24
［土］

30
［金］

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1454 想い出の音楽アルバム〜名曲に秘められた愛の物語〜

［日］

6

33

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1451

●北村祈子（フルート）、北山優貴葉（クラリネット）、中山優希（ファゴット）、中村節（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より 恋とはどんなものかしら

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1455

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1456

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1457

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1458

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1459

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1460

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1461

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1462

他

日本のうたで巡る四季折々
名曲で楽しむ音の彩り
他

カルテットで巡るヨーロッパ
他

ファンタジーと色彩のピアノ
他

どこか懐かしいメロディー〜アイルランド民謡〜
クライスラーの名曲と共に
他

メロディ〜なつかしい土地の思い出〜
マスネ：タイスの瞑想曲

他

カルテットで聴く名曲の秋
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1463 やがて大海へ〜清流〜 Vol.35 ピアノの魔術師〜フランツ・リストに寄せて〜

●遠藤拓弥（ピアノ）
●リスト：パガニーニによる大練習曲より ラ・カンパネラ ／３つの演奏会用練習曲より ため息
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1464

他

アヴェ・マリア〜愛の言葉とともに〜

●鷲山千香子（ソプラノ）、檜垣彩乃（ヴァイオリン）、中山みのり（ピアノ）
●トスティ：祈り ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌 J.S. バッハ（グノー編）
：アヴェ・マリア

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1465

時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.16 一度は聴きたいオペラ・バレエの名曲
●生田智子、佐竹美奈子（ピアノ）
●ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲 チャイコフスキー：
「白鳥の湖」より／「眠れる森の美女」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1466

２台ピアノの舞踏会

●Ammor れな、山本千愛（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より 金平糖の踊り ／ 花のワルツ

ラヴェル：ラ・ヴァルス

他

他

2016 年

10月

1

クラシックに恋して

［土］

［月］

●長坂沙織（ヴァイオリン）
、金澤みなつ（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番 プロコフィエフ：組曲「ロミオとジュリエット」より

［土］

●住吉紗永子（ヴァイオリン）
、粟屋京（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光 ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2 サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ

［月・祝］

●杉山梨恵（ソプラノ）
、廣瀬奏子（ハープ）
●イングランド民謡：グリーンスリーブス ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 ドヴォルザーク：我が母の教えたまいし歌

［火］

●波馬朝光（ヴァイオリン）
、波多和馬（チェロ）
、卯野杏実（ピアノ）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 フランク：ヴァイオリン・ソナタより サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」より

3
8

10

11

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1468

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1469

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1470

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1471

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1472

クライスラー：コレルリの主題による変奏曲

他

受け継がれる音楽の物語
他

秋の夕暮れにクラシック

他

もみじ舞い散るコンサート 〜メロディーがひらひらと〜
他

パリ大博覧会 〜フランスまでご一緒しませんか？〜
他

哀愁のメロディ 〜秋を感じる名曲〜

［木］

●簗瀬彩（ヴァイオリン）
、奥村百合名（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「なつかしい土地の思い出」より メロディ

［金］

●崔 利先（ソプラノ）
、重左恵里（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「トスカ」より 歌に生き恋に生き

［日］

●詩貴（マリンバ）、鈴木豊大（カホン）、太田紗耶香（ピアノ）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ 日本の童謡 秋メドレー

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1475 華麗なる氷上のカルテット 〜フィギュアスケートで流れたクラシック〜
●Quartet HAMABE（ハマーベ）
：小林沙耶、五十嵐朝子（ヴァイオリン）、今枝知世（ヴィオラ）、石本卓斗（チェロ）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
モンティ：チャールダッシュ
他

［水］

●メモワール：山野雅美（フルート）、石井美由紀（ピアノ）
●リスト：愛の夢 ボルヌ：カルメン幻想曲 J.S. バッハ：管弦楽組曲 第 2 番より ポロネーズ

［木］

●馬場淳史、村松さつき（津軽三味線）
●津軽じょんがら節〜曲弾き掛け合い〜

［土］

●酒井和美、岩田有紀（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第 1 番／第 5 番

［日］

●亀居優斗（クラリネット）、河合雪子（フルート）、横井一哉（テノール）、宮里倫史（ピアノ）
●ヘンデル：オンブラ・マイ・フ シューベルト：野ばら ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
他

［火］

●加藤千理（フルート）、河田理奈（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 秋 ドビュッシー：
「映像」第 1 集より

［木］

●ナタリア・ブジェフスカ（ヴァイオリン）、ティボー・セリエ（チェロ）、増田知世（ピアノ）
●ドビュッシー：アラベスク 第 1 番 マスネ：タイスの瞑想曲 エルガー：愛の挨拶 サン＝サーンス：白鳥

［日］

●オリヴィア・ケーラー（ソプラノ）、斎藤もも（ピアノ）
●メンデルスゾーン：
「無言歌集」より 甘い思い出 Op.19-1

14

16
17
19
20
22
23
25
27
30

34

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1467

●斎木美緒（ヴァイオリン）
、武田佳美（ピアノ）
●ベートーヴェン：スプリングソナタより 第 1 楽章

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1473

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1474

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1476

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1477

クライスラー：テンポ・ディ・メヌエット

他

ドラマチック・オペラの世界
モーツァルト：歌劇「魔笛」より

夜の女王のアリア

他

あの素晴らしいクラシックをもう一度 Vol.2
他

名曲に出会う時間
バディネリ

他

津軽三味線の響き 〜津軽の心 Vol.2 〜
津軽よされ節

ソーラン節

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1478 やがて大海へ〜清流〜 Vol.36 旅する音の世界

サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」より

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1479 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.17 クラシックの名曲ボックス

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1480

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1481

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1482

湖のほとりで 〜緑と星のきらめきクラシック〜
水の反映

モーツァルト：きらきら星変奏曲

本場ヨーロッパから珠玉の名曲集
他

歌とピアノで聴くドラマ
プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より

他

他

2016 年

11月

2

歌の翼に 〜メンデルスゾーンの歌曲をたどって〜

［水］

［金］

●神原 綾（ソプラノ）、真希（ピアノ）
●山田耕筰：待ちぼうけ ヘンデル：オンブラ・マイ・フ

［土］

●佐藤益子、松岡啓子、松本恵美子、水野一枝（オカリナ）
●J. シュトラウスⅡ：ピッツィカート・ポルカ アンダーソン：踊る仔猫 ハチャトゥリアン：剣の舞

4
5

18
［金］

19

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1484

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1485

他

名曲アワー 〜名作をぎゅっと集めた癒しの 1 時間〜
ショパン：革命のエチュード／幻想即興曲

他

オカリナの心潤すハーモニー〜心躍るダンスの名曲を〜
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1486 名フィルオーボエ奏者寺島陽介とハープ vol.7 〜哀愁あふれる名曲集〜

●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ）
●ロドリーゴ：アランフェス協奏曲より ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1487 時を紡いで、明和を巣立った音楽家 vol.18

ソプラノデュオ名曲集 〜懐かしの唱歌からオペラまで〜

［土］

●松原凛子、松永三沙希（ソプラノ）、安藤千紗都（ピアノ）

［月］

●ISSAKU&SACCO：松本一策（フィドル）、髙橋早紀子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：ロンド・カプリチオーソ サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ

［火］

●堀田祐司（チェロ）、西 能希（ピアノ）
●ピアソラ：リベルタンゴ チャイコフスキー：感傷的なワルツ

［木］

●セサル・マイグア（サンポーニャ、ケーナ、バンドリン）、ハイメ・グラマル（ケーナ、サンポーニャ、チャランゴ）
●ロブレス：コンドルは飛んでいく ボリビアの伝承曲：ニーニャ カンバ〜カンバの愛しい女の子
他

［金］

●清水 綾（ヴァイオリン）、江川智沙穂（ピアノ）
●シューマン：3 つのロマンス 第 2 番 エルガー：愛の挨拶

［土］

●新美木麻（ソプラノ）、細江裕樹（ピアノ）
●ヴェルディ：歌劇「椿姫」より あぁ、そは彼の人か〜花から花へ

21
22
24
25
26
29

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1488

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1489

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1490

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1491

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1492

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1493

●山田耕筰：赤とんぼ

小林秀雄：落葉松

他

ドン！とカプリチオーソ
他

グッドトラベル ベストチェロ曲 〜チェロとピアノのしらべ〜
カサド：親愛なる言葉

他

アンデスの旅人たち 〜南米民族音楽の音色〜
心揺さぶるメロディー
カッチーニ：アヴェ・マリア

他

歌とピアノで煌めきを
ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2

ザ・薩摩琵琶

他

「平家物語」
「厳流島」を語る いにしえの時を超え戦国の世を駆け抜ける武者達

［火］

●田中颯水、林香水、糸井藍水（薩摩琵琶）、浅井照子（語り）

［水］

●井浦貴子、江野藍子（ピアノ）
●モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタより

30

35

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1483

●大久保亮（テノール）、松下伸也（バリトン）、松下寛子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に／秋の歌／ベニスの舟歌／春の歌

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1494

●「平家物語」より 祇園精舎／敦盛

他

2 台ピアノでオータム・コンサート
三善 晃 編：組曲「唱歌の四季」より

紅葉

他

2016 年

12月

3

今、開く未来の扉 若き音楽家の挑戦 Vol.4

［土］

●金原那々子、足立真由（ピアノ）、桑村桃佳（声楽）、高木桜子（マリンバ）、伊吹舞美（サクソフォン）

［水］

：照喜名有希子（トロンボーン）
●トリオ Cuna（クーナ）
、野々山未帆（ピアノ）、池下知子（トランペット）
●エルガー：愛の挨拶 ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2 プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より

［木］

ゆったり、まったり
クラシックコンサートシリーズ Vol.4 日本の歌物語 〜思い出をつなぐ橋〜
●畑中紫甫（ソプラノ）、成田有紀乃（ピアノ）
《画像投影付》
●山田耕筰：この道 中田喜直：忘れな草 メンデルスゾーン：
「無言歌集」より 甘い思い出
他

［金］

：中瀬梨予（ヴァイオリン）
、妹尾寛子（フルート）、桐山尚子（ピアノ）
●Trio Reson（トリオレゾン）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より ロシアの踊り
J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ

［土］

●安立桜（ハープ）
、山田ゆりあ（フルート）
●マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より

［月］

●トリオ de ブランチ：矢口十詩子（ヴァイオリン）、山本直人（オーボエ）、石川ひとみ（ピアノ）
●J.S.バッハ（グノー 編）
：アヴェ・マリア ピアソラ：ブエノスアイレスの冬 アンダーソン：クリスマス・フェスティバル

［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1501 ニュートンズ 7th！ ●オッフェンバック：歌劇「天国と地獄」より
●ニュートンズ：中川香（ヴァイオリン）、松本一策（ヴァイオリン＆ヴィオラ）
伊藤玉木（コントラバス）、ささはら なおみ（ピアノ）、三祢沢信（パーカッション）

［水］

●名古屋パストラーレ合奏団
●パッヘルベル：カノン コレルリ：クリスマス協奏曲より

［日］

●上嶋友里奈、林こず恵（ピアノ）
●サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」より

［月］

●坂本実奈美（フルート）、波馬朝加（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より 文部省唱歌：冬の夜 カッチーニ：アヴェ・マリア

［火］

●田中安梨、加藤由佳（ヴァイオリン）
、國枝由莉（ピアノ）
●クリスマスメドレー モーツァルト：トルコ行進曲 リスト：愛の夢

［水］

●豊城弘美、武田美保（ソプラノ）、味岡真紀子（メゾソプラノ）
、中野嘉章（バリトン）、谷美鈴（ピアノ）
●レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より ビゼー：歌劇「カルメン」より プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より

［土］

●神谷紘実、水間ゆみ（マリンバ）、髙橋早紀子（ピアノ）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より モンティ：チャールダッシュ

7
8
9

10
12
13
14
18
19
20
21
24
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1495 第 8 回 岐阜国際音楽祭受賞記念コンサート

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1496

クラシックベスト名曲集 〜艶やかな金管の音色〜

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1497

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1498

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1499

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1500

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1502

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1503

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1504

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1505

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1506

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1507

冬の音景色

他

年の瀬に聴きたいクラシック２ 〜天上の響き〜
多 忠亮：宵待草

J.S. バッハ：G 線上のアリア

他

トリオで愉しむクリスマス

他
他

聖なる弦楽の響宴 〜バロック音楽の贈りもの〜
ジェミニアーニ：合奏協奏曲「ラ・フォリア」より

他

ピアノで贈る Xʼ mas プレゼント
モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタより

他

冬の夜を感じるクラシック

他

クリスマスに聴きたい幸せのアラカルト
他

宝塚的華麗なるオペラⅢ

他

聖夜へのプロムナード

パッヘルベル：カノン

他

2017 年

１月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

3

［火］

4

［木］

●魁 -sakigake-：藤田恵梨子（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）、安田 健（バスバリトン）
舘 美里、松野美樹（ピアノ）
●ヴェルディ：
「リゴレット」より 美しい恋の乙女よ
他

［金］

●横山奈穂（ソプラノ）、重左恵里（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より 恋とはどんなものかしら

［土］

●高橋朋子、武田優美（ピアノ）
●J.S. バッハ（ヘス編）
：主よ、人の望みの喜びよ

5
6
7

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1510

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1511

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1512

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1513

他

新年をオペラと共に

可憐なイタリア・ベルカント〜恋する声〜

トスティ：歌曲「夢」

他

２台ピアノの名曲集
ショパン（グールド＆シェフター編）
：幻想即興曲

パリからの招待状 音楽で綴る美しい街並み

他

［日］

●波多野江莉（ユーフォニアム）、篠田有紀（ピアノ）、左合 栞（パーカッション）
●ラヴェル：ボレロ サティ：ジュ・トゥ・ヴ サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より ビゼー：歌劇「カルメン」より

［土］

●山田明日美（ソプラノ）、鈴木沙依（メゾソプラノ）、井浪真悠（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より

［月］

：みどり（フィドル＆ハーディングフェーレ）
、上原奈未（ハープ＆リード・オルガン）
●shanachie（シャナヒー）
Aki（パーカッション、メロディオン他） ●スウェーデン伝承曲：セクスドレガのポロネーズ
他

［土］

：石田千尋、岩田祐衣子、宇野伊世、森千紗（鍵盤ハーモニカ、
ヴァイオリン、ピアノ他）
●FlyingDoctor（フライングドクター）
●ホルスト：
「惑星」より 抜粋 J. シュトラウスⅡ：春の声 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第５番より
他

［土］

●福本真琴（チェロ）、福本真弓（ピアノ）
●リスト：愛の夢 第３番 シューマン（リスト編）
：献呈

［日］

●大庭絃子（ヴァイオリン）、犬飼実花（ピアノ）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より

［月］

●泉 真由（フルート）、伊藤めぐみ（クラリネット）、坂内紘子（オーボエ）
●モーツァルト：歌劇「魔笛」より 序曲
プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん

［火］

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川智子、原紗登子（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第 4 番 より ワーグナー：婚礼の合唱
他

16
21
28
29
30
31
2

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1514

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1515

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1516

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1517

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1518

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1519

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1520

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1521

４人で奏でる小さなオーケストラ

愛の夢〜チェロとピアノで優雅なひととき〜

10

［金］

11

［土・祝］

12

プロコフィエフ：
「ロミオとジュリエット」より

他

他

カルテットで聴く誰もが知ってる作曲家！〜ドイツ編〜

至極の 2 台ピアノ
ドビュッシー：月の光

他

恋する乙女のオペラアリア
私のお父さん ／歌劇「ラ・ボエーム」より

私が街を歩くと

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1523 “くらしの中にクラシック” コンテスト企画シリーズ Vol.1

音楽教室で聴いたクラシック 企画立案：南山大学川北ゼミ
●亀谷希恵、春日井久美子（ヴァイオリン）、柿本朱美（ヴィオラ）、堀田祐司（チェロ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク ヴィヴァルディ： 四季 より
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1524

名曲で知る弦楽器の世界

、西尾結花（ヴィオラ）、小野江良太（チェロ）
●山田弦楽四重奏団：山田貴子、和田有里奈（ヴァイオリン）
●プロコフィエフ：
「ロミオとジュリエット」より
チャイコフスキー：
「白鳥の湖」より 情景
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1525

ロマンあふれる愛の調べ

●梶田真未（ソプラノ）
、簗瀬彩（ヴァイオリン）、生田智子（ピアノ）
●リスト：愛の夢 ヘンデル：涙の流れるままに シューマン（リスト 編）
：献呈
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1526

［日］

［木］

●加藤千理（フルート）
、天野あさ子（ピアノ）
●グリーグ：組曲「ペール・ギュント」より 朝

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1527

他

春への憧れ 〜ピアノの連弾とハープと共に〜

●廣瀬奏子（ハープ）
、鈴木寛子（ピアノ）、大山絵美（ピアノ）
●中田章：早春賦 岡野貞一：朧月夜 ショパン：別れの曲
他

16

他

歌う！木管三重奏によるオペラのメロディー

［金］

［土］

カサド：親愛なる言葉

麗しきバレエ音楽の世界へ

●森田早貴（ソプラノ）
、山木田真紀（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1522

他

北欧の森の贈り物 北欧伝承音楽の美しきメロディ

［木］

3

他

ロマンチック・オペラ

：野村知子、兼重優子（ピアノ）
●Lilas（リラ）
●ビゼー：カルメン・ファンタジー エルガー：愛の挨拶

4

37

新春を彩る 津軽三味線の響き

［水］

14

２月

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1509

●杉山大祐（津軽三味線）、近藤一輝（ピアノ）
●津軽じょんから節 朧月夜 津軽よされ節

8

2017 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1508 弦楽アンサンブルで迎える新春 女神が織りなす弦の世界

、岡本紗季、田中文恵（ヴィオラ）
●アンサンブル LaLa：簗瀬彩、秋田友梨、岡田衣羅、加藤由佳、向吉彩華（ヴァイオリン）
飯尾久香、関根のぞみ（チェロ）、西嶌万記（コントラバス）
●J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ エルガー：威風堂々 グリーグ：ホルベルク組曲より
他

フィギュアスケート銀盤に咲いた名曲
ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2 ／バラード 第 1 番

他

2017 年

２月

17

［土］

●山田智子、塚本洋子（ピアノ）
●ショパン：ノクターン 第20番 遺作／革命のエチュード／スケルツォ 第 2番 Op.31 リスト：エステ荘の噴水

18

［火］

23

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1530

ショパンを彩る時代

宗次ホール ×（株）東海交通事業 提携企画

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1531

冬の旅 〜寒い季節に聴きたい名曲集〜

［土］

：波馬朝加（ヴァイオリン）、扶瀬絵梨奈（ピアノ）、紫竹友梨（チェロ）
●Trio des fraises（トリオ・デ・フレーズ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第 6 番 チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より メドレー
他

［月］

：西濱由有（ピアノ）、藤田浩平（トランペット）、福田良正（トロンボーン）
●P-T-Bone（ピー・ティー・ボーン）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
ビゼー：歌劇「カルメン」より
他

［火］

●フルート＆ハープデュオ 〜結〜
（ゆい）
：佐々木遥香（ハープ）、坂本実奈美（フルート）
●イングランド民謡：グリーンスリーブス変奏曲 モルナール：日本民謡によるファンタジー

