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ピアノ独奏 村井邦彦作曲 

ピアノ独奏 マシコタツロウ作曲

鍵盤ハーモニカ独奏 Ｔ．クーラ作曲

独 唱 ロシア民謡 和泉のほとり、江間章子作詞

  

フルート独奏 バルトーク作曲

 4. アルペンホーン踊り

リコーダー独奏 J.S.Bach 作曲 

 ロンド風ガボット

アンサンブル ボロディン作曲

 Freddie Mercury

ピアノ独奏 J.S.バッハ 作曲

  

独 唱 ロマンス、バラ色の人生

フルート二重奏 チマローザ作曲

  

フルート独奏 ドニゼッティ作曲

声 楽 CALDARA,Antonio

 弘田龍太郎作曲

アンサンブル 久石譲作曲 となりのトトロメドレー、ベン

  

        

＜＜休 憩＞＞ 

フルート独奏 アンデルセン作曲

フルート独奏 モーツァルト作曲

リコーダー二重奏  ボワモルティエ作曲

ピアノ独奏 久石 譲 作曲 

ピアノ独奏 ベートーヴェン作曲

リコーダー独奏 ヴェラチーニ作曲

  

ピアノ独奏 ショパン作曲 練習曲

バイオリン独奏 ヘンデル作曲 ソナタ

独 唱 竹内まりや作詞

ピアノ独奏 QQ 作曲 果てない空

ピアノ独奏  中村 有陽 作曲

アンサンブル モーツアルト作曲

  Fl.Fl.Fl.Fl.小澤小澤小澤小澤

    

テラシック コンサート 

9 年７月６日（土）18:00～  大信寺

 つばさをください 

マシコタツロウ作曲 もらい泣き、大竹 悠月作曲 踏切と水たまり

Ｔ．クーラ作曲 結婚行進曲 Op.3-2 

和泉のほとり、江間章子作詞 中田喜直作曲 夏の思い出

 新井新井新井新井

バルトーク作曲 ルーマニア民族舞曲から 1.棒踊り 2. 帯踊り

アルペンホーン踊り Fl. Fl. Fl. Fl. 岡田岡田岡田岡田

 ブリュッヘン編曲 無伴奏ヴァイオリンパルティータⅢより

ロンド風ガボット 

ボロディン作曲 ダッタン人の踊り、 

Freddie Mercury 作曲 Don't stop me now 

作曲 インヴェンション 8 番 、グリーグ作曲 ノルウェーの旋律

 

ロマンス、バラ色の人生 川島川島川島川島

チマローザ作曲 ２本のフルートのための協奏曲ト長調から

 Fl. Fl. Fl. Fl. 原原原原        純子、純子、純子、純子、Fl. Fl. Fl. Fl. 相場相場相場相場

ドニゼッティ作曲 ソナタ Fl. Fl. Fl. Fl. 相場相場相場相場

CALDARA,Antonio 作曲  Selve amiche、 

弘田龍太郎作曲 清水かつら作詞 「叱られて」 高橋高橋高橋高橋

となりのトトロメドレー、ベン.E.キング作曲

 Chin'sChin'sChin'sChin's（チンズ）（チンズ）（チンズ）（チンズ）A.Sax. A.Sax. A.Sax. A.Sax. 栃木栃木栃木栃木    翔太、齋藤康葉、翔太、齋藤康葉、翔太、齋藤康葉、翔太、齋藤康葉、

    Trb. Trb. Trb. Trb. 服部麻子、田島圭太、服部麻子、田島圭太、服部麻子、田島圭太、服部麻子、田島圭太、TubaTubaTubaTuba 熊本真歩、齋藤修、熊本真歩、齋藤修、熊本真歩、齋藤修、熊本真歩、齋藤修、

アンデルセン作曲 24 のエチュード 作品 21より 5 番 

モーツァルト作曲 ロンド ニ長調 大沢大沢大沢大沢

ボワモルティエ作曲 ソナタ２番 

 Summer 

ベートーヴェン作曲 ピアノソナタ第 14番 月光 第１楽章

ヴェラチーニ作曲 ソナタ１番 へ長調より １楽章ラルゴ

 

