
♪♪♪♪♪♪♪♪    みんなのみんなのみんなのみんなのチャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサート    ７７７７    ♪♪♪♪♪♪♪♪ 

２０１１２０１１２０１１２０１１        ８８８８／／／／２７２７２７２７（（（（土土土土））））        １４１４１４１４：：：：００００００００開演開演開演開演    

札幌札幌札幌札幌サンプラザホールサンプラザホールサンプラザホールサンプラザホール（（（（北北北北２４２４２４２４条条条条西西西西５５５５：：：：011011011011----758758758758----3121312131213121））））    １０００１０００１０００１０００円円円円    

協賛協賛協賛協賛・・・・札幌札幌札幌札幌サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ    後援後援後援後援・・・・札幌市札幌市札幌市札幌市    

第第第第１１１１部部部部（（（（１４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：０５０５０５０５頃頃頃頃））））                        曲曲曲曲のののの合間合間合間合間ににににはははは、、、、入場入場入場入場いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。演奏中演奏中演奏中演奏中のののの出入出入出入出入りはごりはごりはごりはご遠慮下遠慮下遠慮下遠慮下さいさいさいさい。。。。    

１ モシュコフスキー  １５の練習曲より ６番、１１番  ４分半 ・・・・・・・・・・・ Ｔ．Ｒ． ピアノ・札幌市 

２ モーツァルト  ピアノソナタ 12 番第 2 楽章  ５分半 ・・・・・・・・・・ 中村由美子 ピアノ・札幌市 

３ シューベルト  即興曲 OP.142-2    ５分  ・・・・・・・・・・・・・・  中村大介 ピアノ・札幌市 

４ ショパン   ワルツ 変イ長調 Op.69-1  ５分  ・・・・・・・・・・・・・・・ 千里  ピアノ・札幌市 

５ ショパン   前奏曲第 15 番変二長調『雨だれ』  ６分 ・・・・・・ 原田果枝 ピアノ・札幌市 

６ リスト   夜想曲 《夢の中で》  ２分半  ・・・・・・・・・・・・・・・  鈴木智子 ピアノ・札幌市 

７ リスト   コンソレーション 第２番  ５分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  白鳥真澄 ピアノ・別海町 

８ フォーレ  言葉のない三つのロマンス第三 ３分 ・・・・・・・・・・・・・・・ 月田郁子 ピアノ・札幌市 

９ エルガー   愛の挨拶   ５分  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 金井博子 ピアノ・江別市 

１０ ラヴェル  ソナチネ第２楽章 メヌエット ３分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小原さやか ピアノ・千葉県 

１１ ラヴェル  ソナチネ第３楽章  ５分  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中嶋愛 ピアノ・札幌市 

１２ ラヴェル  クープランの墓よりプレリュード ４分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｔ．Ｋ． ピアノ・札幌市 

１３ プーランク  ３つのノヴェレッテより １、２、  ５分 ・・・・・・・・・・・・ 端本珠子 ピアノ・江別市 

第第第第２２２２部部部部（（（（１５１５１５１５：：：：１０１０１０１０頃頃頃頃～～～～１６１６１６１６：：：：１０１０１０１０頃頃頃頃））））                    進行進行進行進行時間時間時間時間はははは大体大体大体大体のののの目安目安目安目安ですですですです。。。。多少前後多少前後多少前後多少前後しますしますしますします。。。。    

１４ リスト  即興的ワルツ   ６分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 奥野裕佳子 ピアノ・群馬県 

１５ リスト  ジュネーブの鐘  ６分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前田 ゆり ピアノ ・札幌市 

１６ ドビュッシー  喜びの島  ６分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 木崎妙子 ピアノ・埼玉県 

１７ ドビュッシー  月の光   ５分   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東 和子 ピアノ・札幌市 

１８ ドビュッシー  アラベスク 第１番  ４分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 鈴木智子 ピアノ・札幌市 

１９ シベリウス  ロマンティックな情景 Op.101-5 ３分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石岡祥子 ピアノ・室蘭市 

２０ ラフマニノフ  プレリュードＯｐ．.３２－５  ３分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正岡珠美 ピアノ・札幌市 

２１ ラフマニノフ  プレリュードＯｐ．３２－１２ ２分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工藤詩子 ピアノ・苫小牧市 

２２ スクリャービン エチュードＯp．８－１２  ２分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 西原留美 ピアノ・札幌市 

２３ ラヴェル  悲しき鳥  ４分  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高木礼子 ピアノ・東京都 

２４ ラヴェル  水の戯れ  ５分半  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 武田香耶 ピアノ・札幌市 

第第第第３３３３部部部部（（（（１６１６１６１６：：：：１５１５１５１５頃頃頃頃～～～～１７１７１７１７：：：：２５２５２５２５頃頃頃頃））））                    半券半券半券半券があればがあればがあればがあれば、、、、外出後外出後外出後外出後、、、、再入場再入場再入場再入場できますできますできますできます。。。。    

