３

昼のひとときに贈る、名曲の調べ。

月 前半

ランチタイム名曲コンサート 2021 年
11：30 開演 11：00 開場（12：30 終演予定）
主催：宗次ホール

Vol.2143

〜ピアノの詩人 ショパン〜

卒業、別れ、年度末…いろいろな節
目を迎えるこの時期。爽やかな春、
新しい気持ちを迎えるために、ま
ずは音楽で癒されませんか。

有名なワルツ、CMで聴き馴染みのあ
るあの曲。名曲を集めました。
オール・ショパン・プログラム
小犬のワルツ
３つのエコセーズ
スケルツォ 第 2 番 他

カリシス

ベートーヴェン：ソナタ 第 5 番「春」より
苅谷 なつみ 苅谷 ちさと 近藤 聡美
リスト：ため息
かりや なつみ かりや ちさと こんどう さとみ
フランク：ソナタ イ長調より 他
（ヴァイオリン）（ヴァイオリン） （ピアノ）

久保山 菜摘
くぼやま なつみ

（ピアノ）

５ 日（金）

Vol.2144

春を歌にしたようなメロディ
をたっぷりお届けします！時
代を超えて愛される名曲をお
楽しみください。

春の小川を眺め、花を愛で、そ
して田園で深呼吸。一緒に春
の散歩へ出かけませんか？♪
ヴィヴァルディ：
「四季」“春”より
比護いづみ：春〜日本の唱歌メドレー
ドビュッシー：月の光
ベートーヴェン：交響曲「田園」より 他

横田 愛 西村 美紀 横田 彩

堀 琴雅

よこた あい にしむら みき よこた あや ほり ことか

（フルート） （フルート） （フルート） （フルート）

８ 日（月）

マスネ：タイスの瞑想曲
モンティ：チャールダッシュ
シューマン：
３つのロマンス Op.94 他
第３弾

清水 綾

天野 初菜

しみず あや

あまの はつな

（ヴァイオリン）

（ピアノ）

Go to 豊田 Concert

ツーリズムとよた × 宗次ホール

新型コロナウイルス感染症の流行により、自由に移動でき
ない日々が続いています。宗次ホールでは、コンサートを開
催することで観光地を応援しようと「Go To Concert」を開
催しています。第３弾は、豊かな自然を併せ持つ産業都市“豊
田市” です。人気観光地である “香嵐渓” は、紅葉やカタクリ
の花などが有名。また、
「足助の町並み」は伊那街道の重要
な中継地にあたり、物資運搬や庶民通行の要所として栄え
た商家町でまさにプチトリップにぴったりの観光地です。

小さな恋の
クラシック
〜懐かしの70年代〜

心に染みる懐かしい名曲の
数々をお届け致します！
パッヘルベル：カノン
ピアソラ：リベルタンゴ
グリーグ：ラストスプリング 他

観光地応援企画

10 日（水） Go to 豊田 Concert

春の香りに包まれて

春の田園散歩

Vol.2142

９ 日（火）

旅立ちの日に聴きたい名曲集

作曲家のバースデー・コンサート

Vol.2141

全自由席￥1,000（コンサートのみ）

後援：名古屋市教育委員会

１ 日（月）

Vol.2140

後半は、裏面に !

Quartetto Cuore（カルテット クオーレ）

映像付きコンサート

当日はとよた山里鹿肉欧風カレーを販売いたします

久永 彩加 伊藤 里紗子 犬塚 こころ 貫名 紗詠
ひさなが あやか いとう りさこ いぬづか こころ ぬきな さえ

（ヴァイオリン）
（ヴァイオリン）（ヴィオラ）（チェロ）

想い出クラシックシリーズVol.7
お客様からご応募いただいた「1970 年代」を
舞台にした様々な思い出の作文を朗読いたします
コロナ生活ですっかり家で過ごす時間が長くなり、これ
まで見返すことのなかった本や、レコード盤、映画のパ
ンフレット等を 50 年振りに机や本棚、開かずの箱から
取りだして、学生時代を懐かしむ
そんなコンサートです。懐かしい
70 年代の思い出作文の数々です。

Vol.2145

13 日（土）

春風にのせて

春の風を頬に感じ始めるこの季節、
明るい歌声をお届けします。心が
ほっこりする日本の歌や、光射し込
むオペラの愛の歌などをどうぞ！
小堀 勝啓
こぼり かつひろ

（朗読）

中田 章／吉丸 一昌：早春賦
中田 喜直／加藤 周一：さくら横丁
村井 都
田中 純一 青木 園恵
ドヴォルザーク：
むらい みやこ たなか じゅんいち あおき そのえ
歌劇「ルサルカ」より “月に寄せる歌” 他 （ソプラノ） （テノール） （ピアノ）

中止・振替等が発生している場合がございます。最新の情報は宗次ホールホームページまたはお電話でお問い合わせください。

営業時間 10：00 〜 16：00 ※13：45 以降に開演の公演がある場合は 18：00 まで営業 不定休
協力

テレピア
ホール

中部電力
マクドナルド
ベストウェスタン

1F

東新町

東急ホテル

ホテル名古屋
︵ スターバックス︶

ローソン

セブンイレブン

地下鉄栄駅⑫番出口より東へ徒歩 4 分→

中区役所

※やむをえず、曲目などに変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※未就学児のご入場は、お断りしております。

愛知芸術
文化センター

広小路通
旧中日ビル

※団体のお客様の為に席の一部を確保させていただく場合がございます。

地下鉄12番出入口
栄

三越

中日新聞・朝日新聞の映画・演劇案内欄に毎日掲載！！

東海テレビ

錦通

地下鉄東山線
栄駅

地下鉄名城線

本日の公演情報は

31日（水） トラウムジーク TEL 052-736-1059

オアシス
21

東新町
出口

NHK
名古屋放送局

名古屋高速 都市環状線

久屋大通

TEL 052（265）1718

至テレビ塔

至丸太町