28

1

他

ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ vol.5 クラシック音楽でナイトビュー・トレイン
●新野智子（フルート）、池田真子（ピアノ）
《画像投影付》
●ドビュッシー：月の光 マスネ：タイスの瞑想曲 フォーレ：シシリエンヌ
他

［木］

27

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1532

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1533

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1534

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1535

他

冬色のフレーズ

オペラ名場面集 〜金管で歌う愛の物語〜
ふるさとの歌心 〜世界の民謡〜

他

春を彩る名曲の花束

［水］

●荒巻理恵（ヴァイオリン）、國枝由莉（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 春 第1楽章 J.シュトラウスⅡ：春の声 ショパン：ノクターン 第8番 Op.27-2

［木］

●浅井大美子（箏）、磯村琴保（尺八）、辻 和余（ヴァイオリン）、木村直子（アイリッシュハープ）
●日本古謡：さくらさくら 瀧 廉太郎：荒城の月 宮城道雄：春の海 吉沢検校：千鳥の曲
他

［金］

●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、中村大史（アコーディオン＆ギター）、ゲスト出演：小嶋佑樹（バグパイプ）
●アイルランド民謡：春の日の花と輝く／ダニー・ボーイ／人魚の唄
他

［土］

●岡田泰子（ピアノ）
●オール・ショパン・プログラム：12 の練習曲 Op.10 より 第 3 番「別れの曲」／第 12 番「革命」

2

3

4
5

［日］

10

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1536

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1537

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1538

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1539

アイルランドの風景を聴く〜アイリッシュハープ弾き語り〜
ショパンの人生を辿って

〜フルート、アコーディオン、ギターで綴る躍動と郷愁〜
●OʼJizo：長尾晃司（ギター＆バンジョー）
、豊田耕三（アイリッシュ・フルート＆ティン・ホイッスル）
、中村大史（ブズーキ＆アコーディオン）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1540

“くらしの中にクラシック” コンテスト企画シリーズ Vol.2
企画立案：名古屋芸術大学梶田ゼミ

香音
（KANON）
〜光と癒しのコンサート〜

［月］

●瀬木理央（ヴァイオリン）、西岡雄太（ピアノ）
●ベートーヴェン：スプリング・ソナタ ブラームス：ワルツ

［火］

18
［土］

22

他

アイルランド伝統音楽の調べ

●新井康之（チェロ）、丸山晶子（ピアノ）

14

他

春の彩り〜和と洋が奏でる日本の調べ〜

［金］

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1541

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1542

●飯田愛実（ピアノ）
●ドビュッシー：喜びの島／月の光

●マスネ：タイスの瞑想曲

ドヴォルザーク：森の静けさ

クラシックで春風を感じて
メンデルスゾーン：春の歌

シューマン（リスト 編）
：献呈

他

他

ベスト・アンコール名曲選

●新井貴盛（ヴァイオリン）、正住真智子（ピアノ）
●クライスラー：美しきロスマリン チャイコフスキー：なつかしい土地の思い出より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1544

宮城道雄：春の海

愛の贈り物〜作曲家の恋模様〜

ショパン：ノクターン 第 20 番 遺作

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1543

他

マスネ：タイスの瞑想曲

ザ・うたづくし！ 〜男女対抗歌合戦！〜

他

［水］

●松林宏子、伊藤恵倫（ソプラノ）
、淺野淑子（メゾソプラノ）
、黒野啓介、鱸 智行（テノール）
、鈴木啓之（バリトン）
、武田恵美（ピアノ）
●デンツァ：フニクリ・フニクラ 中田喜直：さくら横ちょう プッチーニ：歌劇「トスカ」より 歌に生き、愛に生き 他

［金］

●伊藤めぐみ（クラリネット）、大池栄里奈（ピアノ）
●中川晋平：シャボン玉 ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より 女心の歌

［土］

●尾髙詩音里（ヴァイオリン）、斎藤もも（ピアノ）
●サラサーテ：序奏とタランテラ Op.43 ショパン（サラサーテ 編）
：ワルツ Op.34-2

24
25
38

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1529

●大久保亮（テノール）、安藤千紗都（ピアノ）
●シューベルト：野ばら／セレナーデ／歌曲集「冬の旅」より

25

３月

いつの世も平安あれかし

［金］

21

2017 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1528

●コールコラーレ アンジャリ：白井稚佳子（ソプラノ）、谷鈴代（アルト）、神田豊壽（テノール）
●正信偈 般若心経
他

4

4/

［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1545

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1546

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1547

春うららコンサート 〜歌で世界旅行〜
ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ

他

踊る！ 名曲 10 選

ファリャ：スペイン舞曲

国境を越えるメロディー 〜マリンバで綴る名曲〜

●末武可奈子、野村茉由莉、深堀賢太朗、前田秀明（マリンバ・打楽器）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番 ボロディン：だったん人の踊り

ビゼー：カルメンより 抜粋

他

他

2017 年

４月

4

国境を越えるメロディー〜マリンバで綴る名曲〜

［火］

［木］

●波馬朝光、玉木奈津子（ヴァイオリン）、小林沙耶（ヴィオラ）
、石本卓斗（チェロ）、卯野杏実（ピアノ）
●ブラームス：ピアノ五重奏曲 Op.34 より ピアソラ：ブエノスアイレスの春 日本の歌メドレー 他

［金］

●安藤玲奈（ピアノ）
●ファリャ：
「恋は魔術師」より 火祭りの踊り

6
7
8

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1548

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1549

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1550

ビゼー：カルメンより 抜粋

春のピアノ舞踏会
チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より 花のワルツ

［月］

●つじ村ふみ惠（ソプラノ）、安藤千紗都（ピアノ）
●ロッシーニ：
「セヴィリアの理髪師」より 今の歌声は

［火］

●髙橋弘治（チェロ）、小川加恵（ピアノ）
●J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第３番より

11
12

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1552

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1553

プッチーニ：
「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん

ショパン：ノクターン 第２番 Op.9-2（ピアノ＆チェロ版） 他

禁じられた遊び

［木］

●山田知加（ソプラノ）
、林里紗（フルート）、蒔田裕也（ピアノ）
●小林秀雄：すてきな春に シューベルト：ガニュメート 春の童謡メドレー

［金］

●水野真紀（ピアノ）
●ショパン：幻想即興曲

［月］

●馬場淳史、村松さつき（津軽三味線）
●合奏曲 六段 津軽じょんから節〜新節〜ソーラン節

14
17
19

［水］

21

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1555

ラグリマ（涙） 他

すてきな春に

チャイコフスキー：花のワルツ

名曲と共に過ごすお昼どき

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1557

津軽じょんから節〜曲弾き掛け合い〜

〜琵琶の調べにのせて波乱の時代を生きた平家女人たちの愛と苦悩の物語〜

●久世旭澪、加藤旭扇、久世旭如（筑前琵琶）、祖父江弘明（尺八）
●祇園精舎（合奏） 静御前 小督 寂光院（建礼門院）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1558

ザ・ピアノ名曲集

［土］

●河野陽子（ソプラノ）
、南日美奈子（ピアノ）、河合宏子（ピアノ／ゲスト出演）
●モーツァルト：春への憧れ グリーグ「抒情小曲集」
:
より 春に寄す Op.43-6

［月］

25

ショパン：別れの曲／革命エチュード／バラード 第１番

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1559

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1560

シューマン（リスト編）
：春の夜

音楽の花束〜愛に満ちた名曲〜

●園田知潤、中山みどり（クラリネット）、米丸咲季子（ピアノ）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1561

２人の作曲家〜ドヴォルザークとスーク〜

［火］

［木］

●藤原望（ヴァイオリン）、金村千亜紀（ピアノ）
●ドヴォルザーク（クライスラー編）
：スラブ舞曲 第 10 番

［日］

●前田陽一朗（ピアノ）
●ショパン：バラード 第４番

30

他

音楽の森から春の便り

●エルデトリオ：小泉悠（ヴァイオリン）、山田真吾（チェロ）、平山晶子（ピアノ）
●ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲 第４番「ドゥムキー」より／ユーモレスク スーク：エレジー

27

他

平家の女人（にょにん）たち

［金］

24

他

津軽三味線の響 vol. ３〜みんなで唄ってみん！謡〜

●北村まりえ（ピアノ）
●ベートーヴェン：月光ソナタより

22

他

モーツァルト：トルコ行進曲 ラヴェル：水の戯れ メンデルスゾーン（リスト編）
：歌の翼に

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1556

他

チェロとピアノの名曲スプリングコンサート

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1554

他

今の歌声は〜アモーレの地に思いを馳せて〜

●大畑正幸（ギター）
●禁じられた遊び アルハンブラの思い出

13

他

夢見る想いシリーズ vol.16 〜二重唱・芽吹き〜

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1551

他

音楽の玉手箱

●蒲加根美（ソプラノ）
、丹羽幸子（メゾソプラノ）、青木園恵（ピアノ）
●アイルランド民謡：春の日の花と輝く シューベルト：野ばら 皇后陛下作詞：ねむの木の子守唄

10

39

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1547

●末武可奈子、野村茉由莉、深堀賢太朗、前田秀明（マリンバ＆打楽器）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 ボロディン：だったん人の踊り

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1562

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1563

他

華麗なるポロネーズ
ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番

他

希望のピアノ

ベートーヴェン：悲愴ソナタより

J.S. バッハ（ヘス編）
：主よ人の望みの喜びよ

他

他

2017 年

５月

1

音楽の宴

［土］

［土］

●佐原冠、中野すみれ（ピアノ）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

［火］

●大嶋芳（ギター）
●アルベニス：入り江のざわめき

［土］

●遠藤益子（ソプラノ）、木暮淳子（ピアノ）
●わらべうた：通りゃんせ本居長世：七つの子平井康三郎：ゆりかごシューベルト：シューベルトの子守歌他

［日］

●カルテットフレンズ：五十嵐朝子、加川由梨（ヴァイオリン）、田中文恵（ヴィオラ）、関根のぞみ（チェロ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより 第１楽章 日本の夏メドレー ドヴォルザーク：家路

［火］

●上井雅子（ソプラノ）、瀧上久美子（チェロ）、工藤美樹（コンドラバス）、加藤久美子（ピアノ）
●中田喜直：くちなし ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌 岡野貞一：故郷
他

［水］

●稲垣富美（サンポーニャ）
、河合智久（チャランゴ）
、鈴木友春（ギター）
、鳥羽省吾（カホン・ボンボ）
、千葉澄美江（ケーナ）
●青い空 コンドルは飛んでいく アルフォンシーナと海
他

［火］

●西山健一（チェロ）、天野浩子（ピアノ）、SHISKA（お話）
●J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第３番より プレリュード フォーレ：エレジー ショパン：華麗なるポロネーズ

［水］

●岡本暁子（ピアノ）
●ショパン：別れの曲／黒鍵のエチュード／バラード 第２番

［木］

●大梅慶子（ソプラノ）、安藤弘子（ピアノ）
●シューベルト：野ばら シューマン：献呈 ブラームス：５月の夜

［金］

●小玉裕美（ヴァイオリン）、五島史誉（ピアノ）
●クライスラー：中国の太鼓 マスネ：タイスの瞑想曲

［土］

●今泉藍子、西岡あさみ（ピアノ）
●ドビュッシー：小組曲より ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー

1
4

8
9

11
12

16
17
18
19
20
22

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1565

ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 23 番 Op.57「熱情」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1566

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1568

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1569

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1570

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1571

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1572

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1573

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1574

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1575

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1576

グラナドス：スペイン舞曲 第５番 アンダルーサ

カルテット〜美しきハーモニー〜

アンデスの青い空と大地

N 響チェリストによる癒しのひととき

他

詩人ショパンと魔術師リスト
リスト：リゴレット・パラフレーズ

他

５月に聴きたい歌曲〜ドイツの春〜
他

ザ・名曲クラシック
バルトーク：ラプソディー 第１番

ラヴェル：ツィガーヌ

ニューヨークとパリからの贈り物
他

サマータイム〜日本の夏、イタリアの心〜

［木］

［日］

●春日井リコーダーアンサンブル
●わらべうた：ほたるこい 大中寅二：椰子の実 山田耕筰：この道

［月］

他

母の日に寄せて６〜天翔る子守唄〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1577 さわやかな名曲たち〜５月の風に乗せて〜
●小笠原優子（ヴァイオリン）、古野綾（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に クライスラー：シンコペーション J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1578

他

心に響く、母と子の歌

［月］

28
29

他

スペインのギター音楽Ⅴ〜舞曲〜

イラディエール：ラ・パロマ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1567

他

第７回 輝く未来ジョイントコンサート

●Yumiko（ソプラノ）、秀平雄二（ピアノ）
●大中寅二：椰子の実 中田喜直：夏の思い出

25

40

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1564

●Trio KIR（トリオ・キール）
：奥村育子（ソプラノ）、葛島涼子（クラリネット）、佐々木杏子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に ショパン：ノクターン 第８番 Op.27-2 ラフマニノフ：ヴォカリーズ

ヘンデル：オンブラ・マイ・フ

トスティ：かわいい口もと

他

うたえリコーダー〜日本の歌〜
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1579 ロマンティック・ヴァイオリン〜ドイツ浪漫派の名曲をたずねて〜
●宮田英恵（ヴァイオリン）、小澤佳永（ピアノ）
●シューマン：３つのロマンス Op.94より ブラームス：スケルツォ（F.A.E.ソナタより） 他

他

2017 年

６月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

1

ショパンの軌跡を訪ねて

［木］

［金］

●セサル・マイグア（サンポーニャ＆ケーナ＆バンドリン）、ハイメ・グラマル（ケーナ＆サンポーニャ＆チャランゴ）
●大いなる河 サンファニートとファンタンゴのメドレー 花祭り コンドルは飛んで行く 他

［土］

●苅谷美幸（ヴァイオリン）、福本真琴（チェロ）、河田理奈（作曲・ピアノ）
●J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ J.S.バッハ（グノー 編）
：アヴェ・マリア ブラームス：ワルツ 第15番 Op.39-15

［水］

●メモワール：山野雅美（フルート）、石井美由紀（ピアノ）
●シューマン：3つのロマンス Op.94より フォーレ：夢のあとに プロコフィエフ：フルートソナタ ニ長調 Op.94より

［金］

：高橋由帆子（ヴァイオリン）
、高橋亮太郎（チェロ）、松本健郎（フルート）
●サロンコンサート Neue（ノイエ）
●ショパン：華麗なる大円舞曲 変ホ長調 Op.18 ブラームス：スケルツォ（F.A.E. ソナタより） 他

2
3
7
9

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1581

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1582

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1583

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1584

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1585

他

アンデスの旅人たち

光へ 〜心洗われる音楽の旅〜

他

色彩を感じる音楽

もっと身近に音楽史

他

淡川千絵、坂川映子（ピアノ）

想い出の音楽アルバム 〜雨の日を彩る名曲〜

［日］

：清水綾（ヴァイオリン）
、加藤菜月（フルート）、百瀬愛莉（ピアノ）
●Trio Luce（トリオルーチェ）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ ショパン：前奏曲 Op.28-15「雨だれ」 他

［月］

●トリオ・クロリ（Trio Coloris）
：牧野葵（ヴァイオリン）
、石本卓斗（チェロ）、舘美里（ピアノ）
「版画」より 雨の庭 ブラームス：ソナタ 第 1 番「雨の歌」 ピアソラ：
「ブエノスアイレスの四季」より
●ドビュッシー：

［木］

●ニュートンズ：中川香、松本一策（ヴァイオリン）、伊藤玉木（コントラバス）、北川美晃（ピアノ）
●アイルランド民謡：サリーガーデン ルーマニア民謡：ひばり ベートーヴェン：なくした小銭への怒り

［土］

●西村友里（ヴァイオリン）、小木曽衣純（ピアノ）
●成田為三：浜辺の歌 ショパン：前奏曲 Op.28-15「雨だれ」 ブラームス：ソナタ 第 1 番「雨の歌」 他

［月］

●成田七香（ソプラノ）
、波馬朝加（ヴァイオリン）、高田知子（ハープ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん
スメタナ：
「わが祖国」より

［水］

●苅谷なつみ（ヴァイオリン）、安藤千紗都（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 J.S. バッハ：G 線上のアリア ショパン：ノクターン Op.20 嬰ハ短調

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1591 名フィルオーボエ奏者 寺島陽介とハープ Vol.8
〜神秘的で幽玄な音楽の調べ〜
●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ イングランド民謡：グリーンスリーヴス シベリウス：トゥオネラの白鳥

［土］

●トリオソレイユ：岡林和香（クラリネット）、近藤幹夫（マリンバ）、西濱由有（ピアノ）
●リスト：愛の夢 マルティーニ：愛の喜び サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

［水］

●丸山晶子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に

［木］

●フルートカルテット Puzzle：妹尾寛子、山田舞子、岡根彩、浅井環（フルート）
●ムソルグスキー：
「展覧会の絵」より ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ ドビュッシー：
「小組曲」より 小舟にて 他

［金］

●田川えり、田中美沙季（ソプラノ）、宮西一弘（テノール）、大槻聡之介（バリトン）、南澤佳代子（ピアノ）
●大中寅二：椰子の実 越谷達之助：
「啄木に寄せて歌える」より 初恋 ふるさとの空
小林秀雄：落葉松

12
15
17
19
21
23
24
28
29
30
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1580

●小笠原歩里（ピアノ）
●ショパン：バラード 第 3 番 Op.47 ／エチュード Op.25-1「エオリアンハープ」／スケルツォ 第 2 番 Op.31

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1586

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1587

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1588

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1589

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1590

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1592

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1593

雨の庭 〜初夏に寄せて〜

ニュートンズ８ th ！ 〜そうだ、さんぽにいこう〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1595

他

心に残る雨のメロディヴァイオリンとピアノで聴くクラシックの名曲
ヨーロッパ名曲紀行

モルダウ

他

くちなしの香りとクラシック〜作曲家たちの愛のテーマ〜
他

他

ジプシー音楽と愛の旋律

ピアノで奏でる珠玉の歌曲 心に響く歌曲の名作と、ピアノ編曲版の魅力

シューベルト：
「冬の旅」より 菩提樹

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1594

他

シューマン：
「ミルテの花」より 献呈

他

音の美術館

ふるさとの空 〜日本の歌とオペラの世界〜

他

2017 年

７月

1

2 台ピアノの玉手箱

［土］

［水］

●酉音 -Torion：河井裕二（チェロ）、加藤奏山（尺八）、竹本知子（箏）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ 沢井忠夫：
「二つの変奏曲」より さくらさくら サン＝サーンス：白鳥

［土］

●天野あさ子（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ「悲愴」より

5

8
9

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1597

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1598

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1599

チャイコフスキー：組曲「くるみ割り人形」より

他

和洋管弦〜国境を越えた響き〜

ドビュッシー：月の光

ショパン：即興曲 Op.90-2

他

白南風（しらはえ）に揺れる優しい木陰

［日］

［月］

●つじ村ふみ惠（ソプラノ）、粟田藍（メゾソプラノ）、古田友哉（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より 花の二重唱
オッフェンバック：歌劇「ホフマン物語」より 舟歌

11
［火］

12
［水］

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1600

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1601

他

ヨーロッパの恵み 名曲フルコース

他

カルテットで聴く誰もが知っている名曲 〜オーストリア編〜

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川智子、原沙登子（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●J.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ ハイドン：弦楽四重奏曲「皇帝」より シュランメル：ウィーンはいつもウィーン

