２

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 2020年
11：30 開演 11：00 開場（12：30 終演予定）
主催：宗次ホール

Vol.1987

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（土）

Vol.1990

気軽にオペラ

10 日（月）

ロマンティック・チェロ

オペラの名シーンを、解説を交
えながら分かりやすく気軽に楽
しんで頂ける１時間です。ぜひ
お越し下さいませ！

冬空の下、チェロとピアノが織り
な す、柔 ら か で 心 温 ま る ハ ー モ
ニーをお届けします。

サン = サーンス：白鳥
ドリーブ：
「ラクメ」より 花の二重唱 中嶋 真利子 田中 喜子 石原 まりあ 百瀬 愛莉 カッチーニ：アヴェ・マリア
R. シュトラウス：ばらの騎士の三重唱 なかじままりこ たなかよしこ いしはらまりあ ももせえり メンデルスゾーン：
チェロソナタ 第２番 ニ長調より 他
ビゼー：
「カルメン」より ハバネラ 他 （ソプラノ）（ソプラノ）（メゾソプラノ）（ピアノ）

Vol.1988

３ 日（月）

Vol.1991

神谷 英里佳

長谷部 りさ

（ハープ）

（ヴァイオリン）

かみや えりか

はせべ りさ

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 他
募集要項は HP をご覧下さい

当企画は、お客様から募集した、
「昭和を
感じる」写真などをスクリーンに投影して、
音楽と一緒に楽しんでいただくコンサート
です。田舎の原風景、
木造の校舎、
古い町並、
駄菓子屋、夕暮れ時、卒業アルバム、子供の
頃の写真などご応募ください。

８ 日（土）

Vol.1992

にわ さちこ

がま かねみ

（ピアノ） （ソプラノ）（メゾソプラノ）

13 日（木）

冬に感じる愛のメロディ
「愛」と「冬」を、暖 と 寒、明 と 暗、
優しさと厳しさに、我々四人が心
を合わせ響きを一つに、お客様に
お届けできますように…
名古屋弦楽四重奏団

クライスラー：愛の喜び
春日井 久美子 亀谷 希恵 小坂井 聖仁 堀田 祐司
アルベニス：タンゴ
かすがい くみこ かめたに きえ こさかい きよひと ほった ゆうじ
ピアソラ：ブエノスアイレスの冬 他 （ヴァイオリン）（ヴァイオリン）（ヴィオラ）（チェロ）

14 日（金）

〜アイリッシュハープ弾き語り〜

妖精の国アイルランドの伝承歌を中
心に♪。アイリッシュハープの、素朴 奈加 靖子 中村 大史
で可愛らしい音色もお楽しみ下さい。 なか やすこ なかむら ひろふみ

愛のある音楽の時間をお届けします
♪バレンタインシーズンならではの
愛に溢れる音楽をお楽しみください。
Trio à la mode（トリオ ア・ラ・モード）

村越 久美子 城間 拓也 山本 多恵佳
むらこし くみこ しろま たくや やまもと たえか

ダニーボーイ、サリーガーデン

（ボーカル& （ギター＆ （バグパイプ）
アイリッシュハープ ）アコーディオン）

他

試食商品：ウィスキー・マーマレード・ジャム →

２月の休館日は４日（火）、18 日（火）です。

10 日（月）
・26 日（水） トラウムジーク
12 日（水）
Happy Music

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

ローソン

セブンイレブン

中区役所

ホテル名古屋
︵ スターバックス︶

広小路通
旧中日ビル

地下鉄栄駅⑫番出口より東へ徒歩 4 分

地下鉄12番出入口
栄

三越

※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。

東海テレビ

愛知芸術
文化センター

錦通

地下鉄東山線
栄駅

地下鉄名城線

TEL 052-736-1059
TEL 052-740-5576
中日新聞・朝日新聞の映画・演劇案内欄に毎日掲載！！

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

至テレビ塔

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

※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。

小嶋 佑樹

こじま ゆうき

紅茶やチョコレートの試食＆販売を開催！提供先：株式会社ヒーロー

（ヴァイオリン）（チェロ） （ピアノ）

TEL 052（265）1718

本日の
公演情報は

青木 園恵 蒲 加根美 丹羽 幸子

あおき そのえ

アイルランドの風景を聴く

〜アムール ドゥ ムジーク〜

力

（ピアノ）

12 日（水）

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”
讃美歌：アメイジング・グレイス 他

Vol.1993

愛の音色を巡る旅

協

いいだ まなみ

どんな気分の時でも宗次ホールの
音楽に心包まれたなら、まるで日
常を離れた特別なハレの日に。

昭和を感じる写真募集中！！

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

飯田 愛実

くろだ るり

（チェロ）

〜二重唱･ハレの日に 202020 〜

〜東京オリンピックふたたび〜

Vol.1989

黒田 るり

夢見る想いシリーズ vol.20

三丁目の夕日 2020
哀愁漂うロマンティックな
曲から激しく情熱的な曲ま
で、数々の名曲を美しいヴァ
イオリンとハープの音色に
乗せてお届けします。
夕日の景色のように暖かく
幻想的な世界をお楽しみく
ださい。

後半は、裏面に !

至丸太町

