
第41回～第56回定期演奏会 全プログラム
第41回定期演奏会

2005年4月23日（土）16:00開演 プラザイースト ホール

第1部

１．ソプラノ独唱 樋口典子 ピアノ：大賀美子

野口雨情作詞 中山晋平作曲

証城寺の狸囃子／シャボン玉／雨降りお月さん

兎のダンス

野口雨情作詞 本居長世作曲

赤い靴／青い眼の人形／七つの子

２．ソプラノ独唱 大沢富子 ピアノ：中村恵子

「野薔薇」 三木露風作詞 山田耕筰作曲

歌劇『夕鶴』より「別れの歌」 團伊玖磨作曲

３．テノール独唱 橋本博之 ピアノ：大賀美子

「喜ばせてあげてください」 Ｖ．ベッリーニ作曲

「舟人」 G.ドニゼッティ作曲

歌劇『愛の妙薬』より G.ドニゼッティ作曲

「人知れぬ涙」

４．作品発表 小菅泰雄 ピアノ：荒井明江

ピアノソナタ「景観」より第1楽章「山水」第3楽章「祭」

５．ピアノ連弾 プリモ：中村恵子

セカンド：山崎あさみ

『ドリ－組曲Op.56』より G.フォーレ作曲

「子守唄」「ミア・ウー」「トリーの庭」「スペインの舞曲」

第２部
6.ピアノ独奏 大賀美子

｢小犬のワルツ｣変ニ長調Od.64-1 Ｆ．ショパン作曲

｢華麗なるワルツ｣変イ長調Op.34-1 Ｆ．ショパン作曲

7．バリトン独唱 國弘雅也 ピアノ:大賀美子

｢ロシア民謡メドレー｣ 國弘雅也選曲 大賀美子編曲

８．二重唱 ソプラノ:田中清恵 ハリドン:１橋本和明

ピアノ山崎あさみ

歌劇『ドン・ジョバンニ』より

「手をとり合って」 W.A.モーツァルト作曲
歌劇『魔笛』より W.A.モーツァルト作曲

「パ・パ・パ」

９．二重唱 ソプラノ：飯浦君代 ソプラノ：大澤滋美

ピアノ中村恵子

｢日本歌曲メドレー｣ 小菅泰雄選曲・一部編曲

《１》

１０．三重唱 アルト：鈴木かおり(賛助)

テノール：奥村政仁 ハリドン杢子淳
ピアノ：大賀美子

歌劇『蝶々夫人』より G．プッチーニ作曲

「静かに、起こしてはならぬ～さらば花咲く家よ」

第42回定期演奏会
2006年4月22日（土）18:00開演埼玉会館小ホール
第１部 W. A.モーツァルトのアリアと二重唱
１．ソプラノ独唱 藤村昌子 ピアノ深沢里美子

「私の心は喜びにおどる」コンサートアリアl<.579

「恋人よ、さあこの薬で」歌劇『ドン・ジョバンニ』より

２．ソプラノ独唱 飯浦君代 ピアノ大賀美子

「私は出ていくわ、でもどこへ」コンサートアリアl<.583

「ぶつてよ、マゼツト」歌劇『ドン・ジョバンニ』より

３．バリトン独唱 杢子淳 ピアノ大賀美子

「カタログの歌」歌劇『ドン・ジョバンニ』より

４．バリトン独唱 國弘雅也 ピアノ大賀美子

歌劇『フィガロの結婚』より

「もう飛ぶまいぞ、このちようちよ」

５．二重唱 ソプラノ二宮裕子（賛助）バリトン橋本和明

ピアノ大賀美子

「この胸に狂う恋の炎を」歌劇『フィガロの結婚』より

６．ソプラノ独唱 田中清恵 ピアノ大賀美子

「楽しい思い出はどこへ」歌劇『フィガロの結婚』より

７．二重唱 ソプラノ田中清恵 ソプラノ二宮裕子（賛助）

ピアノ大賀美子

「そよ風に」（手紙の二重唱）歌劇『フィガロの結婚』より

第２部
８．作品発表 小菅泰雄
ソプラノ大潭滋美 テノール橋本博之ピアノ深沢里美子
青春レシピ（ソプラノ独唱） 山中茉莉作詞

さくら月宵（テノール独唱） 三枝ゆり子作詞

童話「狐の嫁入り」（ソプラノとテノールによる二重唱）

松谷みよ子文



９．ソプラノ独唱 大沢富子 ピアノ中村恵子

ばらの花に心をこめて 大木惇夫作詞 山田耕筰作曲

「愛のうた」歌劇『夕鶴』より

木下順二台本 團伊玖磨作曲

１０．ピアノ独奏 伊藤久子

「道化師の朝の歌」『鏡』より M.ラヴェル作曲

１１．ピアノ独奏 深沢里美子

｢ラ・カンパネラ｣ F.リスト作曲

第43回定期演奏会プログラム
2007年4月14日（土）18:30開演

彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール
第 1 部
１．バリトン独唱 國弘雅也 ピアノ大賀美子