弦楽四重奏が奏でる 日本の情景 〜夏〜

●山田弦楽四重奏団：山田貴子、和田有里奈（ヴァイオリン）、西尾結花（ヴィオラ）、小野江良太（チェロ）
●山田耕筰：この道 日本の夏の歌メドレー 大中寅二：椰子の実
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1603

イタリアオペラとカンツォーネの世界

［火］

［木］

●浅野未希（ヴァイオリン）、縣友里恵（ピアノ）
●メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 Op.64 より 第 1 楽章

［金］

●神原綾（ソプラノ）、真紀（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より ある晴れた日に

［土］

●後藤祐里（ソプラノ）上木愛李（メゾソプラノ）、永坂夕貴（ピアノ）
●リスト：愛の夢 フォーレ：夢のあとで ショパン：別れの曲 團伊玖磨：ひぐらし

［月］

●住吉紗永子（ヴァイオリン）、粟屋京（ピアノ）
●ガーシュウィン：サマータイム 成田為三：浜辺の歌

21
22
24
25

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1604

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1605

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1606

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1607

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1608

他

名曲のランチ Box 〜音楽家のレシピ〜
ショパン：エチュード Op.10 第 4 番

他

名曲アワー 〜ソプラノとピアノが紡ぐ癒しのひととき〜
ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2

他

夏空に奏でる愛のうた
他

夏の輝きコンサート
ヴィエニャフスキー：華麗なるポロネーズ 第 1 番

他

チェロとピアノで贈る名曲集

［火］

●ニコラ・デルタイユ（チェロ）、霜浦陽子（ピアノ）
●フォーレ：シチリアーノ／夢のあとに J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 1 番より ラフマニノフ：ヴォカリーズ

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1609 1 台のピアノで贈るクラシック名曲ハイライト♪
●赤星里奈、原田実和子（ピアノ）
●ベートーヴェン：交響曲 第 5 番「運命」より ドビュッシー：
「小組曲」より 抜粋／亜麻色の髪の乙女

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1610 ザ・うたづくし！ 〜番外編！愛と喜びのマーチ〜
●浅野淑子（メゾソプラノ）、金田紗希里（ピアノ）
●ディ・カプア：オー・ソレ・ミオ デンツァ：フニクリ・フニクラ 越谷達之助：初恋 クルティス：勿忘草

26
27
29
31
［土］

［月］

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1602 ゆったり、まったりクラシックコンサートシリーズ Vol.5

●遠藤紫（ソプラノ）、笠木厚憲（テノール）、石川彩子（ピアノ）
●ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より 人知れぬ涙
プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 私が街を歩くと

20

他

ピアノ名曲アルバム

●トリオ・ローズ：長谷川眞弓（ソプラノ）、日比浩一（ヴァイオリン）、杉浦知美（ギター）
●ヘンデル：オンブラ・マイ・フ（優しい木陰よ） J.S. バッハ（グノー編）
：アヴェ・マリア 文部省唱歌：海

10

42

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1596

●金子香穂里、古沢郁枝（ピアノ）
●グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 より

他

他

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1611 宗次ホール × 大学提携プロジェクト

守山の丘から “極上の響き” を宗次ホールへ！！

●風岡詩織（ソプラノ）、吉田真優（フルート）、稲熊祥子、加藤絵里（ピアノ）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1612

世界の音楽に出会う旅

●ショパン：ノクターン Op.27−2 他

●デュオ・エクイノックス：アレクサンドル・ガラガノフ（ギター）、山口美夕鶴（ヴァイオリン）
●モーツァルト：トルコ行進曲 コシュキン：アッシャー・ワルツ タレガ：ムーア人の踊り 他

2017 年

８月

2

［金］

●藍川 理映子（ヴァイオリン）、戸谷 誠子（ピアノ）
●クライスラー：ベートーヴェンの主題によるロンディーノ R. シュトラウス：ヴァイオリンソナタ 変ホ長調より

［土］

●五十嵐舞、加藤 史（ソプラノ）、梅澤市樹（メゾソプラノ）、奥村桃代（ピアノ）
●成田為三：浜辺の歌 瀧 廉太郎：箱根八里
他

［水］

●長坂沙織（ヴァイオリン）、ベンヤミン・ヌス（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「懐かしい土地の思い出」より スケルツォ

［木］

●横山奈穂（ソプラノ）、重左恵里（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「トスカ」より 歌に生き、恋に生き

4
5

10
29
［火］

９月

1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1614

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1615

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1616

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1617

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1618

他

優雅な旋律に包まれて

他

天上の歌声 〜女声アンサンブルで贈る珠玉の名歌〜
真夏に聴く西洋の舞曲
メロディ 、ワルツ・スケルツォ Op.34

他

可憐なイタリア・ベルカント 〜歌に生き、恋に生き〜
ヴェルディ：歌劇「仮面舞踏会」より

何をお召しなのか

他

能管と薩摩琵琶の世界

〜心のひだにそっと触れる 和の心、和の響、和の楽器たち〜

●玉野宮夫（能管）、細川華鶴子（薩摩五弦琵琶） ●耳なし芳一、敦盛

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1619

バロックから印象派まで〜ヴァイオリンとピアノが奏でる名曲〜

［金］

●エリュー・フェン（ヴァイオリン）、西尾真実（ピアノ）
●ヴィターリ：シャコンヌ ト短調 サラサーテ：カルメン幻想曲 Op.25 ラヴェル：演奏会用狂詩曲「ツィガーヌ」 他

［月］

●林里紗（フルート）、廣瀬奏子（ハープ）
●イベール：間奏曲 岡野貞一：朧月夜 モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 より

［土］

●市川太一（テノール）、市原実小代（ピアノ）
●吉田千秋：琵琶湖周航の歌 瀧廉太郎：荒城の月

4
9

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1620

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1621

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1622

ハープとフルートで秋を想う

トスティ：理想の人

他

歌とヴァイオリンで綴る四季の便り

［月］

［土］

●岩崎花保（フルート）、前田祐里（ピアノ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ チャイコフスキー：感傷的なワルツ

19

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1623

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1624

他

太陽がいっぱい！〜テノールの歌声〜

●鷲山千香子（ソプラノ）、檜垣彩乃（ヴァイオリン）、中山みのり（ピアノ）
●小林秀雄：落葉松／すてきな春に ヴィヴァルディ：四季より 冬 第２楽章

16

山田耕筰：ペチカ

他

フルートとピアノで巡る秋の色彩
フォーレ：夢のあとに

結〜お日柄の佳き日に愛の名曲を〜

他

［火］

●飯島有希子（ソプラノ）、太田めぐみ（メゾソプラノ）、井浦貴子（ピアノ）
●グノー：アヴェ・マリア 岡野貞一：故郷 メンデルスゾーン：結婚行進曲 他

［水］

●馬場淳史（津軽三味線）、竹内洋司（尺八）
●津軽じょんから節 こきりこ節 赤とんぼ

［月］

●TrioKatze（トリオ・カッツェ）
：中村真帆（ヴァイオリン）
、関根のぞみ（チェロ）、犬塚沙希（ピアノ）
●アンダーソン：ワルツィング・キャット 日本の歌メドレー モーツァルト：ピアノ三重奏曲 K.564 より

［金］

●西村美紀、堀琴雅、横田愛、横田彩（フルート）
●パッヘルベル：カノン J.S. バッハ：G 線上のアリア

［土］

時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.19 四季を旅する日本のうた
〜優しい木の響きに包まれて〜
●平康悦子（ソプラノ）、伊藤彩恵（ピアノ）、神谷紘実（マリンバ）
●秋：赤とんぼ／七つの子 冬：冬景色／雪の降る町を 春：早春賦／荒城の月 夏：この道／夏の思い出 他

20
25
29
30

43

氷上の世界を 2 台ピアノと共に 〜フィギュアスケートの音楽〜

［水］

9

2017 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1613

●大守 真央、川合 好美（ピアノ）
●ショパン：革命のエチュード プッチーニ：
「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1625

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1626

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1627

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1628

初秋の風〜津軽と竹の響きにのせて〜
他

トリオで楽しむ音楽の対話

他

音のタイムマシーン〜ヨーロッパのバロック時代から近現代〜
J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ

他

2017 年

10月

2

枕草子＆平家物語 〜箏とフルートで綴る古典の語り〜

［月］

［火］

●岩崎愛子（マリンバ＆パーカッション）、水間ゆみ、加納三栄子（マリンバ）
●クライスラー：中国の太鼓 フォーレ：シシリエンヌ サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より 抜粋 他

［水］

●新井伸枝（ピアノ）
●ショパン：ノクターン 第 2 番 Op.9-2

［木］

●森理菜（ピアノ）
●シューマン（リスト 編）
：献呈

［土］

●櫻本明日実、尾崎加奈、波多野江莉（ユーフォニアム）
、亀山吉彦、谷口史洋、加藤日名子、吉沢香純、荒木衣里奈（テューバ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク レハール：メリー・ウィドウ・ワルツ J.S. バッハ：ファンタジア 他

［木］

●エリザベート・ブドロー（ソプラノ）、田中文恵（ヴィオラ）、吉野りん子（ピアノ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ アイルランド民謡：庭の千草 ショパン：ノクターン 第 20 番 遺作

［金］

●中島宏子（ピアノ）
●シューベルト：即興曲 Op.90-3 変ト長調

［土］

●家本くらら（ヴァイオリン）、白井千生（チェロ）、水野陽子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に、ピアノ三重奏曲 第 1 番 ニ短調より ヴィエニャフスキ：モスクワの思い出

［日］

●田中喜子、中嶋真利子（ソプラノ）、重左恵里（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より

3

4
5

7

12
13
14
15
17

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1630

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1631

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1632

煌（きら）めくマリンバトリオの世界へ

月の幻想（ファンタジー）〜中秋の名月に寄せて〜
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 14 番 Op.27-2「月光」より

ヨーロッパの想い出と共に

リスト：エステ荘の噴水

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1633

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1634

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1635

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1636

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1637

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1638

他

グリーグ：
「ペール・ギュント」第 1 組曲より

他

秋空に彩る温かなハーモニー 〜ユーフォニアム・テューバによる〜
陽気な小品、泣ける小品

他

シューベルトの歌心 ドビュッシーの響き
ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女／月の光

他

歌うピアノ三重奏 〜ロマンチックなひとときを〜

他

気軽にオペラ 〜名場面を少しずつ〜
花の二重唱

他

生粋のポーランド人によるショパンの風

［火］

●マレック・ブラハ（ピアノ）
●ショパン：2 つのポロネーズより 第 3 番「軍隊」、ポロネーズ 第 6 番「英雄」、幻想即興曲

［水］

●アレクサンドル・ガラガノフ（ギター）
●チャイコフスキー：
「四季」より 10月 秋の歌 コシュキン：アッシャー・ワルツ バラライカの演奏によるロシア民謡 他

［土］

●オカリナアンサンブル ジョイーレ
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク

［日］

●中川真耶加（ピアノ）
●ショパン：舟歌 嬰へ長調 Op.60、ワルツ 「小犬のワルツ」Op.64-1、スケルツォ 第 1 番 Op.20

［火］

：榎田奈純（ヴァイオリン）
、伊藤実彩（ピアノ）、氏川巳央（フルート）
●Trio Quins（トリオ・クインス）
●エルガー：愛の挨拶 チャイコフスキー：バレエ「眠れる森の美女」より ワルツ
ピアソラ：リベルタンゴ

18
21
29
31

44

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1629

●野村祐子（箏）、安田佐和子（フルート）、竹元真一郎（朗読）
●中田喜直：ちいさい秋みつけた 野村祐子：緑の小路 ［朗読］平家物語「敦盛最期（青葉の笛）
」 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1639

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1640

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1641

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1642

他

ロシア音楽の玉手箱！〜ロシア人ギタリストが奏でる珠玉のロシア音楽〜
オカリナコンサートで乾杯
J. シュトラウスⅠ：ラデツキー行進曲

他

ショパンで巡るロマンの風

他

クラシック音楽紀行

他

2017 年

11月

1

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1644 ザ・薩摩琵琶〜甦るいにしえのひとときを〜
●糸井藍水、林香水（薩摩琵琶）、祖父江弘明（尺八）、浅井照子（語り）
●「忠臣蔵」より討ち入り おとぎ琵琶舌きり雀 耳なし芳一 他

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1645 音楽に寄せて〜澄み渡る歌声〜
●錦織まりあ（メゾソプラノ）、浅野真帆（ピアノ）
●シューベルト：アヴェ・マリア／音楽に寄せて リスト：愛の夢 第３番 ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ

［月］

●TrioReson（トリオレゾン）
：中瀬梨予（ヴァイオリン）、妹尾寛子（フルート）、桐山尚子（ピアノ）
●ビゼー：
「カルメン」より ピアソラ：リベルタンゴ ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 他

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1647 森の時間〜北欧の伝承笛で綴る美しいメロディー〜
●hatao（アイリッシュフルート、柳の笛、北欧の笛、パイプ他）、nami（ハープ）
●スウェーデン伝承曲：クリスチャン・オスカーションのワルツ ポルスカメドレー 他

8

9

15
17
［金］

18
21
［土］

［火］

23

［木・祝］

25

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1648 郷愁を誘う懐かしのメロディ〜チェコの旅〜
●間脇佑華（ヴァイオリン）、木村郁（チェロ）、鈴木翔子（フルート）、池田真子（ピアノ）
●スメタナ：モルダウ ドヴォルザーク：
「新世界」より 家路 ／ユーモレスク 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1649 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.21 水と夜の世界
●伊藤舞子（ソプラノ）、上嶋友里奈（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光／星の夜 ドヴォルザーク：歌劇「ルサルカ」より 月に寄せる歌 リスト：エステ荘の噴水 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1650 ドラマチックな情景〜艶やかなサクソフォンの音色〜
●石川貴憲（サクソフォン）、江川智沙穂（ピアノ）
●シューマン：３つのロマンス／トロイメライ ビゼー：
「アルルの女」第２組曲より 間奏曲 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1651 メリー・ウィドウの世界〜高鳴る調べに〜
●村井都（ソプラノ）、井原義則（テノール）、金澤みなつ（ピアノ）
●山田耕筰：この道 レハール：
「メリー・ウィドウ」より ヴィリアの歌 ／ 高鳴る調べに
他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1652

オカリナで奏でる懐かしき調べ〜アメリカ編〜

［水］

●小山奏司（ピアノ）
●メンデルスゾーン：ロンド・カプリチオーソ

2

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1653

アンダーソン：プリンク・プランク・プルンク

メンデルスゾーン（リスト編）
：結婚行進曲と妖精の踊り

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1654 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.22 ぴあのカンタービレ

［土］

［日］

●金沢紫、清水綾（ヴァイオリン） 今川結（ヴィオラ） 石本卓斗（チェロ）
●アンダーソン：シンコペイテッド・クロック チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より

［金］

●山田陽子（ヴァイオリン） 小栗多香子（ピアノ）
●グラナドス：スペイン舞曲より アンダルーサ ファリャ：スペイン舞曲

8

9

13
［水］

14

他

メンデルスゾーンの旅路

●名倉明里、安田有沙（ピアノ）
●メンデルスゾーン：甘い思い出 ドビュッシー：喜びの島 モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク 他

3

他

踊る！世界の音楽！

［土］

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1655

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1656

聖なる夜にきらめくハーモニー 〜弦楽四重奏の響き〜
他

ラテンの国のクラシック音楽
ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1657 オール・ラフマニノフ名曲コンサート 〜２台ピアノの調べ〜

●小嶌 詩織 良盛礼（ピアノ）
●ラフマニノフ：前奏曲 嬰ハ短調「鐘」／ヴォカリーズ／ピアノ協奏曲 第 2 番 ハ短調より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1658

他

大人の素敵なクリスマス 〜心温まる弦楽の響き〜

●名古屋パストラーレ合奏団
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より

ホルスト：
「セント・ポール組曲」より

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1659 ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ Vol. ６

［木］

弦楽四重奏が奏でる 日本の情景〜冬〜
●ペチカ、たき火、雪
●山田弦楽四重奏団：山田貴子、和田有里奈（ヴァイオリン） 西尾結花（ヴィオラ） 小野江良太（チェロ）

［金］

●藤原旭佳、青山旭郁、小川旭由、久世旭如（筑前琵琶）
●松の廊下（四絃） 赤穂の早打 蕎麦屋の二階（討ち入り前夜） 義士の本懐（四絃） 他

［水］

●蒲加根美（ソプラノ） 丹羽幸子（メゾソプラノ） 青木園恵（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：
「こうもり」より シャンパンの歌 クリスマスキャロルメドレー シューベルト：アヴェ・マリア 他

［木］

●梅田智也（ピアノ）
●ショパン：スケルツォ 第 1 番 ロ短調 Op.20

15
20
45

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1646

●佐藤益子、松岡啓子、松本恵美子、水野一枝（オカリナ）
●ロブレス：コンドルは飛んでいく アメリカ民謡：ジェリコの戦い

29

12月

秋風感じる大人クラシック

［水］

13

2017 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1643

●岡林和歌（クラリネット）
、田中安梨、加藤由佳（ヴァイオリン）
、橋本 歩（ヴィオラ）
、小川真貴（チェロ）
、金沢昭奈（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：協奏曲集「秋」より モンティ：チャールダッシュ ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー 他

21

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1660

他

筑前琵琶演奏「忠臣蔵」

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1661

夢見る想いシリーズ vol.17

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1662

ロマンティック・ピアノ名曲集

〜二重唱・トシワスレ 2017 〜

ワーグナー／リスト：イゾルデの愛の死

他

2018 年

１月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

3

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1664 あなたへ贈る歌 〜名曲の福袋〜
●今尾奈々、林 美予子（ソプラノ）、片山博貴（テノール）、虫賀太一（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん
他

［金］

●五十嵐朝子、加川由梨（ヴァイオリン）、尾髙詩音里（ヴィオラ）、波多和馬（チェロ）
●J. シュトラウス II：春の声／美しく青きドナウ ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 乾杯の歌

［火］

●卯野杏実、酒井黎子（ピアノ）
●J.S. バッハ：主よ、人の望みの喜びよ

［木］

●西村洋美、波馬朝加（ヴァイオリン）、太田奈々子（ヴィオラ）、紫竹友梨（チェロ）
●ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番 ヘ長調「アメリカ」より モンティ：チャールダッシュ

［土］

●アガピエ・ドラゴス・クリスティアン（ピアノ）
●ラフマニノフ：前奏曲 Op.3-2「鐘」 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第８番「悲愴」より

［月］

●トリオ・デ・ブルジョン：山野雅美（フルート）、森 三千代（チェロ）、伊藤 兼治（ギター）
●ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 第 10 番 ファリャ：歌劇「はかなき人生」より スペイン舞曲 第１番

［金］

●中川 香、松本一策（ヴァイオリン）
、伊藤玉木（コントラバス）
、北川美晃（ピアノ）
、三祢沢 信（ドラム＆パーカッション）
●アイルランド民謡：スカボロフェア ドビュッシー：交響詩「海」より 外山雄三：ヴァイオリン協奏曲 より 抜粋 他

［土］

●福本真琴（チェロ）、福本真弓（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 クライスラー：愛の喜び／愛の悲しみ

［水］

●加藤千理（フルート）、天野あさ子（ピアノ）
●チャイコフスキー：組曲「くるみ割り人形」より

4

5
9

18
22
26
27
31

２月

1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1665

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1666

心躍るメロディー 〜弦楽四重奏で迎えるお正月〜

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」より

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1667 サラマンカ・レジデント・カルテットカルテット大解剖〜四つの楽器の魅力〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1668

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1669

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1670

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1671

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1672

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1673

愛を奏でる名曲
フォーレ：シシリエンヌ

他

フィギュアスケート銀盤に咲いた名曲
ドビュッシー：月の光

ラフマニノフ：前奏曲 Op.3-2「鐘」 他

タイプライター 〜楽しさいっぱいの音楽会〜

［火］

●飯田愛実（ピアノ）
●モーツァルト：キラキラ星変奏曲

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1675

フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調より

シューベルト：即興曲 Op.90-2

ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

［木］

［金］

●野口まつの（ヴァイオリン） 山地梨保（ハープ）
●イベール：間奏曲 マスネ：タイスの瞑想曲 モンティ：チャールダッシュ

［土］

14
［水］

15

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1676 津軽三味線 × 尺八 〜冬味わい春待ちわびて〜

●松浦絵里奈、牧野 葵（ヴァイオリン） 今川 結（ヴィオラ） 向井真帆（チェロ）
●モーツァルト：弦楽四重奏曲 第 14 番 K.387「春」より サティ：ジュ・トゥ・ヴー

10

他

時代を彩る作曲家達

●馬場淳史（津軽三味線） 竹内洋司（尺八）
●津軽じょんがら節 こきりこ節 ふるさと

9

他

ドラマティック・メロディー

［水］

8

他

船出だ！ニュートンズ９th!