２５ マシコタツロウ   ハナミズキ ５分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 河合佳恵 ピアノ・札幌市 

２６ 饗場 尋  もう一つの時間（toki） ６分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 青木 薫 ピアノ・千葉県 

２７ 西村由紀江  手紙  ４分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｙ．Ｓ． ピアノ・札幌市 

２８ 西村由紀江  六月の風に抱かれて 

ジョージ・ウィンストン  あこがれ/愛  計９分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 富樫徹也 ピアノ・愛知県 

２９ ジョージ・ウィンストン  Spring Creek  

ジョージ・ウィンストン  Moon   計９分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 宮 敦 ピアノ・千葉県 

３０ ウェーバー（ホルン編曲）  舞踏への招待 ８分 ・・・・・・・・・・・・若山伊都子・吉田亨 ピアノ連弾・札幌市 

３１ マスカーニ アヴェマリア 

プッチーニ 私のお父さん  計５分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ あけみ＆西原留美  声楽＆ピアノ伴奏・札幌市 

３２ 林光  “宵待草”変奏曲 多忠亮の主題による ３分半 ・・・ 矢崎一雄.＆野田舞子. フルート＆ピアノ・デュオ・札幌市 

３３ 水野良樹 ありがとう ６分 ・・・・ タートルズ(若原梓 Ob. 五十嵐健介 Cl. 板橋直之 Dr. 野田舞子 Pf.) 合奏・札幌市 

第第第第４４４４部部部部（（（（１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０頃頃頃頃～～～～１１１１８８８８：：：：４０４０４０４０頃頃頃頃））））                        曲目曲目曲目曲目、、、、出演者出演者出演者出演者、、、、演奏順演奏順演奏順演奏順はははは、、、、変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。    

３４ カール・ミヒャエル・ツィーラー ワルツ「謝肉祭のこどもたち」op.382 

ヨハン・シュトラウス２世  ワルツ「南国のばら」op.388  計１５分 ・・・・・・・・・・・・・・ 野々村直哉 ピアノ・埼玉県 

３５ ショパン  即興曲 Op.５１ 

Ｊ．Ｓ．バッハ 平均律クラビーア曲集第 2 巻 第 6 番ＢＷＶ875 計９分 ・・・・・・・・ 池崎 幸 ピアノ・札幌市 

３６ リスト  コンソレーション  第３番 ４分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 須田道代 ピアノ・石狩市 

３７ リスト  泉のほとりで  ５分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 狩野千尋 ピアノ・札幌市 

３８ リスト  ペトラルカのソネット 第 104 番 ７分半 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 野田舞子 ピアノ・札幌市 

３９ グラナドス  組曲「ゴイェスカス」より第１曲「愛の言葉」 

バッハ  フーガの技法よりコントラプンクトゥス４ 

リスト  超絶技巧練習曲集より第５曲「鬼火」   計１５分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大渕良弘 ピアノ・札幌市 

４０ ラフマニノフ  幻想的小品 Op.3 No.2  前奏曲 ”鐘”  ４分半 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 野谷 恵.＆ゆうりん ピアノと創作舞踊の共演・札幌市&東京都 

 

純益純益純益純益をををを、、、、日本移植支援協会日本移植支援協会日本移植支援協会日本移植支援協会をををを通通通通じてじてじてじて臓器移植患者臓器移植患者臓器移植患者臓器移植患者さんとさんとさんとさんと、、、、日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの東日本大震災義援金東日本大震災義援金東日本大震災義援金東日本大震災義援金にににに寄付寄付寄付寄付いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

■■■■主催主催主催主催：：：：野谷野谷野谷野谷    恵恵恵恵■■■■協賛協賛協賛協賛：：：：札幌札幌札幌札幌サンプサンプサンプサンプラザラザラザラザ■■■■後援後援後援後援：：：：札幌市札幌市札幌市札幌市■■■■詳細詳細詳細詳細情報情報情報情報////愛愛愛愛のののの夢第夢第夢第夢第３３３３番番番番 http://homepage2.nifty.com/Ainoyume/http://homepage2.nifty.com/Ainoyume/http://homepage2.nifty.com/Ainoyume/http://homepage2.nifty.com/Ainoyume/    

■■■■おおおお問合問合問合問合せせせせ（（（（野谷野谷野谷野谷）＊）＊）＊）＊メールメールメールメール    pianoon@nifty.compianoon@nifty.compianoon@nifty.compianoon@nifty.com＊＊＊＊電話電話電話電話    ０１１０１１０１１０１１－－－－２５２２５２２５２２５２－－－－３３９３３３９３３３９３３３９３    おおおお問合問合問合問合せはなるべくせはなるべくせはなるべくせはなるべく、、、、メールメールメールメールでおでおでおでお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    