練習曲 作品 10-12、夜想曲 第 20 番 

ソナタ No.4  第 1、4 楽章 Vn. Vn. Vn. Vn. 松本松本松本松本

竹内まりや作詞 村松崇継作曲 いのちの歌 岡田岡田岡田岡田

果てない空 

作曲 山里の歌 

モーツアルト作曲 Divertimento Nr.5 第一楽章 

小澤小澤小澤小澤    和美、和美、和美、和美、Fl. Fl. Fl. Fl. 高橋高橋高橋高橋    美根尾、美根尾、美根尾、美根尾、Cl: Cl: Cl: Cl: ティム・ソーパー、ティム・ソーパー、ティム・ソーパー、ティム・ソーパー、

 補助事業（助成金が交付されました）

大信寺本堂 

 大竹大竹大竹大竹    泉璃泉璃泉璃泉璃    

踏切と水たまり 大竹大竹大竹大竹    悠月悠月悠月悠月    

 新井新井新井新井    恵美恵美恵美恵美 

夏の思い出 

新井新井新井新井    慶子慶子慶子慶子    Pf. Pf. Pf. Pf. 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加    

帯踊り 3. 足踏み踊り  

岡田岡田岡田岡田    真幸、真幸、真幸、真幸、Pf. Pf. Pf. Pf. 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加    

無伴奏ヴァイオリンパルティータⅢより 

 岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷    史夫史夫史夫史夫    

 VoigusVoigusVoigusVoigus    

ノルウェーの旋律  

 茅野茅野茅野茅野    翔大翔大翔大翔大    

川島川島川島川島    惠子、惠子、惠子、惠子、Pf.Pf.Pf.Pf.田部井田部井田部井田部井    聖子聖子聖子聖子    

２本のフルートのための協奏曲ト長調から 第１楽章 

相場相場相場相場    皓一、皓一、皓一、皓一、Pf. Pf. Pf. Pf. 高橋高橋高橋高橋    留美子留美子留美子留美子    

相場相場相場相場    皓一、皓一、皓一、皓一、Pf. Pf. Pf. Pf. 高橋高橋高橋高橋    留美子留美子留美子留美子    

高橋高橋高橋高橋    真理子真理子真理子真理子    Pf. Pf. Pf. Pf. 照内照内照内照内    純子純子純子純子    

キング作曲 Stand by me 

翔太、齋藤康葉、翔太、齋藤康葉、翔太、齋藤康葉、翔太、齋藤康葉、B.sax B.sax B.sax B.sax 広島徹、広島徹、広島徹、広島徹、    

熊本真歩、齋藤修、熊本真歩、齋藤修、熊本真歩、齋藤修、熊本真歩、齋藤修、Dram Dram Dram Dram 島島島島    祐樹祐樹祐樹祐樹    

 大沢大沢大沢大沢    菜々子菜々子菜々子菜々子    

大沢大沢大沢大沢    菜々子、菜々子、菜々子、菜々子、Pf. Pf. Pf. Pf. 照内照内照内照内    純子純子純子純子    

 岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷    史夫、原島史夫、原島史夫、原島史夫、原島    富男富男富男富男    

 須田須田須田須田    順子順子順子順子    

第１楽章 近藤近藤近藤近藤    昌子昌子昌子昌子    

１楽章ラルゴ 第 4楽章アレグロ  

 原島原島原島原島    富男富男富男富男    

 篠原篠原篠原篠原    英介英介英介英介    

松本松本松本松本    純子、純子、純子、純子、Pf. Pf. Pf. Pf. 築比地築比地築比地築比地    幸子幸子幸子幸子    

岡田岡田岡田岡田    洋子洋子洋子洋子    Pf. Pf. Pf. Pf. 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加 

 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加    

 中村中村中村中村    有陽有陽有陽有陽    

ティム・ソーパー、ティム・ソーパー、ティム・ソーパー、ティム・ソーパー、Cl. Cl. Cl. Cl. 松本松本松本松本    允允允允    

（助成金が交付されました） 


