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ピアノ独奏 W.F.バッ作曲 :

  

リコーダー独奏 海沼 実作曲 

独 唱 Francesco Sartori

フルート二重奏 ハイドン作曲    

フルート独奏フルート独奏フルート独奏フルート独奏    ドビュッシー作曲

リコーダー独奏 モーツァルト作曲

鍵盤ハーモニカ独奏 Ｒ．シューマン

 Ｌ．アンダーソン

独 唱 シャンソン ラ・

オカリナ演奏 エーデルワイス、おおひばり

ピアノ独奏 Paul de Senneville

ピアノ独奏 リスト作曲 ため息

サックス独奏 銀座の恋の物語、ロシアより愛を込めて

二胡独奏 服部良一作曲 

ジャズバンド ベサメムーチョ、あなたなしでは

        （（（（A. Sax A. Sax A. Sax A. Sax 

＜＜ 休 憩 ＞＞ 

ピアノ独奏 ツェルニー50 番、

リコーダー二重奏  ボワモルティエ作曲

フルート独奏 シュテックメスト作曲

 シャルル アズナヴァール作曲

  

独 唱 岩里祐穂 作詞 

ピアノ独奏 youth case 作曲

ピアノ独奏 シューベルト作曲

ピアノ独奏 クレメンティ作曲

クラリネットアンサンブル P.Louiguy

 Eastburn 作曲 

金管アンサンブル アランメンケン作曲

  

        A.Sax. A.Sax. A.Sax. A.Sax. 栃木栃木栃木栃木

        

    

テラシック コンサート 

9 年９月７日（土）18:00～  大信寺

:ブーレ、シューマン作曲 「ユーゲントアルバム」より

 

 岡ノ谷 史夫作・編曲 みかんの花咲く丘幻想

Francesco Sartori 作曲 Time To Say Goodbye 

    ロンドントリオ 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

ドビュッシー作曲 シリンクス、オネゲル作曲 牝山羊の踊り

モーツァルト作曲  フルート 4重奏 KV285 より第 1 楽章

Ｒ．シューマン作曲 子供の情景よりトロイメライ， 

Ｌ．アンダーソン作曲 サンドペーパー・バレエ 

ラ・セーヌ、サンジャンの私の恋人 川島川島川島川島

エーデルワイス、おおひばり 

Paul de Senneville 作曲 Un Amour Sans Fin 

ため息 

銀座の恋の物語、ロシアより愛を込めて 

 蘇州夜曲 、黄海懐作曲 賽馬  二胡二胡二胡二胡    髙木髙木髙木髙木

ベサメムーチョ、あなたなしでは 

A. Sax A. Sax A. Sax A. Sax 渡辺渡辺渡辺渡辺    均均均均    Parc. Parc. Parc. Parc. 山野山野山野山野    覚覚覚覚    Pf. Pf. Pf. Pf. 清水清水清水清水    昌枝昌枝昌枝昌枝

番、 練習曲 45 番、バッハ平均律第 1 巻 14 

ボワモルティエ作曲 ソナタ４番 

シュテックメスト作曲 歌の翼による幻想曲、 

アズナヴァール作曲  ノッティングヒルの恋人より

 

 上田知華 作曲 PRIDE 岡田岡田岡田岡田

作曲 ふるさと 

シューベルト作曲 即興曲 Op.90-2 

クレメンティ作曲 ソナチネ op.36  No.3 

P.Louiguy 作曲 バラ色の人生、 H.Giraud 作曲 パリの空の下、

 茶色の小瓶 奥澤奥澤奥澤奥澤    光男、登田光男、登田光男、登田光男、登田    哲哉、星野哲哉、星野哲哉、星野哲哉、星野

アランメンケン作曲 BE OUR GUEST、JACKSON FIVE 作曲 

 

栃木栃木栃木栃木    翔太、齋藤翔太、齋藤翔太、齋藤翔太、齋藤    康葉、康葉、康葉、康葉、B.sax B.sax B.sax B.sax 広島広島広島広島    徹、徹、徹、徹、Trb. Trb. Trb. Trb. 

    TubaTubaTubaTuba 熊本熊本熊本熊本    真歩、齋藤真歩、齋藤真歩、齋藤真歩、齋藤

 補助事業（助成金が交付されました）

大信寺本堂 

「ユーゲントアルバム」より シチリア風に

 田所田所田所田所    つくしつくしつくしつくし 

みかんの花咲く丘幻想 岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷    史夫史夫史夫史夫 

 ダニエラ・ブスタマンテダニエラ・ブスタマンテダニエラ・ブスタマンテダニエラ・ブスタマンテ 

相場相場相場相場    皓一、皓一、皓一、皓一、Vc. Vc. Vc. Vc. 青木青木青木青木    和則和則和則和則    

牝山羊の踊り    相場相場相場相場    皓一皓一皓一皓一    

楽章 原島原島原島原島    富男富男富男富男    

新井新井新井新井    恵美恵美恵美恵美 

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 

 西田西田西田西田    深雪深雪深雪深雪    

 近藤近藤近藤近藤    昌子昌子昌子昌子 

 剱持剱持剱持剱持    美穂美穂美穂美穂    

 小林小林小林小林    英一英一英一英一    

髙木髙木髙木髙木    朝子、朝子、朝子、朝子、Parc. Parc. Parc. Parc. 山野山野山野山野    覚覚覚覚    

 心のすきま心のすきま心のすきま心のすきま    

昌枝昌枝昌枝昌枝    Base Base Base Base 大河大河大河大河    清志）清志）清志）清志） 

 中島中島中島中島    彩乃彩乃彩乃彩乃    

 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    

ノッティングヒルの恋人より She 

 竹澤竹澤竹澤竹澤    孝、孝、孝、孝、Pf.Pf.Pf.Pf.照内照内照内照内    純子純子純子純子    

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    

 松本松本松本松本    瞬瞬瞬瞬    

 大沢大沢大沢大沢    菜々子菜々子菜々子菜々子    

パリの空の下、 

哲哉、星野哲哉、星野哲哉、星野哲哉、星野    有希、谷津有希、谷津有希、谷津有希、谷津    杏樹杏樹杏樹杏樹    

 I WANT YOU BACK 

 Chin'sChin'sChin'sChin's（チンズ）（チンズ）（チンズ）（チンズ）    

Trb. Trb. Trb. Trb. 服部服部服部服部    麻子、田島麻子、田島麻子、田島麻子、田島    圭太、圭太、圭太、圭太、    

真歩、齋藤真歩、齋藤真歩、齋藤真歩、齋藤    修、修、修、修、Dram Dram Dram Dram 島島島島    祐樹祐樹祐樹祐樹    

（助成金が交付されました） 