［土］

6

他

情熱の三重奏で聴く名曲の数々

●尾髙詩音里（ヴァイオリン） 斎藤もも（ピアノ）
●ショパン（サラサーテ 編）
：ノクターン 第２番 Op.9-2

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1674

他

ロマンティック・コンサート

［木］

3

他

ピアノ × ピアノ 〜色とりどりの名曲たちを〜

●山部里恵（ヴァイオリン） 鈴木豊大（パーカッション） 植村理穂（ピアノ）
●アンダーソン：タイプライター リスト：ラ・カンパネラ、愛の夢 ピアソラ：リベルタンゴ

7

46

津軽三味線伝統の魅力 2018

［水］

20

2018 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1663

●稲垣淳也、佐久間翔太（津軽三味線）
●六段 津軽じょんがら節掛け合い 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1677

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1678

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1679

他

愛の旋律に寄せて 〜いろいろな愛の形〜

他

音の情景 語りの調べ「恋文」
リスト：愛の夢 第 3 番

他

恋の歌

●大場奈月（クラリネット） 片田景子（サクソフォン） 金澤みなつ（ピアノ）
●メンデルスゾーン：２本のクラリネットのための演奏会用小品 第２番、歌の翼に
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1681

他

ヴァイオリンとハープで紡ぐ音の lace（レース）

●佐藤美和（ピアノ） 野田育子（語り）
●ベートーヴェン：エリーゼのために シューマン（リスト 編）
：献呈
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1680

クライスラー：愛の喜び

クライスラー：愛の喜び

他

クラボでコラボ 〜2 台チェンバロの音遊び〜

［木］

●イザベル・カラード、小原道雄（チェンバロ）
●J.S.バッハ：G線上のアリア ルイ・クロード・ダカン：かっこう ガスパール・ル・ルー：２台チェンバロのためのジーグ 他

［土］

●岩崎花保（フルート） 大澤愛衣子（ヴァイオリン） 三谷野絵（チェロ） 河田理奈（ピアノ・作曲）
●メンデルスゾーン：春の歌 ウェーバー：舞踏への勧誘 ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 他

17

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1682

早春のスケッチ

2018 年

２月

22
［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1683 氷上の名曲クラシック 〜スケーターを支えた極上の音楽〜
：苅谷 なつみ（ヴァイオリン） 安藤千紗都（ピアノ）
●Duo Aile（デュオエール）
●ラヴェル：ボレロ モンティ：チャールダッシュ プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ

［金］

●西山健一（チェロ） 西山真二（コントラバス） 池田卓夫（解説） SHISKA（作曲家）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア、無伴奏チェロ組曲 第１番より サン＝サーンス：白鳥 他

［土］

●古賀智子（ヴァイオリン） 杉山亜由美（ピアノ）
●クライスラー：プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ

［月］

：野村知子、兼重優子（ピアノ）
●Lilas（リラ）
●ミヨー：スカラムーシュ Op.165b より チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より

［火］

●七條めぐみ（お話） 神谷舞（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第８番「悲愴」より

［水］

●斉藤麻記（ソプラノ） 重佐竜二（ピアノ）
●中田章：早春賦 中田喜直：雪の降る町を プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より

23
24
26
27
28

2018 年

３月

5

［月］

10
［土］

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1685

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1686

N 響メンバーの双子 Duo が奏でる低音の魅力
春を待つ心躍るクラシック 〜音楽で旅するヨーロッパ〜
ストラヴィンスキー：イタリア組曲より

他

至極のピアノデュオ 〜春の香りに誘われて〜
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1687 ピアノとお話でたどるクラシックの名曲 vol.1 ベートーヴェンとブラームス

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1688

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1689

ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番

他

歌の世界へ 〜日本の歌からオペラまで〜
ある晴れた日

他

名曲で巡るヨーロッパの旅

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川智子、原紗登子（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●J. シュトラウスⅡ：春の声 ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番 へ長調「アメリカ」より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1690

歌うパーカッション！

●末武可奈子、深堀賢太朗、前田秀明（マリンバ＆打楽器）、加藤麻里（ピアノ）
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1691

春のひだまりコンサート

［日］

●畑中紫甫（ソプラノ）、成田有紀乃（ピアノ）
●中田喜直：さくら横ちょう ドヴォルザーク：
「ルサルカ」より 月に寄せる歌

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1692 名フィルオーボエ奏者寺島陽介とハープvol.９〜穏やかで荘厳な美しい哀歌の響き〜
●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア フォーレ：シチリアーナ プーランク：オーボエソナタより 他

［火］

●坂上諒（チェロ）、新野智子（フルート）、森井綾子（ピアノ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ シューベルト（ベーム編）
：歌曲集「冬の旅」より 菩提樹

［木］

●土師さおり（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光／水の反映

［火］

●木田陽子（ピアノ）
●J.S. バッハ：平均律クラヴィーア曲集 第１巻より 前奏曲 ハ長調

［木］

アンデスの旅人たち〜南米アンデス民族音楽〜
●セサル・マイグア（サンポーニャ、ケーナ、バンドリン）、ハイメ・グラマル（ケーナ、サンポーニャ、チャランゴ）
●コンドルは飛んでいく 人生の三つ編み 他

［日］

●安達朋博（ピアノ）
●リスト：愛の夢 第３番

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1698 ザ・うたづくし！〜舞踏会へ行こうよ！！〜
●伊藤恵倫、松林宏子（ソプラノ）
、淺野淑子（メゾソプラノ）
、黒野啓介（テノール）
、森翔吾（バリトン）
、武田恵美（ピアノ）
●レハール：喜歌劇「こうもり」より 行こうよ舞踏会へ
ヴェルディ：
「椿姫」より 乾杯の歌
他

［火］

●佐藤千春、星野奈菜美、横田愛、横田彩（フルート）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 春
日本の唱歌メドレー〜春〜

［水］

●浅井寛子、十川安里（ピアノ）
●アイルランド民謡：ロンドンデリー

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1701 想い出クラシックシリーズなごり雪〜春の別れと旅立ちの詩〜
●五十嵐朝子、加川由梨（ヴァイオリン）、尾高詩音里（ヴィオラ）、加藤志麻（チェロ）おおはたれいこ（朗読）
●中田章：早春賦 ヴィヴァルディ：
「四季」より 春
他 ★フォークソングの名曲「なごり雪」にまつわる思い出の公募作文を朗読

12
13
15
20
22
25
26
27
28
30
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1684

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1693

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1694

チェロとフルートで奏でる歌の世界
フォーレ：エレジー

他

ピアノでおしゃれにパリ気分！

ラヴェル：
「クープランの墓」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1695

他

他

ヨーロッパからアメリカへ〜ピアノの旅〜
ガーシュウィン：３つのプレリュード

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1696

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1697

世界一切ないエリーゼのために

ショパン：英雄ポロネーズ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1699

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1700

ベートーヴェン：エリーゼのために

他

フルートで語る春

スメタナ：モルダウ

他

音つむぎ〜ピアノの旅路〜
三善晃：２台のピアノのための組曲「唱歌の四季」より 朧月夜

他

2018 年

４月

5

古今東西 名曲・珍曲！？

［木］

［日］

●安田祥子（ヴァイオリン） 金澤みなつ（ピアノ）
●ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第５番 へ長調 Op.24「春」より

8
9

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1704

能管と薩摩琵琶の世界

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1705

心踊る春色のメロディ

マスネ：タイスの瞑想曲

他

〜心のひだにそっと触れる和の心 和の響、和の楽器たち！〜
●玉野宮夫（能管） 細川華鶴子（薩摩五弦琵琶） ●杜子春 大原御幸 他

［水］

●荒巻理恵（ヴァイオリン） 國枝由莉（ピアノ ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 春 ドビュッシー：アラベスク 第 1 番

12

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1703 知っていたらクラシック通！ 納得の名曲と隠れた名曲

［月］

11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1706

クライスラー：愛の悲しみ

他

連弾で贈る舞曲の調べ

［木］

●霜浦陽子、向田成人（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲より

［金］

●山田知加（ソプラノ） 林 里紗（フルート） 蒔田裕也（ピアノ ）
●ティリンデッリ：おお、春よ！ プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より

［土］

●青嶋祥代（ヴァイオリン） 田舎片麻未（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 春 バルトーク：ルーマニア民族舞曲 ヴィエニャフスキ：華麗なるポロネーズ 第1番 他

［月］

●小玉裕美（ヴァイオリン） 五島史誉（ピアノ ）
●パガニーニ（アウアー編）
：カプリース 第24番 サン＝サーンス：ハバネラ サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他

［火］

●山野雅美（フルート） 石井美由紀（ピアノ）
●モーツァルト：フルートとハープの為の協奏曲より

［水］

●加藤志麻（チェロ） 小鷹礼子（ピアノ ）
●フォーレ：夢のあとに ピアソラ：リベルタンゴ

［木］

●千田岩城（マリンバ ）
●ドビュッシー ：月の光 ピアソラ：ブエノスアイレスの夏

13
14
16
17
18
19
21

ショパン：ノクターン 第 21 番 遺作

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1707

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1708

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1709

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1710

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1711

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1712

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1713

ピアソラ：リベルタンゴ

他

春のそよ風に誘われて

私のお父さん

春の童謡メドレー 他

春、絢爛 〜心踊る音の花束〜
ヴィルトゥオーゾピースで楽しむひととき
春に聴きたいフルートの名曲
サン＝サーンス：オデレット Op.162

他

春の夢物語
カサド：親愛なる言葉

黛 敏郎：文楽

他

春に感じる木のぬくもり
J.S. バッハ：トッカータとフーガ ニ短調

他

花の季節に奏でる姉妹のコンサート

［土］

●柴田 奏（ヴァイオリン） 柴田花音（チェロ） 鳥羽亜矢子（ピアノ）
●モリコーネ：
「ニュー・シネマ・パラダイス」より サン＝サーンス：白鳥

モンティ：チャールダッシュ

他

［日］

ピアノトリオの魅力 〜春に聴きたい名曲を集めて〜
●波馬朝光（ヴァイオリン） 川村なつみ（チェロ） 西岡雄太（ピアノ ）
●ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第 5 番「春」より ブラームス：ピアノ三重奏曲 第 1 番 Op.8

他

［月］

●グルーポサヤアンデス：稻垣富美、鳥羽省吾（サンポーニャ） 河合智久（チャランゴ） 鈴木友春（ギター） 千葉澄美江（ケーナ）
●コンドルは飛んで行く 花祭り かっこいい 他

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1716 弦楽四重奏が奏でる 日本の情景〜春〜
●山田弦楽四重奏団：山田貴子、和田有里奈（ヴァイオリン） 西尾結花（ヴィオラ） 小野江良太（チェロ）
●日本の春メドレー 中田 章：早春賦 岡野貞一：春が来た 文部省唱歌：春の小川 他

22
23

26
29

［日・祝］

30

［月・祝］
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1702

●Trio アラベスク：水野裕子（ヴァイオリン） 船渡美歩（クラリネット） 安藤悦子（ピアノ ）
●スメタナ：連作交響詩「わが祖国」より モルダウ
ビゼー：カルメンより ピアソラ：ブエノスアイレスの春

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1714

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1715

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1717

遙かなるアンデスを想う

天上の歌声 〜女声アンサンブルで贈る珠玉の名歌〜

●五十嵐 舞、加藤 史（ソプラノ） 梅澤市樹（メゾソプラノ） 奧村桃代（ピアノ）
●デンツァ：フニクリ・フニクラ ロシア民謡：赤いサラファン カッチーニ：アヴェ・マリア
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1718

他

春の風が吹いていたら

●廣瀬奏子（ハープ） 林 里紗（フルート）
●J. シュトラウスⅡ：春の声 グリーグ：
「ペール・ギュント」より 朝

ラヴェル : 亡き王女のためのパヴァーヌ

他

2018 年

５月

3

［木・祝］

［金・祝］

●アレックス（マンドリン）、植村理穂（ピアノ）
●帰れソレントへ 誰も寝てはならぬ ロミオとジュリエット

4

6

美しいマンドリンの音色が語るイタリア名曲集

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1720

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1721

［日］

●大嶋 芳（ギター）
●ナルバエス：
「牛を見張れ」による変奏

［月］

●やまばた まい（ハープ）
●ドビュッシー ：アラベスク 第 1 番

7
10

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1722

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1723

他

スペインのギター音楽Ⅵ 〜変奏曲〜
ソル：モーツァルトの主題による変奏曲

タレガ：グラン・ホタ

他

癒しの世界旅行 〜ハープの音色とともに〜
J.S. バッハ ：プレリュード

サリーガーデン

他

平家物語への誘（いざな）い〜寂光院の祈りへ 平家怨霊の世界から〜

［木］

●久世旭如、小川旭由（筑前琵琶）、祖父江弘明（尺八）、桂元枝（司会）
●俊寛慟哭、寂光院、耳なし芳一

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1724 チェロ＆ピアノ 響き合うエレガンスタイム
●Duo Amuse：細谷公三香（チェロ）、河本理沙（ピアノ）
●ラフマニノフ：チェロソナタ 第３楽章 グラナドス：アンダルーサ ピアソラ：ル・グラン・タンゴ

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1725 新緑の憩い 〜三重奏の調べ〜
：牧野 葵（ヴァイオリン）
、石本卓斗（チェロ）、舘 美里（ピアノ ）
●Trio Coloris（トリオ・クロリ）
●ヘンデル：
「水上の音楽」より アラ・ホーン・パイプ
クライスラー：美しきロスマリン 他

［日］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1726 こころの琴線 〜母の日に寄せて７〜
●上井雅子（ソプラノ）、加藤久美子（ピアノ）、神谷知佐子（ハープ）
●山田耕筰：この道 弘田龍太郎：浜千鳥 岡山県民謡：中国地方の子守歌 J.S. バッハ（グノー 編）
：アヴェ・マリア 他

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1727 カルテットで巡る春 〜花〜
●西尾結花、青 錦（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●メンデルスゾーン：春の歌 ランゲ：花の歌 J. シュトラウスⅡ：春の声 瀧廉太郎：花

［金］

●藤田真有（ソプラノ）、南部由貴（ピアノ）
●シューベルト：音楽に寄せて、糸を紡ぐグレートヒェン

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1729 幻想名曲集 〜愛の旅〜
●寺根佳那（ピアノ ）
●リスト：3 つの夜想曲 第 3 番「おぉ、愛しうる限り愛せ」 ラフマニノフ：幻想小曲集 Op.3-1 エレジー

［日］

●春日井リコーダーアンサンブル
●海沼 実：里の秋 京都地方民謡：竹田の子守唄

［火］

●加藤由佳、亀谷希恵、田中安梨、波馬朝加（ヴァイオリン）
●チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ パッヘルベル：カノン

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1732 美しき白鳥の歌 〜ドイツリート名曲集〜
●大久保 亮（テノール）、安藤 千紗都（ピアノ）
●シューベルト：
「白鳥の歌」より ベートーヴェン：アデライーデ マーラー：
「さすらう若人の歌」より

11
12
13
16
18
19
20
22

24
25

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1728

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1730

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1731

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1733

他

他

素晴らしきドイツ歌曲の世界
ヴォルフ：春だ

他

他

懐かしい日本のうた リコーダーで歌う心のメロディー
文部省唱歌：春の小川

團 伊玖磨：花の街

他

音で感じる初夏の香り ４台のヴァイオリンの響き
ピアソラ：リベルタンゴ

他

他

大作曲家たちの競演！

［金］

●フルートカルテット Puzzle：妹尾寛子、岡根 彩、浅井 環、山田舞子（フルート） 近藤杏美（ピアノ ）
●J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲 ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 Op.72-2 他

［土］

●住吉紗永子（ヴァイオリン）、粟屋 京（ピアノ）
●バルトーク：ルーマニア民族舞曲 ヴュータン：アメリカの思い出

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1735 クラシックビュッフェ 〜サクソフォンを味わう 美味しいひととき〜
●石川貴憲、水野雄太（サクソフォン）、原田実和子（ピアノ ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 他

［木］

●大熊 径（ソプラノ）、小坂井聖仁（ヴァイオリン）、尾関友徳（ピアノ）
●クライスラー：愛の悲しみ リスト：愛の夢 プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より ある晴れた日に

26
30
31
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クラリネットとダンス

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1719

●Clarinet Ensemble みたらしだんご：水野沙織、松本有可、平野 藍、船渡美歩、坂田光子（クラリネット）
●レハール（鈴木英史 編）
：喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」より 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1734

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1736

音楽で巡る世界の旅
モンティ：チャールダッシュ

他

愛の白昼夢

他

2018 年

６月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

5

［水］

●堀田祐司（チェロ） 西 能希（ピアノ ）
●シューマン：トロイメライ J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 1 番より プロコフィエフ：戦争ソナタ 第 7 番より 他

［日］

●トリオソレイユ：岡林和歌（クラリネット） 近藤幹夫（マリンバ） 西濱由有（ピアノ）
●クライスラー：愛の喜び／愛の悲しみ ピアソラ：アディオス・ノニーノ メンデルスゾーン（リスト編）
：歌の翼に 他

［木］

●横田 愛、西村美紀、横田 彩、堀 琴雅（フルート）
●モーツァルト ：歌劇「フィガロの結婚」より 序曲

［土］

●加藤麻里（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 17 番「テンペスト」 ショパン：別れの曲／幻想即興曲／英雄ポロネーズ

［月］

●いちごに：佐藤恵梨奈（ヴァイオリン） 惠村友美子（ピアノ ）
●エルガー：朝の歌 ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番 ドヴォルザーク：ユーモレスク

［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1743 情熱のメロディー 〜異国のムードに乗せて〜
：水野沙織（クラリネット） 村越久美子（ヴァイオリン） 小林玉実（チェロ） 山本多恵佳（ピアノ）
●Mimosa（ミモザ）
●ファリャ：恋は魔術師より ピアソラ：
「ブエノスアイレスの四季」より ビゼー（シチェドリン 編）
：カルメンファンタジー 他

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1744 重厚なハーモニーの調べ〜チューぼ〜ん！〜
●太田尚美、松田桂子（トロンボーン） 荒木衣里奈、吉沢香純（チューバ）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ

6

10
14
16
19
20
21

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1739

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1740

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1741

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1742

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1745

感動を呼ぶチェロとピアノ
愛の喜び 愛の悲しみ

6 月の風 〜初夏の風にのせて〜
加藤大輝：6 月の風

J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ

他

エレガントピアノ名曲集
他

そうだ！ヨーロッパへ行こう！
他

他

ピアノで愛を歌う

［木］

［土］

●Trio Luce（トリオルーチェ）
：加藤菜月（フルート） 清水 綾（ヴァイオリン） 百瀬 愛莉（ピアノ）
●ドビュッシー：月の光／雨の庭 フォーレ：パヴァーヌ モーツァルト ：キラキラ星変奏曲 他

［月］

：髙山智津子（ソプラノ） 松本健郎（フルート） 坂川映子、長谷川美玲、守瀬京子（ピアノ ）
●サロンコンサート Neue（ノイエ）
●ドビュッシー：シリンクス モーツァルト：歌劇「ドン・ジョバンニ」より ぶってよマゼット
他

［火］

●つじ村ふみ恵（ソプラノ） 粟田 藍（メゾソプラノ） 古田友哉（ピアノ）
●オッフェンバック：歌劇「ホフマン物語」より 舟歌
ふるさとの四季メドレー

［木］

：神谷麻衣（ソプラノ） 高橋由帆子（ヴァイオリン） 高橋亮太郎（チェロ）
●サロンコンサート Neue（ノイエ）
●ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第 7 番「春」より ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 瀧 廉太郎：花

［土］

●村井 都（ソプラノ） 遠山貴之（テノール） 松下伸也（バリトン） 金澤みなつ（ピアノ）
●成田為三：浜辺の歌 越谷達之助：初恋 カールマン：喜歌劇「チャールダッシュの女王」より

25
26
28
30
1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1746

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1747

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1748

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1749

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1750

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1751

シューマン（リスト 編）
：献呈

リスト：愛の夢 第 3 番

他

雨にきらめくメロディー
お札（さつ）になった音楽家
ヨーロッパの輝き

切手になった音楽家

他

淡川千絵、永坂夕貴（ピアノ ）
他

チャールダッシュの女王の世界
他

箏 × ピアノ 〜和と洋が奏でる響き〜

［日］

●鶴見真弓（箏）、安田有沙（ピアノ ）
●宮城道雄／斎宮八千代 編：春の海 リスト：愛の夢

［水］

●小松 大（フィドル、ヴィオラ）、山本哲也（ギター）
●エレノア・プランケット 夏の名残のバラ ダニー・ボーイ

［土］

●Flying Doctor：石田千尋、岩田祐衣子、宇野伊世（鍵盤ハーモニカ、ヴァイオリン 他）、浅井ゆかり（サクソフォン）
●チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より スメタナ：
「我が祖国」より モルダウ
他

［日］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1754 夏館へようこそ 〜王道クラシックのおもてなし〜
●金沢 紫、今枝知世（ヴァイオリン）、山木田真紀（ピアノ）
●サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン マスネ：タイスの瞑想曲 ドヴォルザーク：ユーモレスク 他

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1755 日本のアルバム 〜瀧廉太郎・山田耕筰〜
舘美里（ピアノ ）
●魁−sakigake −：内田恵美子（ソプラノ ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）、安田健（バスバリトン）
●瀧廉太郎：荒城の月、納涼 山田耕筰：この道、からたちの花 他

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1756 ゆったりまったりシリーズ Vol.8 涙が出るほど美しいメロディとお話
●レーヴ・パピヨン：渡辺優貴（ヴァイオリン）、田中佑美（オーボエ） おおはたれいこ（朗読）
●プッチーニ：私のお父さん クライスラー：愛の悲しみ 朗読：
「5分で涙があふれて止まらないお話（志賀内泰弘 著）より 他

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1757 ブラボー！日本の四季 〜ポーランド人フルート奏者より真心こめて〜
●デュオ・鳥：アリツィア・モリトリス（フルート）、吉野りん子（ピアノ）
●中田喜直：夏の思い出 成田為三：浜辺の歌 夏の歌メドレー（みかんの花咲く丘〜夏は来ぬ〜たなばたさま〜海） 他

4
7

8

11
12
50

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1738

他

●上野優子（ピアノ）
●ショパン：ノクターン 第 8 番 変ニ長調 Op.27-2

23

７月

“二胡” 夏の思い出 心に響くなつかしの歌

［火］

18

2018 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1737

●大畑正幸（二胡） 高橋彩華（ギター）
●黄海懐：賽馬 中田喜直：夏の思い出 ロシア民謡：ともしび

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1752

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1753

パッヘルベル／斎宮八千代 編：カノン

他

アイルランドの香り 〜光と影の旋律〜
他

4 人で奏でる小さなオーケストラ

2018 年

７月

14
［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1759 アツい夏にはアツいオペラ！〜オペラファンのあなたとオペラは初めてのあなたへ〜
●Hana&Carlos：カルロス・カルドーゾ（テノール）、杉浦葉奈（ソプラノ ） 加藤藍子（ピアノ）
●ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より 女心の歌 プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より わたしのお父さん 他

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1760 節目だよ！ 10 回出演 ニュートンズ！ 北川美晃（ピアノ ）
●ニュートンズ：中川 香、松本一策（ヴァイオリン）、伊藤玉木（コントラバス）、三袮沢 信（ドラム＆パーカッション）
●ラフマニノフメドレー ラフマニノフに恋して
ピアソラ：天使のミロンガ アルプス一万尺変奏曲 他

［土］

●中嶋真利子、田中喜子（ソプラノ）、百瀬愛莉（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 私の名はミミ
團伊玖磨：
「夕鶴」より さようなら

［月］

●遠藤 紫（ソプラノ ）、笠木厚憲（テノール）
、石川彩子（ピアノ ）
●ドニゼッティ：真夜中に ドビュッシー：星の夜、月の光 ゴダール：歌劇「ジョスラン」より 子守唄

［水］

●カルロス・フィーレンス（ギター）
●カステルヌオーヴォ＝テデスコ：ギターソナタ「ボッケリーニへのオマージュ」Op.77 パガニーニ：24の奇想曲より 他

［土］

●浅野未希（ヴァイオリン）、縣 友里恵（ピアノ）
●モーツァルト ：トルコ行進曲 モンティ：チャールダッシュ

［火］

●苅谷なつみ（ヴァイオリン）、小鷹礼子（ピアノ ）、加藤志麻（チェロ）
●J.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ クライスラー：美しきロスマリン ベートーヴェン：ピアノトリオ「大公」より 他

17
20
23
25
28
31

８月

３

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1761

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1762

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1763

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1764

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1765

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1766

他

気軽にオペラ

他

月と星と夜によせる歌

他

イタリアン・ロマンチック・ギター
名曲のランチ Box 〜絶品 幕の内！〜

ショパン：エチュード「革命」 他

欧州からの爽やかな贈物

ショパンの心の軌跡を辿って

［金］

●川合好美（ピアノ）
●ショパン：エチュード Op.10-12「革命」／ Op.10-3「別れの曲」／ 24 の前奏曲 Op.28 第 15 番「雨だれ」 他

［水］

●メモワール：山野雅美（フルート） 石井美由紀（ピアノ ）
●ドビュッシー ：牧神の午後への前奏曲 フォーレ：シチリアーノ

８

11

［土・祝］

16

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1767

真夏のお昼を愉しむフルートの名曲
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1768 時代を紡ぐメロディー 〜マリンバの響きに乗せて〜
●末武可奈子、深堀賢太朗、野村茉由莉、前田秀明（打楽器・マリンバ）
●J.S. バッハ：カンタータ「目覚めよと呼ぶ声あり」より ラヴェル：マ・メール・ロワより 他

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1769 可憐なイタリア・ベルカント 〜歌に生き、恋に生き〜
●横山奈穂（ソプラノ ） 重左恵里（ピアノ）
●ドナウディ：歌曲「ああ、愛する人の」 モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より あの人でなしは私を欺き

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1770 響き合う木のぬくもり 〜６人 12 手のマリンバワールド〜
●マリンバアンサンブルグループmoko（モコ）
●マスカーニ：
「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲 J. シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ 他

［月］

●波馬朝光（ヴァイオリン） 卯野杏実（ピアノ ）
●山田耕筰：からたちの花 大中寅二：椰子の実 成田為三：浜辺の歌

［水］

●中村サラ（ソプラノ ） 生田直基（ギター）
●成田為三：浜辺の歌 越谷達之助：初恋 ルビーラ：禁じられた遊び

［土］

●斎藤もも（ピアノ）
●J.S. バッハ：パルティータ 第 6 番 BWV830 より トッカータ

18
20
22
25
26

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1771

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1772

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1773

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1774

他

オール・日本のうた！ 〜愛され続ける名曲たち〜
いずみたく：見上げてごらん夜の星を

他

美しい日本の歌とギターの名曲
アルベニス：カタルーニャ

他

ノスタルジック・ピアノソロ名曲集
ラヴェル：水の戯れ

他

太陽がいっぱい！ 〜テノールの歌声〜

［日］

●市川太一（テノール） 市原実小代（ピアノ ）
●レオンカヴァッロ：マッティナータ ララ：グラナダ

［火］

●太田糸音（ピアノ）
●ショパン：ワルツ 第1番 「華麗なる大円舞曲」 Op.18 シューマン：
「子供の情景」より

［水］

●久保山菜摘（ピアノ ）
●ショパン：小犬のワルツ Op.64-1、マズルカ Op.59 より、バラード 第 1 番 Op.23、ソナタ 第 3 番 Op.58 より 他

［木］

●宇佐見朋子（ソプラノ） 池田真己（バリトン） 福本真弓、安藤弘子（ピアノ）
●アルディーティ：口づけ クルティス：帰れソレントへ カルディッロ：カタリ・カタリ

［金］

●堀江綾乃、五十君綾子（ソプラノ） 秀平雄二（ピアノ ）
●ドヴォルザーク：歌劇「ルサルカ」より 月に寄せる歌
メンデルスゾーン：秋の歌

28
29
30
51

日本の心を唄う

［土］

21

2018 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1758

●福嶋 勲（バリトン）、武田優美（ピアノ ）
●瀧廉太郎：花 大中寅二：椰子の実 中田喜直：サルビア

31

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1775

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1776

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1777

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1778

カプア：オー・ソレ・ミオ

他

ロマン派の名曲、愛の世界

トロイメライ Op.15-7

ショパン名曲アルバム

真夏のイタリアカンツォーネ 〜口づけをあなたに〜
他

秋空を呼ぶさわやかなハーモニー
歌の翼に

他

他

2018 年

９月

1

［土］

：岸本かず子、片岡佐智子、林 優子、山田充栄（オカリナ）
、鈴木恵理子（ピアノ）
●オカリナカルテット GIOIRE（ジョイーレ）
●アメリカ民謡：峠の我が家 ヘンデル：私を泣かせてください 本居長世：七つの子 海沼實：里の秋 他

［火］

●平山晶子、金田紗希里（ピアノ）
●ベートーヴェン：交響曲 第７番より ブラームス：ハンガリー舞曲より モーツァルト：２台ピアノのためのソナタより 他

［水］

●馬場淳史（津軽三味線）、牧 哲也（ピアノ）
●ちいさい秋見つけた 津軽じょんから節 リベルタンゴ

8

11
13
［木］

17

［月・祝］

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1780

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1781

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1782

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1783

他

オカリナが運ぶ秋の風

２人でオッケー！熱響の２台ピアノ！
津軽三味線の響き〜涼秋の風〜
他

幻想と紡ぐロマンスの旅

●上木愛李（メゾソプラノ）、永坂夕貴（ピアノ）
●團伊玖磨：藤の花 シューベルト：糸を紡ぐグレートヒェン
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1784

ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

ショパン：幻想即興曲 Op.66

他

星降る名曲の泉

●服部康子（ヴァイオリン）、丹羽悦子（ピアノ）、服部秀文（解説）
●J.S. バッハ：主よ、人の望みの喜びよ シューベルト：アヴェ・マリア ショパン：ノクターン 第 20 番 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1785

心地よい秋風にのせて〜クラシックの名曲を！〜

［火］

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1786 イタリア・バロックの響き〜イタリア歌曲集の名曲たち〜
：小野綾子（ソプラノ）
、桐畑奈央（リコーダー）、上羽剛史（チェンバロ）
●ilMerlo（イル メールロ）
●モンテヴェルディ：主をたたえよ カッチーニ：アマリッリ麗し／甘いため息 スカルラッティ：すみれ 他

［土］

●石原夕香子（ソプラノ）、中山みのり（ピアノ）
●シューマン：献呈 高田三郎：くちなし ショパン：バラード 第１番 ト短調 Op.23

［火］

●谷口琴音、森下 泉（ソプラノ）、中川佳美（ピアノ）
●小林秀雄：落葉松 海沼實：里の秋 フンパーディンク：歌劇「ヘンゼルとグレーテル」メドレー

22
25
27

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1787

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1788

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1789

梁祝

秋の歌メドレー

他

愛の花束をあなたに

他

四季の玉手箱
他

バロック・サックス

［木］

●水野雄太（サクソフォン）、秀平雄二（ピアノ）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ

［金］

●鈴木美郷（ソプラノ）、黒田祐貴（バリトン）、山中麻鈴（ピアノ）
●ビゼー：歌劇「カルメン」より 闘牛士の歌
レハール：喜歌劇「メリーウィドウ」より 唇は語らずとも

［土］

夏惜しむメロディー〜気楽にクラシック〜
●松浦絵里奈（ヴァイオリン）、森岡日向野（フルート）、高橋果歩（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 秋
ガーシュウィン：サマータイム ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

28
29
１

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1790

マルチェロ：オーボエ協奏曲

他

歌の世界旅行
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1791

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1792

他

ふるさとの秋に思いをはせて

［月］

●遠藤益子（ソプラノ）、髙木美来（ピアノ ）
●瀧 廉太郎：荒城の月 山田耕筰：赤とんぼ、からたちの花

［火］

●大畑正幸（ギター）
●スペイン民謡：禁じられた遊び

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1794 ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ Vol.9 弦楽四重奏が奏でる 日本の情景〜秋〜
●山田弦楽四重奏団：山田貴子、和田有里奈（ヴァイオリン ）、西尾結花（ヴィオラ）、小野江良太（チェロ）
《画像投影付》
●文部省唱歌：虫の声 山田耕筰：まちぼうけ 中田喜直：ちいさい秋みつけた 他

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1795 夢見る想いシリーズ vol.18 〜二重唱・秘めごと〜
●蒲 加根美（ソプラノ）、丹羽幸子（メゾソプラノ）、青木園恵（ピアノ）
●アイルランド民謡：庭の千草 J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より 時計の二重唱
他

［水］

●Trio Enchant（とりおえんしゃんと）
：中根明日香（ソプラノ ）
、西尾結花（ヴァイオリン ）、福田結衣（ピアノ ）
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ ドヴォルザーク：我が母の教えたまいし歌 ヘンデル：私を泣かせてください

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1797 あなたに贈るファンファーレ
太田尚美（トロンボーン）
●Full Brass Five（フルブラスファイブ）
：筒井奏子、福岡詩織（トランペット）
、荒木衣里奈（チューバ）、三宅由花（ホルン）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 ドヴォルザーク：ユーモレスク 他

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1798 海を渡る音〜ヴァイオリンの先祖をたどって〜
●フィルポ・リベイロ（ラベーカ※）、小原道雄（チェンバロ） ※ヴァイオリンの祖先と言われる弦楽器の一種
●イギリス民謡：グリーンスリーヴス アルフォンソ 10 世：聖母マリアのカンティーガより 他

［土］

●奥村百合名、奥村志緒美（ピアノ）
●チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より

2
5
6

10
11
12
52

ピアソラ：リベルタンゴ

●シャン・ウェイ（ヴァイオリン）、鳥居みか（ピアノ）
●クライスラー：美しきロスマリン J.S. バッハ：G 線上のアリア

21

10月

世界名曲紀行〜秋の気配を感じて〜

［土］

12

2018 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1779

●森理菜（ピアノ）
●リスト：ハンガリー狂詩曲 第８番

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1793

ドビュッシー：月の光

禁じられた遊び＆アルハンブラの想い出 〜クラシックギターの名曲！〜

タレガ：アルハンブラの想い出

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1796

他

ソル：ワルツ

他

歌の世界に身を任せ

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1799 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.24 踊るリズムの名曲たち

J.S. バッハ：G 線上のアリア

ビゼー：カルメン幻想曲

他

2018 年

10月

16
［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1800 宗次ホール×ツアー・ステーション 南仏プロヴァンスへの音旅 〜ゴッホ編〜
●青 錦（ヴァイオリン）、林 里紗（フルート）、廣瀬奏子（ハープ）
、加藤裕子（ツアーガイド・お話）
《画像投影付》
●サティ：ジュ・トゥ・ヴ サン = サーンス：
「動物の謝肉祭」より 白鳥
グノー：アヴェ・マリア 他

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1801 ドラマチック・オペラ 〜華麗なオペラの世界〜
●山田明日美（ソプラノ）
、鈴木沙依（メゾソプラノ）
、井浪真悠（ピアノ）
、助演：小高早希（ピアノ）
●ロッシーニ：オペラ「セビリアの理髪師」より 今の歌声は プッチーニ：オペラ「トスカ」より 歌に生き恋に生き

［月］

●大島理紗子（ヴァイオリン）
、三谷野絵（チェロ）
、河田理奈（ピアノ・作曲）
●ドビュッシー：月の光／亜麻色の髪の乙女 マスネ：タイスの瞑想曲 他

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1803 歌って、
愛して。〜カナダ人歌手を迎えて〜
●廣めぐみ、アレクサンドラ・スミザー（ソプラノ）、吉野りん子（ピアノ）
●小林秀雄：落葉松 グノー：歌劇「ロメオとジュリエット」より 私は夢に生きたい 山本直純：夕日が背中を押してくる 他

［土］

●メモワール：山野雅美（フルート）
、石井美由紀（ピアノ）
●フォーレ：夢のあとに ドップラー：ハンガリー田園幻想曲

［火］

●奈加靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）
、大森ヒデノリ（フィドル）
●サリーガーデン 埴生の宿 スカボロフェア 他

20
22
24
27
30

2018 年

11月

1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1804

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1805

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1806

清秋（せいしゅう）の調べ

秋薫る音楽

ドビュッシー：月の光

他

アイルランドの風景を聴く 〜アイリッシュハープ弾き語り〜

ザ・うたづくし！〜愛の調べ〜

［木］

●松林宏子（ソプラノ）
、淺野淑子（メゾソプラノ）
、黒野啓介（テノール）
、森翔吾（バリトン）
、武田恵美、志満麻樹子（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より 私の名はミミ
木下牧子：さびしいカシの木 他

［月］

●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ）
●ボザ：イタリアン幻想曲 トスティ：夢 トセリ：嘆きのセレナーデ

［金］

●横田 愛、横田 彩（フルート）、秀平雄二（ピアノ）
「ペール・ギュント」より 朝
●モーツァルト：トルコ行進曲 グリーグ：

［土］

●岸本かず子（オカリナ）、奥田みどり（ピアノ）
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より 白鳥
フォーレ：月の光

［木］

●西方美幸（ヴァイオリン）、西方正輝（チェロ）、粟屋 京（ピアノ）
●フォーレ：夢のあとに クライスラー：愛の喜び メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 ニ短調 Op.49 より 他

［金］

●秀平雄二（ピアノ）
●ショパン：バラード 第 1 番 ト短調 Op.23 ／ノクターン 第７番 嬰ハ短調 Op.27-1 他

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1812 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.25 癒しの名曲集〜心に染みる音色とともに〜
●上柿良太（ヴァイオリン）、日置ひと美（ピアノ）
●チャイコフスキー：なつかしい土地の思い出 Op.42-1より 瞑想曲 フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調より 他

［木］

●アルテム・チルコフ、小山貴成（コントラバス）、金澤みなつ（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 春 冬 モーツァルト：ピアノ協奏曲 ハ長調 KV.467より ピアソラ：リベルタンゴ 他

5
9

10
15
16
17
22
23

［金・祝］

24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1807

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1808

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1809

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1810

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1811

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1813

寺島陽介とハープ vol.10 〜「伝説」語り継がれる名曲〜
ナヴァッロ：
「伝説」より抜粋

他

クラシック・ア・ラ・カルト 〜音楽で巡る世界の旅〜
チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より 他

愛 LOVE オカリナ

ピアソラ：アヴェ・マリア

他

心あたたまる名曲コンサート
青春のショパン

低音で包み込む迫力の空間

第３回ツィゴイネルワイゼン ヴァイオリンコンクール
●審査員：大谷康子（審査委員長）、中澤きみ子、金山茂人
●出場者：11 月上旬発表予定

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1814 日本の名歌〜読書の秋に寄せて〜
：齊藤日向（メゾソプラノ）
、伏屋咲希（ピアノ）
●major2nd（メジャーセカンド）
●宮沢賢治：星めぐりの歌 中田喜直：ちいさい秋みつけた 山田耕筰：赤とんぼ／鐘が鳴ります

［日］

●詩貴（マリンバ）、太田紗耶香（ピアノ）、鈴木豊大（カホン） ゲスト出演：松野 建（フルート）
●ピアソラ：リベルタンゴ サラサーテ：アンダルシアのロマンス ファリャ：恋は魔術師 他

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1816 Viva（ヴィーヴァ）！イタリア！〜カンツォーネとオペラの都〜
●宇多村仁美（ソプラノ）、水野秀樹（テノール）、近藤杏美（ピアノ ）
●モドゥーニョ：ヴォラーレ ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 他

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1817 和の調べに乗って〜日本の名所名曲ツアー〜
●服部倭圭、加藤奏山（尺八）、近藤あい美（箏、三絃）、中村 節（ピアノ）
●宮城道雄：春の海 中村節 編：日本の歌メドレー（ちいさい秋みつけた〜虫の声〜紅葉〜北風小僧の寒太郎〜雪） 他

25
28
30
53

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1802

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1815

他

あの素晴らしいクラシックをもう一度 Vol. ３

2018 年

12月

1

オカリナで奏でる懐かしき調べ 〜フランス編〜

［土］

［日］

●山之内里衣、植村理穂（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第 1 番

［木］

●大久保理紗（ピアノ）
●シューマン（リスト編）
：献呈

［金］

●加藤あ貴（ピアノ）、賛助出演：伊藤美砂子（ピアノ ）
●モーツァルト：きらきら星変奏曲 ドビュッシー：ピアノのために ショパン：スケルツォ 第 3 番 嬰ハ短調 Op.39 他

［火］

●黒田るり（チェロ）、飯田愛実（ピアノ）
●ショパン（ポッパー 編）
：ノクターン 第 2 番 変ホ長調 Op.9-2

［水］

●名古屋パストラーレ合奏団
●ヴィヴァルディ：
「四季」 冬 より モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク ドヴォルザーク：ユーモレスク 他

［木］

●久世旭如、安井旭道（筑前琵琶）、桂 元枝（解説）
●舟弁慶、勧進帳、衣川

［金］

●畑中紫甫（ソプラノ）、成田有紀乃（ピアノ）
●文部省唱歌：冬景色 中田喜直：雪の降る街を

2
6

7

11
12

13
14
15
20
［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1819

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1820

他

ダンス・ダンス・ピアノ 〜1 台 4 手で紡ぐ舞曲〜
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー

リスト・ラ・カンパネラ

チャイコフスキー（プレトニョフ 編）
：バレエ組曲「くるみ割り人形」より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1821

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1822

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1823

他

ピアノマジック！ 〜編曲のたのしみ〜
他

夜空に見つけた美しい名曲

チェロで楽しむあの曲この曲
モンティ：チャールダッシュ

他

弦楽合奏で聴く冬の音

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1824 筑前琵琶演奏 義経物語り 〜若きヒーローの栄光と挫折〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1825

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1826

真冬の帰り道に流れたメロディ
シベリウス：もみの木

●加藤清美、大橋千賀子、谷薫、稲掛雅子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：交響曲 第 4 番「イタリア」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1827

他

時を繫いで、明和を巣立った音楽家 vol.26 ８手で奏でる迫力の２台ピアノ

チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より

他

トリオで愉しむフランス名曲アラカルト

［木］

●東 明日菜（フルート）、大場奈月（クラリネット）、金澤みなつ（ピアノ）
●ウェブスター：カルメンラプソディ ドビュッシー：小組曲より サン＝サーンス：タランテラ

［土］

●山田茉央（ソプラノ ）、和田紗波（メゾソプラノ）、坂本リサ（ピアノ）
●クリスマス・キャロル：荒野の果てに モーツァルト：
「フィガロの結婚」より 恋とはどんなものかしら

22

54

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1818

●松岡啓子、松本恵美子、佐藤益子、水野一枝（オカリナ）
●サティ：ジュ・トゥ・ヴ ビゼー：組曲「アルルの女」第 2 番より メヌエット、ファランドール

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1828

他

クリスマスに誘うオペラの世界

他

2019 年

１月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

3

［金］

●廣瀬奏子（ハープ）、林 里紗（フルート）
●中田章：早春賦 ヴィヴァルディ：
「四季」より

4
5

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1831

世界は日の出を待っている！ The World is Waiting for the Sunrise
冬

ホルスト：ジュピター

他

みんなで祝おう！ニューイヤー

［土］

［水］

●天野あさ子（ピアノ）、加藤千理（フルート）
●ベートーヴェン：ソナタ「月光」より ハチャトゥリアン：組曲「仮面舞踏会」より ワルツ

9

10

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1832

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1833

フィギュアスケート 〜銀盤に咲いた名曲〜
他

女神たちのニューイヤーコンサート

［木］

●なつカルテット：苅谷なつみ、宮脇泉月（ヴァイオリン）、岩根衣李（ヴィオラ）、川村なつみ（チェロ）
●J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより 他

［金］

●荒井里桜（ヴァイオリン）、佐藤晴真（チェロ）、河尻広之（ピアノ）
●ショパン：ワルツ 第１番 華麗なる大円舞曲 ヴィエニャフスキ：華麗なるポロネーズ 第 2 番

［土］

●波多 翼（ピアノ）、村松麻衣（ピアノ）
●チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より 序曲

14

［月・祝］

22

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1834

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1835

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1836

ベスト・オブ・クラシック！

他

ロシアン名曲コレクション
ボロディン：
「だったん人の踊り」より

他

音楽のロマンス劇場

●長田和樹（ファゴット） 笹平幸那（オーボエ） 小澤佳永（ピアノ）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より クライスラー：愛の喜び

シューマン：３つのロマンス

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1837

カルテットで楽しむニューイヤーコンサート

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1838

冬空に輝く名曲たち

他

［火］

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川智子、原 沙登子（ヴァイオリン） 近藤健司（ヴィオラ） 河井裕二（チェロ）
●お正月メドレー J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ／トリッチ・トラッチ・ポルカ 他

［金］

●小笠原優子（ヴァイオリン） 神谷 舞（ピアノ）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女、月の光 スメタナ：モルダウ

［土］

●三村梨紗（トランペット） 安田理沙（ヴァイオリン） 吉田サハラ（ピアノ）
●パガニーニ：カプリス 第 24 番 リスト：ため息 ビゼー：カルメンメドレー

［水］

：妹尾寛子（フルート） 中瀬梨予（ヴァイオリン） 桐山尚子（ピアノ）
●Trio Reson（トリオ・レゾン）
●チャイコフスキー（クリスチャンセン 編）
：
「白鳥の湖」メドレー リスト：愛の夢 サン = サーンス：死の舞踏

25
26
30
1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1839

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1840

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1841

他

情熱のクラシック！

他

スケーターズクラシック

魁−sakigake− オペラへの誘い

他

舘 美里、卯野杏実（ピアノ）

［金］

●魁 -sakigake-：内田恵美子（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、大川晶也（テノール）、安田 健（バスバリトン）
●モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より 序曲／恋とはどんなものかしら ビゼー：歌劇「カルメン」より 他

［土］

●佐久間翔太、稲垣淳也（津軽三味線）
●六段 津軽じょんから節 掛け合い 田神

［日］

●向田成人、髙橋早紀子（ピアノ）
●三善 晃：
「唱歌の四季」より 朧月夜／茶摘／雪／夕焼小焼 チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より 他

［月］

●鷲山千香子（ソプラノ）、中山みのり（ピアノ）
●ドヴォルザーク：歌劇「ルサルカ」より 月に寄せる歌

［水］

三丁目の夕日〜感傷的な午後のひと時〜
《画像投影付》
●長谷部りさ（ヴァイオリン）、吉田まつり（ピアノ）
●ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌 山田耕筰：からたちの花 チャイコフスキー：感傷的なワルツ 他

［木］

●葵 美妃（グランドハープ／アイリッシュハープ）
●アイルランド民謡：バタフライ ドビュッシー：月の光

2
3
4
6
7
8
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1830

●米田誠一、和田有里奈（ヴァイオリン）、西尾結花（ヴィオラ）、小野江良太（チェロ）、松山大樹（コントラバス）
●J. シュトラウスⅡ：春の声／ポルカ「狩」／トリッチ・トラッチ・ポルカ クライスラー：愛の喜び 他

12

２月

謹賀新音 〜新春の福音〜

［木］

11

2019 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1829

●馬場淳史（津軽三味線） 竹内洋司（尺八） 牧 哲也（ピアノ）
●宮城道雄：春の海 日本古謡：さくら 津軽じょんから節 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1842

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1843

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1844

津軽三味線 伝統の魅力 2019
他

エンジョイ！２台ピアノ
月に寄せる歌

佐々木すぐる：月の沙漠 モーツァルト：きらきら星変奏曲 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1845

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1846

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1847

天空に響くハープの世界
トゥルニエ：朝に

他

美しき氷上の世界

［金］

●近野 剛（ピアノ）
●リスト：愛の夢 第３番 ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー ショパン：バラード 第１番 ト短調 Op.23 他

［木］

●千田絵里奈（ヴァイオリン）、髙野真穂（チェロ）、伏屋咲希（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 サティ：ジュ・トゥ・ヴ プーランク：愛の小径 他

14

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1848

バレンタインに聴きたい愛の名曲

2019 年

２月

2019 年

３月

20
［水］

22

ショパンに恋して

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1850

他

クラシックベスト名曲集 〜華麗なる金管楽器の音色〜

［金］

：池下知子（トランペット）
●トリオ Cuna（クーナ）
、照喜名有希子（トロンボーン）、野々山未帆（ピアノ）
●J.S. バッハ／グノー：アヴェ・マリア プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父様
他

［土］

●神谷 舞（ピアノ ）、七條めぐみ（お話）
●ショパン：エチュード Op.10-3「別れの曲」／幻想即興曲 Op.66 ／バラード 第 4 番 へ短調 Op.52

23

１

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1851

ピアノとお話でたどるクラシックの名曲 Vol.2 ショパン

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1852 ニュートンズ 11th！ 〜メディア系ニュートンズ〜
●ニュートンズ：中川 香、松本 一策（ヴァイオリン）、伊藤玉木（コントラバス）、北川美晃（ピアノ）
●ピアソラ : オブリヴィオン ワーグナー：タンホイザー序曲 他

［土］

●古賀智子（ヴァイオリン）、杉山亜由美（ピアノ）
●マスネ：タイスの瞑想曲 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

［日］

●辻本祥子、中本良子（ソプラノ）、西原瑠一（ピアノ）
●團 伊玖磨：花の街 ショパン：革命のエチュード 小林 秀雄：すてきな春に

［月］

●阿部寛己（クラリネット）、桑原志織（ピアノ）、賛助出演：小澤佳永（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」より シューマン ( リスト 編）
：献呈 ドビュッシー：第１狂詩曲

［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1856 花より音楽 和洋折衷で彩る春のシーン
●佐藤亜衣（箏）、加藤かず穂（箏・十七絃）、森重花音（ヴァイオリン）
●ヴィヴァルディ：
「四季」 春 より 宮城 道雄：春の海 他

［土］

●新井優香（コントラバス）、德南菜子（ピアノ）
●ショパン：別れの曲 ベートーヴェン：ソナタ「悲愴」より

２
３
４
５
9

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1853

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1854

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1855

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1857

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1858

他

一度は聴きたいヴァイオリンの名曲
他

すてきな春に！
他

ヨーロッパからの風

他

やさしい低音でリラックスタイム
他

心に残るメロディ集

［水］

：中川亜音（ヴァイオリン）
、大竹温子（ヴィオラ）、真希（ピアノ）
●trio EINES（トリオ アイネス）
●日本のうたメドレー（ひなまつり・春よ来い 他） ドヴォルザーク：交響曲 第９番より 第２楽章

［金］

●アレックス（マンドリン）、クリスティアン・アガピエ（ピアノ）
●ボッケリーニ：メヌエット デ・クルティス：帰れソレントへ 他

［月］

●竹田江梨子（ピアノ）、松元伸枝（朗読）
●グリーグ：
「ペール・ギュント」より 朝

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1861 北欧の森の物語 〜幻想的な世界へ〜
●シャナヒー：Aki（パーカッション、メロディオン）、みどり（フィドル、ハーディングフェーレ）、上原奈未（ケルティックハープ、足踏みオルガン）
●ノルウェーの物語歌：ポールさんの可愛い鶏 スウェーデンの行進曲：タピオの森の行進 他

［土］

：川越未晴（ソプラノ )、杉浦孝治（テノール）
、兵藤雅晃（チェロ）、天野初菜（ピアノ）
●MusicaPiatto（ムジカピアット）
●J. シュトラウスⅡ：春の声 ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 花から花へ
岡野 貞一：朧月夜 他

［日］

●田舎片麻未（ピアノ）
●ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1864 春への誘い 〜あっ、この曲知ってる！〜
●黒川真洋（チェロ）、猪子杏奈（ピアノ）
●グノー = バッハ ：アヴェ・マリア メンデルスゾーン： 歌の翼 他

［水］

●加藤詩乃（ピアノ）
●ショパン：小犬のワルツ／バラード 第 1 番

［木］

●深堀賢太朗、末武可奈子（マリンバ・打楽器）、金丸友理絵（ピアノ）
●シャブリエ：楽しい行進曲 モンティ：チャールダッシュ ハチャトリアン：
「ガイーヌ」より

15
18
22
23
24
25
27
28
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1849

●安藤千紗都（ピアノ）、おおはたれいこ（朗読）
●ショパン：エチュード Op.10-3（映画「別れの曲」テーマ曲）／英雄ポロネーズ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1859

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1860

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1862

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1863

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1866

他

ボンジョルノ・イタリア！ 〜春のイタリア名曲街道〜
※当日ホワイエではイタリア菓子の試食を開催

春はあけぼの 〜ピアノの音色と枕草子〜
ドビュッシー：月の光

他

花から花へ
トロイメライ〜名曲に秘められた物語〜

シューマン：トロイメライ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1865

家路

他

何度でも聴きたい名曲たち
リスト：ラ・カンパネラ

他

マリンバ大行進！
他

2019 年

４月

4

［金］

●伊藤 めぐみ（クラリネット）、大池 栄里奈（ピアノ）
●中田 章：早春賦 サン = サーンス：白鳥 草川 信：どこかで春が

［土］

：岡田 暁子、長谷川 美玲、狩野 綾、青木 園恵（ピアノ）
●P-Quartette AMieS（ピアノカルテットアミ）
●ハチャトリアン：剣の舞 ブラームス：ハンガリー舞曲より ローゼンブラット：日本の歌によるファンタジー

［月］

●フォンターナストリングス：西尾 結花、青 錦（ヴァイオリン）、近藤 健司（ヴィオラ）、河井 裕二（チェロ）
●日本古謡：さくらさくら J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ ハイドン：弦楽四重奏曲 第 67 番 ひばり より 他

［水］

●荒巻 理恵（ヴァイオリン）、國枝 由莉（ピアノ）
●ボッケリーニ：メヌエット ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

［金］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1872 アイルランドの風景を聴く〜アイリッシュハープ弾き語り〜
●奈加 靖子（ボーカル & アイリッシュハープ ）、長屋 梨沙（ケルティックハープ & ティンホイッスル & コンサティーナ）
●春の日の花と輝く 埴生の宿 サリーガーデン 他
当日ホワイエにて 紅茶やチョコレートの試食＆販売を開催！

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1873 アンデスの響き 都会の音、村人の祭り
●稲垣 富美、鳥羽 省吾、長田 健（サンポーニャ）、河合 智久（チャランゴ）、鈴木 友春（ギター）、千葉 澄美江（ケーナ）
●青い空 コンドルは飛んで行く 石の中心 他
Chepi（パーカッション）

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1874 喜努愛楽 〜人知れぬ想い〜
●川越 未晴（ソプラノ）、安田 有沙（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：春の声 クライスラー（ラフマニノフ 編）
：愛の喜び

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1875 夢見る想いシリーズ vol.19 〜二重唱･彩花心湧〜
●蒲 加根美（ソプラノ）、丹羽 幸子（メゾソプラノ）、青木 園恵（ピアノ）
●團 伊玖磨：花の街 カプア：オー･ソーレ･ミーオ スッペ：喜歌劇｢ボッカチオ｣より 恋はやさし野辺の花よ

［水］

●佐藤 益子、松本 恵美子、松岡 啓子、水野 一枝（オカリナ）
●サティ：ジュ・トゥ・ヴ ビゼー：組曲「アルルの女」 第 2 番より

［日］

●松下 伸也（バリトン）、村井 都（ソプラノ）、松下 寛子（ピアノ）
●岡野 貞一：おぼろ月夜 モーツァルト：
「フィガロの結婚」より もう飛ぶまいぞ この蝶々

5
6

10
12
15
20
22
24
28
29

［月・祝］

５月

2

［木］

3

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1868

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1869

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1870

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1871

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1876

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1877

他

春うららコンサート
他

ピアノ八手繚乱

他

カルテットで聴く春の訪れ
さくらの季節に名曲を集めて
フランク：ヴァイオリン・ソナタより 第４楽章

フォーレ：夢のあとに

他

他

他

オカリナで奏でる懐かしき調べ 〜フランス編〜
メヌエット、ファランドール

他

オペラ恋愛学

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1878 平成最後の王道クラシック GW（ゴールデンウィーク）スペシャル
●今枝 知世、金沢 紫（ヴァイオリン）、山木田 真紀（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「眠れる森の美女」より ワルツ
ラフマニノフ：パガニーニの主題による変奏曲より 他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1879

●大嶋 芳（ギター）
●ラウロ：ベネズエラ・ワルツ

スペインのギター音楽〜メモリアルⅩ〜

バリオス：大聖堂

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1880

C. ロメロ：アンダルシア組曲

他

ようこそ 音楽の森、ポーランドへ♪

［金・祝］

●關谷 範子（ピアノ） スペシャルゲスト：田中 正也（ピアノ）
●ショパン：
「別れの曲」ホ長調 Op.10-3 ボンダジェンスカ：乙女の祈り

［日・祝］

●大澤 愛衣子、大島 理紗子（ヴァイオリン）、立石 さくら（ヴィオラ）、三谷 野絵（チェロ）、河田 理奈（ピアノ／作編曲）
●ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー シューベルト：ピアノ五重奏曲「ます」より 他

［月・振］

●アサコ・アンナ・ギノヴァ（ピアノ）
●ダカン：かっこう J.S. バッハ：イタリア協奏曲より

5
6

10

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1881

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1882

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1883

シマノフスキ：マズルカ Op.50-1

新しい時代を彩るクラシックの名曲

バロックから古典派へ ア・ラ・モードな音の旅
他

ベスト・オブ・アイス〜フィギュアスケートの名曲〜

［金］

●岩根 衣李（ヴァイオリン／ヴィオラ）、卯野 杏実（ピアノ）
●ハチャトゥリアン：組曲「仮面舞踏会」より ワルツ
ラヴェル：ボレロ

［日］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1884 母こそ故郷〜母の日に寄せて８〜
●上井 雅子（ソプラノ）、中原 憲（バリトン）、加藤 久美子（ピアノ）
●成田為三：ちんちん千鳥 越谷達之助：初恋 山本正美（美智子皇后陛下 詞）
：ねむの木の子守歌

［月］

●青 錦（ヴァイオリン）、林 里紗（フルート）、廣瀬 奏子（ハープ）
●J. シュトラウスⅡ：春の声 瀧 廉太郎：花 チャイコフスキー：花のワルツ

［木］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1886 津軽三味線の響き〜津軽の心Ⅱ〜
●馬場 淳史（津軽三味線）、村松 さつき（津軽三味線／民謡）
●津軽じょんがら節〜曲弾き掛け合い〜 津軽甚句 津軽よされ節 他

12
13
57

美しき弦楽四重奏の調べ

［木］

8

2019 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1867

●春日井 久美子、亀谷 希恵（ヴァイオリン）、小坂井 聖仁（ヴィオラ）、堀田 祐司（チェロ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」 春 より ドビュッシー：月の光 J. シュトラウスⅡ：アンネンポルカ

16

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1885

他

新緑にきらめくメロディ

他

他

他

2019 年

５月

18
［日］

［月］

●青嶋 祥代（ヴァイオリン）、田舎片 麻未（ピアノ）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア サン＝サーンス：序奏とロンドカプリチオーソ

［水］

●清水 綾（ヴァイオリン）、天野 初菜（ピアノ）
●クライスラー：愛の喜び ショパン：ノクターン 第２番 Op.9-2

23
［木］

25

※休憩なし

￥1,000

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1891

熱情と真心のメロディー

エルガー：威風堂々

他

CLASSIC ザ・ヒットパレード
他

琵琶で綴る「太平記」〜混乱の時代を生きる人々の赤裸なふれ合い〜

●久世 旭如、小川 旭由（筑前五絃琵琶）、桂 元枝（解説）
●俊基朝臣の東下りー落花の雪に踏迷ふ− 大楠公／吉野懐古
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1892

他

他

名曲の泉

［日］

［月］

●向 薇（ヴァイオリン）、鳥居 みか（ピアノ）
●チャイコフスキー：メロディ〜懐かしい土地の思い出から〜

［水］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1895 ある王妃の物語〜濃姫とアン・ブーリン〜
●水野 麻衣子（ソプラノ）、三浦 まき子（オーボエ）、木村 智穂（ピアノ）
●杉山 長谷夫：花嫁人形 ドニゼッティ：歌劇「アンナ・ボレーナ」より 私の生まれたあのお城

1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1893

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1894

モーツァルト：ロンド

他

４人で奏でる小さなオーケストラ
風薫る季節のハーモニー

ラフマニノフ：ヴォカリーズ

リスト：愛の夢

他

他

［土］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1896 ピアノジャック 〜自由で広大な音楽〜
●鈴木 豊大（パーカッション）、植村 理穂（ピアノ）
●ピアソラ：リベルタンゴ ルロイ・アンダーソン：タイプライター モーツァルト：トルコ行進曲

［水］

●中瀬 梨予（ヴァイオリン）、檜垣 彩乃（ヴァイオリン）、福本 真弓（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 マスネ：タイスの瞑想曲 ベートーヴェン：エリーゼのために

［水］

●江崎 萌子（ピアノ）
「夜のガスパール」より オンディーヌ／亡き王女のためのパヴァーヌ 他
●ドビュッシー：映像第一集より 水の反映 ラヴェル：

［木］

●大畑 正幸（二胡）
、廣瀬 奏子（ハープ）
●岡野 貞一：ふるさと、朧月夜 瀧 廉太郎：花 山田 耕筰：この道 他

［土］

●加藤 麻里（ピアノ）
●ベートーヴェン：月光ソナタ

5

12
13
15
20

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1897

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1898

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1899

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1900

ずらっと名曲！

他

パリ、水影に揺れる詩情
二胡とハープ 心の琴線に触れる日本の名曲集
当日ホワイエにて
「マドレーヌ&マーブルケイク」の試食＆販売を開催

「月光」〜物語で紡がれる名曲〜

リスト：愛の夢

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1901

他

ラフマニノフ：
「音の絵」より 赤ずきんとおおかみ Op.39-6

他

ふるさとの初夏

［木］

●遠藤益子（ソプラノ）、金澤 みなつ（ピアノ）
●小山 作之助：夏は来ぬ 團 伊玖磨：紫陽花 大中 寅二：椰子の実

［金］

日本現代とイタリアバロックの歌 〜ことばを大切に日本の心を歌う〜
●コールコラーレ アンジャリ：白井 稚佳子（ソプラノ）、谷 鈴代（アルト）、神田 豊壽（テノール）
岩田 耕作（バロックギター＆リュート）
●般若心経、正信偈、Salve Regina（聖母賛歌）

［土］

●デュオ「華弦」
：史佳、凜・鈴木 利枝（津軽三味線）
●津軽じょんから節、十三の砂山、秋田荷方節 他

［月］

●二川 理嘉（ヴァイオリン）、杉山 知子（チェロ）、平山 晶子（ピアノ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に／春の歌／ピアノ三重奏曲 第１番より

［火］

●金澤 聡子（ピアノ）
●ショパン：練習曲 Op.10-12「革命」 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第８番「悲愴」より

［土］

●室井 綾子（ソプラノ）、五島 史誉（ピアノ）
●シューベルト：鱒／「３つのピアノ曲」より 第１番

21
22
24
25
58

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1890

ナポリ民謡：オー・ソレ・ミオ

ヴァイオリン、ピアノ他） サポート：佐藤 光（チェロ）
●FlyingDoctor：石田 千尋、岩田 祐衣子、宇野 伊世（鍵盤ハーモニカ、
●サン＝サーンス：
「動物の謝肉祭」より ホルスト：組曲「惑星」 他

29

約 60 分

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1889

誰も寝てはなりません！テノールとリコーダー、不思議な共演

［土］

27

L = 自由席

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1888

●永井 公美子（ヴァイオリン）、矢島 愛子（ピアノ）
●ヴィタリー：シャコンヌ J.S. バッハ：アヴェ・マリア

26

ランチタイム
名曲コンサート

《画像投影付》

●春日井リコーダーアンサンブル、包 金鐘（テノール）
●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ

19
22

６月

印象派のふるさとへの音旅 〜モネ編〜

［土］

20

2019 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1887

●松浦 絵里奈（ヴァイオリン）、森岡 日向野（フルート）、高橋 果歩（ピアノ）、加藤 裕子（ツアーガイド／お話）
●ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 イベール：２つの間奏曲 他

29

ドビュッシー：
「版画」より

雨の庭

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1902

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1903

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1904

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1905

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1906

津軽三味線コンサート 〜叩きと弾き三味線のセッション〜
ドラマチックなひととき〜メンデルスゾーンに恋して〜
他

ひとしずくの名曲たち
他

ウィーンのいいとこ取り！コンサート
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より

他

2019 年

７月

1

［月］

3

太陽がくれた季節！

他

エマージングコンサート 第 10 回 恋人たちのクラシック〜ロマンティックな風景〜

［水］

【演奏家育成プロジェクト】
●野本淳之亮（クラリネット）、黒川真洋（チェロ）、山下 響（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 サン = サーンス：白鳥 ブラームス：クラリネット三重奏曲より 第１楽章 他

［金］

●寺島陽介（オーボエ）、三宅百合子（ハープ）
●ブラガ：天使のセレナーデ カッチーニ：アヴェ・マリア

［土］

●安藤玲奈（ピアノ）、光本眞理（お話）
●ドビュッシー：喜びの島／月の光 ラフマニノフ：ヴォカリーズ

［木］

●中川 香（ヴァイオリン）、海老原優里（ピアノ）
●ブラームス：ヴァイオリンソナタ 第３番 より／ハンガリー舞曲 第５番

5
6

11
15

［月・祝］

17
［水］

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1908 名フィルオーボエ奏者 寺島陽介とハープ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1909

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1910

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1911

vol.11 天使のささやき

他

天の川を渡るピアノメロディ
他

わがまま名曲コンサート
ドヴォルザーク：ユーモレスク

他

悲しみよこんにちは

●波馬朝光（ヴァイオリン）、川村なつみ（チェロ）、卯野杏実（ピアノ）
●プッチーニ：誰も寝てはならぬ プーランク：エディット・ピアフを讃えて

クライスラー：愛の悲しみ

他

★ホワイエにて手作りプリンの試食・販売あり
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1912 名曲ドレスアップ！
●サロンコンサート Neue（ノイエ）
：松本健郎（フルート）、高橋由帆子（ヴァイオリン）
高橋亮太郎（チェロ）、坂川映子、長谷川美玲（ピアノ）
●ヴィターリ：シャコンヌ ボルヌ：カルメン幻想曲 リスト：パガニーニ大練習曲 より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1913

南米から来た妖精 〜アルパの音色〜

［木］

●河瀬あゆか（アルパ）
●イエペス：禁じられた遊び

［土］

●斉藤麻記（ソプラノ）、重左竜二（ピアノ）
●中田喜直：夏の思い出 メンデルスゾーン：歌の翼に

［月］

●千賀さゆり、水野亜美（ソプラノ）、松村咲希（フルート）、倉橋祐佳里（ピアノ）
●プッチーニ：わたしのお父さん リスト（入野義朗 編）
：愛の夢 他

［水］

●遠藤 紫（ソプラノ）、岡林和歌（クラリネット）、戸谷誠子（ピアノ）
●グノー：歌劇「ロミオとジュリエット」より わたしは夢の中に生きたい

［金］

●土師さおり（ピアノ）
●ドビュッシー：ベルガマスク組曲より

［土］

●マリンバアンサンブルグループ moko（モコ）
：松浦歩美、加納三栄子、水間ゆみ、加納里奈、小峰弥穂（マリンバ）
●オッフェンバック：
「天国と地獄」より リムスキー = コルサコフ：熊蜂の飛行 他

20

22
24
26
27
29
［月］

59

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1907

●つじ村ふみ惠（ソプラノ）、粟田 藍（メゾソプラノ）、古田友哉（ピアノ）
●カプア：オー・ソレ・ミオ 大中寅二：椰子の実 プッチーニ：ある晴れた日に

ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1914

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1915

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1916

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1917

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1918

他

歌の世界へ 〜日本の歌からオペラまで vol. ２〜
他

ドラマティック！うた祭り
歌の調べのように

他

サロン文化に花咲くピアノ曲
シューマン：
「謝肉祭」より

ショパン：バラード 第２番

他

真夏にお届け！マリンバワールド

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1919 ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ Vol.10

夏涼みコンサート 〜絵手紙 de クラシック〜

【画像投影付】

●大曽根仁美（フルート）、加藤由佳（ヴァイオリン）、國枝由莉（ピアノ）
●夏メドレー（夏の思い出、夏は来ぬ） 海メドレー（海、われは海の子 他） ガーシュウィン：サマータイム

他

2019 年

８月

1

［金］

●山田 明日美（ソプラノ ）、鈴木 沙依（メゾソプラノ）、井浪 真悠（ピアノ）
●モーツァルト：
「フィガロの結婚」より 恋とはどんなものかしら
他

［火］

●森田 早貴（ソプラノ ）、増田 達斗（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より わたしのお父さん

［木］

●八尾 亜佑、稲垣 知葉（ソプラノ）、大嶋 未来（ピアノ）
●ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 8 番 悲愴 より 團 伊玖磨：花の街

［金］

●久保山 菜摘（ピアノ）
●ショパン：ワルツ 変イ長調 Op.42、アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22

［土］

●斎藤 もも（ピアノ）
●バダジェフスカ：乙女の祈り

［月］

●佐藤 史織（津軽三味線）、加藤 奏山（尺八）、竹本 知子（箏・三絃）、平手 裕紀（ピアノ）
●さくらさくら、熱いクラシック名曲メドレー 他
当日ホワイエにて 「ビスキュイ・サヴォワ」の試食＆販売を開催！

［火］

●五十嵐 舞、加藤 史（ソプラノ ）、梅澤 市樹（メゾソプラノ）、奥村 桃代（ピアノ）
●シューベルト：アヴェ・マリア 木下 牧子：おんがく（ア・カペラ） 中田 喜直：夏の思い出

9

13
16
17
19
20
22

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1922

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1923

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1924

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1925

観て！聴いて！楽しむオペラ♪
“空の歌姫” が贈る名曲アルバム
ショパン：練習曲 Op.10-3 別れの曲

ピースフルコンサート
ヘンデル：涙の流れるままに

他

ショパン名曲アルバム
他

ノスタルジックピアノソロ名曲集

ベートーヴェン：エリーゼのために、ピアノソナタ 第 31 番 Op.110 より

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1926

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1927

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1928

他

他

夏をアツくする！和楽器の熱演
天上の歌声〜透き通るハーモニー〜
他

アツい夏にはアツいオペラ！

［木］

［金］

●石川 貴憲（サクソフォン）、丸尾 祐嗣（ピアノ）
●サティ：ジュ・トゥ・ヴ ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女

［金］

●トリオソレイユ：岡林 和歌（クラリネット）、近藤 幹夫（マリンバ）、西濱 由有（ピアノ）
●ブラームス ：ハンガリー舞曲 ロッシーニ：ウィリアム・テル序曲 ラフマニノフ：ヴォカリーズ

［土］

：清水 綾（ヴァイオリン）
、加藤 菜月（フルート）、百瀬 愛莉（ピアノ）
●Trio Luce（トリオ・ルーチェ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 夏
J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ ピアソラ：リベルタンゴ

30
31
6

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1929

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1930

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1931

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1932

パリ音楽物語♪
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

他

ハッピーサンシャインコンサート〜音楽は心の太陽〜
他

美しく 熱き トリオ
他

秋のはじまりをピアノトリオとともに

［金］

●苅谷なつみ（ヴァイオリン）、加藤志麻（チェロ）、小鷹礼子（ピアノ）
●ヴェルディ：乾杯の歌 ショパン：別れの曲 ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第 4 番「街の歌」より

［土］

●オカリナアンサンブルGIOIRE（ジョイーレ）
：橋本有里、山田充栄、林 優子、岸本かず子、片岡佐智子（オカリナ） 鈴木恵理子（ピアノ）
●シューベルト：アヴェ・マリア カッチーニ：アヴェ・マリア スコットランド民謡：広い川の岸辺 他

［月］

●服部倭圭（尺八＆フルート）、加藤奏山（尺八）、甲斐あい美（箏）、中村 節（ピアノ）
●モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」より

7
9

11
［水］

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1933

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1934

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1935

VIVA ！オカリナ クラシックの名曲達とオカリナ
クラシックで候！

他

弦楽四重奏で楽しむ日本の四季

●山田貴子、和田有里奈（ヴァオリン）、西尾結花（ヴァオラ）、紫竹友梨（チェロ）
●岡野貞一：紅葉 本居長世：七つの子 山田耕筰：交響曲「かちどきと平和」より
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1936

他

他 ★ロールケーキの試食・販売あり

サクソフォンのクラシカーニバル！！

［金］

●NOK Saxophone Quartet(ノックサクソフォンカルテット)：福田彩乃、坂井利絵、佐藤杏奈、西田早希（サクソフォン）
●J.S. バッハ：G 線上のアリア ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番 ヘ長調 Op.96「アメリカ」より 他

［土］

●黒川実咲（チェロ）
、水野彰子（ピアノ） もしもチェロが弾けたなら〜 ♪名曲フルコース！
●サン = サーンス：白鳥 ドヴォルザーク：ユーモレスク ポッパー：ハンガリー狂詩曲 他

14
18
60

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1921

他

：カルロス・カルドーゾ（テノール）
、杉浦 葉奈（ソプラノ） 加藤 藍子（ピアノ）
●Hana＆Carlos（ハナアンドカルロス）
●グノー：歌劇「ロミオとジュリエット」より ヴェルディ：歌劇「椿姫」より ナポリ民謡：サンタ・ルチア 他

23

９月

夏に聴きたい！ なつカルテット

［木］

15

2019 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1920

●なつカルテット：苅谷 なつみ、宮脇 泉月（ヴァイオリン）、岩根 衣李（ヴィオラ）、川村 なつみ（チェロ）
●中田 喜直：夏の思い出 ヴィヴァルディ：
「四季より」 夏
J. シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1937 時を繋いで、明和を巣立った音楽家vol.27

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1938 ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ vol.11

【画像投影付】

絵手紙 de クラシック 哀愁物語 〜物悲しさ、切なさ、懐かしさ〜

［水］

●Trio Récit（トリオ・レスィ）
：久永彩加（ヴァイオリン）
、貫名紗詠（チェロ）、伊藤春菜（ピアノ） ●ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 他

［金］

●Duo Aile（デュオ・エール）
：苅谷なつみ（ヴァイオリン）、安藤千紗都（ピアノ）
●ショパン：別れの曲／バラード 第１番／英雄ポロネーズ 他

20

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1939

ショパン、愛のメロディ 〜ピアノとヴァイオリンの聴き比べ〜

2019 年

９月
2019 年

10月

25
［水］

［金］

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川智子、原 沙登子（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●J.S. バッハ：主よ、人の望みの喜びよ ベートーヴェン：エリーゼのために ブラームス：ハンガリー舞曲 第１番

［月］

●ニュートンズ：中川 香（ヴァイオリン）、松本一策（ヴァイオリン＆ヴィオラ）、伊藤玉木（コントラバス）
ささはらなおみ（ピアノ）●ブルッフ：スコットランド幻想曲より ベルリオーズ：幻想交響曲より 他

27
30
4

［土］

7
9

ラモー：
「クラヴサン組曲集」より ミューズたちの語らい

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1944

時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.28 ベスト・オブ・ピアノ！
〜詩人と魔術師の残した名曲〜

リスト：愛の夢／ラ・カンパネラ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1945

他

能管と薩摩琵琶の世界

〜心のひだにそっと触れる和の心 和の響、和の楽器たち〜

●玉野 宮夫（能管）、細川 華鶴子（薩摩琵琶） ●俊寛、竹取物語
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1946

他

他

気ままな秋空クラシック

［水］

［土］

★スイーツの試食＆販売を開催！
●植村 理穂（ピアノ）、上田 定行（お話）
●ショパン：エチュード Op.10-3（映画「別れの曲」テーマ曲）、ノクターン 第 20 番（映画「戦場のピアニスト」挿入曲） 他

13
15
19

モーツァルト：きらきら星変奏曲

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1947

恋するショパン

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1948

太陽がいっぱい！〜歌うことは難しいことじゃないよ〜

［日］

●市川 太一（テノール）、市原 実小代（ピアノ）
●ララ：グラナダ カプア：オー・ソレ・ミオ 他

［火］

●五十嵐 朝子、清水 綾（ヴァイオリン）
、田中 文恵（ヴィオラ）、波多 和馬（チェロ）
●ピアソラ：ブエノスアイレスの四季「夏」 ヴィヴァルディ：四季「秋」より 日本の四季メドレー

［土］

24

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1949

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1950

弦楽四重奏で楽しむ世界の四季
他

チェロは歌う！

●福本 真琴（チェロ）、福本 真弓（ピアノ）
●大中寅二：椰子の実 モノー：愛の讃歌 ピアソラ：アヴェ・マリア
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1951

他

他

フルート吹きの平日

※当初発表の情報から出演者が変更になりました。

［木］

●フルートカルテット puzzle：山田 舞子、妹尾 寛子、岡根 彩、飯澤 優美（フルート） 福岡 あゆみ（フルート）
、近藤 杏美（ピアノ）
●ビゼー：
「カルメン」より アンダーソン：トランペット吹きの休日 カステレード：フルート吹きの休日 より 他

［金］

：河﨑 敦子、佐藤 益子（オカリナ）
、佐藤 美和（ピアノ）
●オカリナ・デュオ acomaco（アコマコ）
●メンデルスゾーン：歌の翼に モーツァルト：
「魔笛」より パパパの二重奏
ショパン：バラード 第１番

［水］

●畑中 紫甫（ソプラノ）、成田 有紀乃（ピアノ）
●海沼實：里の秋 オードウェイ：旅愁 小林秀雄：落葉松

25
30
1

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1952

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1953

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1954

心うるおすひととき
他

俳句 de クラシック 第１弾 秋空からの手紙
【投句会開催】

他

郷愁の調べ 〜懐かしい想いを名曲と共に〜

［金］

●大川 遥（クラリネット）、大島理紗子（ヴァイオリン）、下島万乃（チェロ）、河田理奈（ピアノ・作曲）
●グリーグ：
「ペールギュント」より 朝
ドヴォルザーク：
「新世界より」より 第 2 楽章 家路
他

［土］

●伊藤舞子（ソプラノ）、本田沙紀（クラリネット）、天野初菜（ピアノ）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より わたしの大好きなお父様

［水］

エマージングコンサート 第 11 回 憧れのウィーンツアー 〜音楽の旅〜 【演奏家育成プロジェクト】
●才加志美優（ヴァイオリン）、本間ちひろ（ヴィオラ）、吉兼理恵（チェロ）、高橋彗希（コントラバス）、大槻 匠（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ／美しく青きドナウ シューベルト：ピアノ五重奏曲「鱒」より 他

［木］

●安藤千紗都、百瀬愛莉（ピアノ）
●ショパン：別れの曲 リスト：ラ・カンパネラ

［金］

●西村麻衣子（オカリナ）、放生會華子（ピアノ）
●サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン マスネ：タイスの瞑想曲

2

13
14
15

61

ミューズたちの語らい

●杉藤 万純（ヴァイオリン）、天野 あさ子（ピアノ）
●サン = サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ ドビュッシー：月の光

12

11月

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1943

●宮里 倫史（ピアノ）
●ショパン：幻想即興曲

5

他

幻のニュートンズ！ 12th

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1942

［金］

他

クイズ de コンサート！

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1941

●鈴木 理賀（チェンバロ）
●パーセル：シファーチェとの別れ

［月］

2019 年

美しい日本の詩（うた）

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1940

●竹内支保子（ソプラノ）、金田紗希里（ピアノ）
●小林秀雄：落葉松 山田耕筰：からたちの花 中田喜直：私と小鳥と鈴と

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1955 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.29 ひだまりの音色

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1956

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1957

〜歌声とクラリネットの出会い〜
メンデルスゾーン：歌の翼に 他

いきなり！ピアニスト
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第２番より 第１楽章

オカリナ de 魅せる！コンサート
小林秀雄：落葉松

他

他

2019 年

11月

22
［金］

23

［土・祝］

26

12月

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1959

元気に生きる 愛して生きる

〜人生を彩る 素晴らしき音楽〜

●トリオローズ：長谷川眞弓（ソプラノ）、日比浩一（ヴァイオリン）、杉浦知美（ギター）
●プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私の大好きなお父様
寺島尚彦：野菜サラダ物語
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1960

他

他

眠れる森の妖精たち 〜魅惑のグランドハープデュオ〜

［火］

［土］

●五十嵐朝子（ヴァイオリン）、伊藤香紀（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「懐かしい土地の思い出」より メロディ

2

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1961 時を繋いで、明和を巣立った音楽家 vol.30 センチメンタル・メロディー

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1962

〜秋風にさそわれて〜
クライスラー：美しきロスマリン 他

令和元年、奏でる短歌・奏でる物語 万葉集＆平家物語
〜いにしえの物語たちにメロディが流れる〜

［月］

●森重花音（ヴァイオリン）、佐藤亜衣、山本聡美（箏）、竹元真一郎（語り） ●雪の降る街を 朗読作品「万葉集」 他

［木］

●波馬 朝光（ヴァイオリン）、川村 なつみ（チェロ）、卯野 杏実（ピアノ）
●山田耕筰：ペチカ 渡辺 茂：たき火 ピアソラ：ブエノスアイレスの四季より 他

［月］

●大畑 正幸（二胡）、廣瀬 奏子（ハープ）
●カッチーニ：アヴェ・マリア グルーバー：きよしこの夜 村松崇継：彼方の光 他

［火］

●佐藤 杏奈（サクソフォン）、原田 実和子（ピアノ）
●ムソルグスキー：
「展覧会の絵」より 小前奏人 編：アメージング・グレイス

5

9

10
11

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1963 俳句 de クラシック 第２弾 師走のベストコレクション

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1964

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1965

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1966

二胡とハープ “歌の翼” 〜心の琴線に触れる名曲２〜
音楽のパレット 〜クラシックの名曲展覧会〜

●本多 美瑞紀、荒井 薫子（ピアノ）
●チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」より

［木］

●名古屋パストラーレ合奏団 弦楽合奏
●クライスラー：愛の喜び／愛の悲しみ

13

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1967

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1968

他

華麗なる２台ピアノの饗宴！

［水］

12

ラヴェル：ラ・ヴァルス

リスト：ラ・カンパネラ

チャイコフスキー：弦楽セレナーデより

他

歌姫たちのクリスマス

［金］

［月］

●平野 藍（クラリネット）、加藤 夕貴（ヴァイオリン）、沖本 まり子（ピアノ）
●チャイコフスキー：眠れる森の美女より ラフマニノフ：ヴォカリーズ 他

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1969

他

あなたに贈る音楽の花束

●女声アンサンブル Marimo 座（まりもざ）、秀平 雄二（ピアノ）、馬場 浩子（監修）
●モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス 信長貴富 編：クリスマスキャロルメドレー

16

街を彩るメロディー

ロンドンデリーの歌

エマージングコンサート 第 12 回 音が煌めき 心が躍るコンサート
●荒川 太一、長嶋 玲穂（ヴァイオリン）、野口 真由（ヴィオラ）、貫名 紗詠（チェロ）、神谷 英里佳（ハープ）
●ムソルグスキー：
「展覧会の絵」より プロムナード
他

［木］

●横田 彩、横田 愛、佐藤 千春、星野 奈菜美（フルート）
●J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より 序曲 他

［土］

●宮脇 泉月（ヴァイオリン）、天野 初菜（ピアノ）
●アメージング・グレイス アダン：オー・ホーリー・ナイト

［月］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1972 ザ・うたづくし！ 〜聖なる夜へといざなうハーモニー〜
●松林 宏子（ソプラノ）、淺野 淑子（メゾソプラノ）、黒野 啓介（テノール）、上田 賢（バリトン）
武田 恵美、鍬野 優佑（ピアノ） ●ビゼー：歌劇「カルメン」より 闘牛士の歌
柊かざろう／荒野のはてに

［火］

●飯田 愛実（ピアノ）
●リスト：ラ・カンパネラ

21
23
24

他

★スイーツの試食＆販売を開催！

［水］

19

62

心で奏でるハートフルコンサート

★ショコラの試食販売あり【提供：ぷれじゅーるちとせ】
●ハープデュオ ファルファーレ：松村多嘉代、松村衣里（グランドハープ )
●ドビュッシー：月の光 ラヴェル：
「マ・メール・ロワ」より 眠れる森の美女のパヴァーヌ ／ 妖精の園
他

30
2019 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1958

●木本亜梨沙（フルート）、高田知子（ハープ）、水野理紗子（ヴァイオリン）
●サティ：ジュ・トゥ・ヴ クライスラー：愛の喜び チャイコフスキーバレエ音楽「くるみ割り人形」より 花のワルツ

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1970

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1971

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1973

白銀にきらめくフルートカルテット

ヨーロッパのクリスマス 〜粉雪舞う中、ヴァイオリンの調べを〜
他

クリスマス・イヴを彩るピアノ曲

ショパン：ノクターン 第 20 番

他

【画像投影付】

他

2020 年

１月
L = 自由席

ランチタイム
名曲コンサート
約 60 分

※休憩なし

￥1,000

3

イタリアンニューイヤー 2020 〜大きな慶びをイタリア名曲にのせて〜

［金］

［土］

●クローバートリオ：森岡日向野（フルート）、松浦絵里奈（ヴァイオリン）、高橋果歩（ピアノ）
●ドヴォルザーク：
「新世界より」より 宮城道雄：春の海 ベートーヴェンメドレー 他

［金］

●テオフィルス弦楽四重奏団：綾川智子、原 沙登子（ヴァイオリン）、近藤健司（ヴィオラ）、河井裕二（チェロ）
●ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第 9 番「ラズモフスキー 第 3 番」より J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ

4

10
15
［水］

17
［金］

18

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1975

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1976

ディ・カプア：オー・ソレ・ミオ 他

新世界 〜令和の風にのせて〜
カルテットで楽しむニューイヤーコンサート
他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1977 ゆったり、まったり クラシックコンサートシリーズ Vol.12
絵手紙 de クラシック 冬暦コンサート 〜春の風が冬暦をめくる〜

●Trio Canaria（トリオ・カナリア）
：林 里紗（フルート）、久永彩加（ヴァイオリン）、廣瀬奏子（ハープ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 冬
中田 章：早春賦 他 ★冬暦をテーマにした絵手紙募集中／絵手紙の画像投影あり
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1978

日本の四季折々

●久野絵理（ソプラノ）、佐藤文美（メゾソプラノ）、安田 健（バスバリトン）、築山茉以（ピアノ）
●瀧 廉太郎：花 髙田 三郎：くちなし 小林秀雄：落葉松 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.1979 苅谷なつみ in 宗次ホール 2020 vol.1

心踊る お昼休み！〜カリシスデビューコンサート〜

［土］

●カリシス：苅谷なつみ、苅谷美幸、苅谷ちさと（ヴァイオリン） 近藤聡美（ピアノ）
●パッヘルベル：カノン ブラームス：ハンガリー舞曲より 他
★和菓子の試食販売あり【提供：宗家 源吉兆庵】

［水］

●妹尾寛子（フルート）、紫竹友梨（チェロ）、秀平雄二（ピアノ）
●ウェーバー：舞踏への勧誘 クライスラー：美しきロスマリン／愛の喜び 他

［木］

●安藤千紗都（ピアノ）
●ベートーヴェン：交響曲 第 5 番「運命」より 第 1 楽章

［金］

●青嶋祥代（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）
●J. シュトラウスⅡ：雷鳴と稲妻 ヴォーン = ウィリアムズ：グリーンスリーヴスによる幻想曲

［土］

●村松麻衣、百瀬愛莉（ピアノ）
●エルガー：愛の挨拶 ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

［月］

●小田祈子（フルート）、服部倭圭（尺八）、太田紗耶香（ピアノ）
●宮城道雄：春の海 八橋検校：六段の調べ シュテックメスト：
「歌の翼」による幻想曲

［木］

●Trio Lʼ amore（トリオ・ラモーレ）
：松本雅美、神鳥しおり（オカリナ）、舘 美里（ピアノ）
●クライスラー：愛の喜び J.S. バッハ：G 線上のアリア スメタナ：交響詩「わが祖国」より モルダウ

［金］

●デュオ・セレステ：岡野友絵（ベース＆クアトロ）、出口泰司（クアトロ＆バンドーラ）
●コーヒールンバ ベネズエラ 平原の魂 他

22
23
24
25
27
30
31
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♪ランチタイム名曲コンサート vol.1974

●アレックス（マンドリン）、涂 櫻（ソプラノ）、植村理穂（ピアノ）
●ナポリ民謡：帰れソレントへ ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1980

わたしとダンスを♪ 〜ダンス・ウィズ・ミー〜

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1981 ベートーヴェン生誕 250 周年記念 ピアノで聴くシンフォニー

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1982

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1983

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1984

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1985

ドヴォルザーク：交響曲 第 9 番「新世界より」より

あなたと、わたしと ヴァイオリン
他

ピアノロマンス〜２人のピアニストが贈るきらめく音の世界〜
リスト：愛の夢

他

尺八とフルートの競演！〜和と洋ききくらべ〜
他

愛すべきオカリナ！〜癒しの三重奏〜

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1986 2020 南米音楽シリーズ vol. １ グラーシアス！ベネズエラ

他

2020 年

２月

1

［土］

3

［土］

［月］

●黒田 るり（チェロ）、飯田 愛実（ピアノ）
●サン＝サーンス：白鳥 カッチーニ：アヴェ・マリア

［火］

●蒲 加根美（ソプラノ）、丹羽 幸子（メゾソプラノ）
、青木 園恵（ピアノ）
●プッチーニ：
「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ

［木］

●名古屋弦楽四重奏団：春日井 久美子、亀谷 希恵（ヴァイオリン）、小坂井 聖仁（ヴィオラ）、堀田 祐司（チェロ）
●クライスラー：愛の喜び アルベニス：タンゴ ピアソラ：ブエノスアイレスの冬
他

［金］

●奈加 靖子（ボーカル＆アイリッシュハープ）、中村 大史（ギター＆アコーディオン）、小嶋 佑樹（バグパイプ）
●ダニーボーイ サリーガーデン 他

［土］

●末武 可奈子、深堀 賢太朗、野村 茉由莉、前田 秀明（打楽器・マリンバ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 冬
フォーレ：シシリエンヌ
他

［水］

●馬場 淳史（津軽三味線）、村松 さつき（津軽三味線・津軽民謡）
●合奏曲六段 津軽じょんがら節 〜曲弾き掛け合い〜
他

［金］

●粟屋 京、安藤 玲奈（ピアノ）
●サン＝サーンス：白鳥 ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー

［火］

●石田 正（オーボエ）、蒔田 裕也（ピアノ・作曲）
●シューベルト：アヴェ・マリア
フォーレ：夢のあとに

［水］

●波多野 有紀（ヴァイオリン）、原田 綾子（ピアノ）
●ブラームス：ハンガリー舞曲 第５番 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

13
14
15
19
21
25
26
4

［水］

5

［木］

6

［金］

31
［火］

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1989

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1990

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1991

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1992

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1993

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1994

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1995

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1996

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1997

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1998

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1998

他

三丁目の夕日 2020 〜東京オリンピックふたたび〜

：村越 久美子（ヴァイオリン）
、城間 拓也（チェロ）、山本 多恵佳（ピアノ）
●Trio à la mode（トリオ ア・ラ・モード）
●ピアフ：愛の賛歌 ショパン：ポロネーズ 第６番「英雄」 エルガー：愛の挨拶 他

12

64

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1988

●神谷 英里佳（ハープ）、長谷部 りさ（ヴァイオリン）
●クライスラー：愛の悲しみ フォーレ：夢のあとに ドビュッシー：月の光

10

３月

気軽にオペラ

［月］

8

2020 年

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1987

●中嶋 真利子、田中 喜子（ソプラノ）、石原 まりあ（メゾソプラノ）、百瀬 愛莉（ピアノ）
●ドリーブ：
「ラクメ」より 花の二重唱 R. シュトラウス：ばらの騎士の三重唱 ビゼー：歌劇「カルメン」より ハバネラ

他

愛の音色を巡る旅 〜アムール ドゥ ムジーク〜
ロマンティック・チェロ
メンデルスゾーン：チェロソナタ 第２番 ニ長調より

他

夢見る想いシリーズ vol.20 〜二重唱・ハレの日に 202020 〜
他

冬に感じる愛のメロディ
アイルランドの風景を聴く 〜アイリッシュハープ弾き語り〜
冬の日のおとぎ話 〜マリンバの音色に乗せて〜
津軽三味線の響き 〜津軽の心〜
２台ピアノで！ホットな名曲
他

スイート・ソングス
他

悠久なるドナウ
リスト：愛の夢 第３番

他

これが世界一の津軽三味線！

●駒田早代（津軽三味線・民謡）、吉野りん子（ピアノ）
●平井康三郎：さくらさくら幻想曲 津軽じょんから節／尾鷲節

他

♪ランチタイム名曲コンサート vol.1999 ゆったり、まったりクラシックコンサートシリーズ Vol.13

心がほっこりするお話とクラシック 〜 365 日の親孝行〜

★志賀内泰弘 著「365 日の親孝行」発売記念

●レーヴ・パピヨン：渡辺優貴（ヴァイオリン）、田中佑美（オーボエ）、おおはたれいこ（朗読）
●モーツァルト：きらきら星変奏曲 J. シュトラウスⅡ：春の声 親の同じ話を何度でも「へ〜」と頷いて聴く（朗読） 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.2000 宗次ホール × ニュートンズが贈るベストセレクション

2000 回記念だよ！ニュートンズ 13th

●ニュートンズ：中川 香（ヴァイオリン）
、松本一策（ヴァイオリン／ヴィオラ）
、伊藤玉木（コントラバス）
、北川美晃（ピアノ）
●ヴィヴァルディ：
「四季」より 春 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲より 他
♪ランチタイム名曲コンサート vol.2007

魅惑のヴァイオリン名曲集

●古賀智子（ヴァイオリン）、阿見真依子（ピアノ）
●クライスラー：美しきロスマリン サラサーテ：カルメン幻想曲 ブラームス：ヴァイオリンナタ 第1番「雨の歌」より 他