「裏切り者なる愛よ」第3番 世俗カンタータ203番より

J. S.バッハ作曲

２．ソプラノ独唱 大沢富子 ピアノ中村恵子
｢夜と夢｣ F.シューベルト作曲

｢春の信仰｣

３．ソプラノ独唱 藤村昌子 ピアノ深沢里美子

｢私は辛い中で愛した｣ Ｓ.ラフマニノフ作曲

｢歌うな美しい人よ｣

４．木管５重奏

フルート門傅美智子 クラリネット大藤豪一郎

ファゴット磯崎早苗 オーボエ干葉敏幸 ピ'アノ山崎あさみ

ピアノと木管のための５重奏曲へ長調作品53より

F.ダンツィ作曲

６．作品発表 小菅泰雄

ソプラノ滝野美々子 テノール奥村政仁 バリトン橋本和明

ピアノ田中美雪

童話の世界「子守唄のしらせ」 松谷みよ子文
７．ソプラノ独唱 大澤滋美 ピアノ中村恵子

「野口雨情童謡メドレー」 小菅泰雄選曲 一部編曲

「青い目の人形」「七つの子」「十五夜お月さん」

野口耐肩作詞 本居長世作曲

《２》

「黄金むし」「雨降りお月」「あの町この町」「シャボン玉」

野口耐則乍詞 中山晋平作曲

第２部

７．ソプラノ独唱 田中清恵 ピアノ中村恵子

「わが母の教え給いし歌」『ジプシーの歌』より

「月に寄せるうた」歌劇『ルサルカ』より

A.ドヴォルジャーク作曲
８．ソプラノ独唱 飯浦君代 ピアノ中村恵子

｢花占い｣ p.マスカーニ作曲

歌劇『カヴアレリア･ルスティカーナ』より「ママの知るとおり」

９.ピアノ独奏 深沢里美子

バラード第3番作品47 F.ショパン作曲

10.テノール独唱 橋本博之 ピアノ大賀美子

歌劇『仮面舞踏会』より「告げてくれ、大波が私を‥・」

G.ヴェルディ作曲

歌劇『後宮からの誘拐』より 「コンスタンツェ、君に再び

会えるのだ」 W. A.モーツァルト作曲

11.バリトン独唱 杢子 淳 ピアノ大賀美子

歌劇『トロヴアトーレ』より「きみがほほ笑み」

G.ヴェルディ作曲

12.ピアノ独奏 河原三保子

「水の精」『夜のガスパール』より M.ラヴェル作曲

13.ピアノ独奏 大賀美子

10のバガテルより 一番，八番，三番

N.カプースチン作曲

14.トロンボーン独奏 小泉信介 ピアノ滝野美々子

交響的小品 作品88 A.ギルマン作曲

第４４回定期演奏会
２００８年４月１９日（土）１８:００開演

彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール
第１部
１．ピアノ独奏 山崎あさみ

イギリス組曲第２番イ短調BWV80Zより
２．トロンボーン独奏 小泉信介 ピアノ滝野美々子

組曲『風の谷のナウシカ』より 久石譲作曲



３．ピアノ独奏 深沢里美子
「謝肉祭」より R.シューマン作曲

1.前口上 4.高貴なワルツ 9.パピヨン 14．めぐり
あい 17．パガ二一二20. 休憩 21.ペリシテ人と闘う
ダヴィツド同盟の行進曲

第２部
４．作品発表 小菅泰雄
YUYA －コンサートスタイルによる現代能歌劇一
第一場｢宗盛の館｣原作： 能｢熊野｣世阿弥作(推察)
熊野：飯浦君代(ソプラノ)朝顔：大渾滋美(ソプラノ)
平清宗：橋本博之(テノール)平宗盛：杢子淳(バリト
ン)地謡(混声四重唱)：藤村昌子(ソプラノ1)田中清恵
(ソプラノ2)小菅泰雄(テノール)橋本和明(バリトン)

ピアノ:滝野美々子
第３部～プッチーニ特集～
５．ソプラノ独唱 大沢富子 ピアノ中村恵子
「歌に生き恋に生き」歌劇『トスカ』より
「私のお父さん」歌劇『ジヤンニ･スキッキ』より

６．ソプラノ独唱 樋口典子 ピアノ大賀美子
歌劇『トゥーランドット』より「お聴きください王子さま」
歌劇『トゥーランドット』より「氷のような姫君の心も」

７．バリトン独唱 國弘雅也 ピアノ大賀美子
「古い外套よ」歌劇『ラ･ボエーム』より

第45回定期演奏会
2009年 4月 19日（日）14:00開演

彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール
第1部
１．三重奏 ピアノ山崎あさみオーボエ千葉敏幸(賛助)

バスーン磯崎早苗(賛助)
「ピアノ、オーボエ、バスーンのための三重奏曲」
より第 1 楽章 Ｆ.プーランク作曲

２．トロンボーン独奏
「ロマンス」作品 21 Ａ.ヨルゲンセン作曲
トロンボーン独奏小泉信介 ピアノ：滝野美々子

３．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤久子
「前奏曲集 第１集」より「亜麻色の髪のおとめ」

Ｃ .ドビュッシー作曲
「版画」より 第 3曲「雨の庭」

Ｃ.ドビュッシー作曲
４．作品発表 小菅泰雄

ピアノ：滝野美々子
ピアノソナタ５―日本の旋法による―
第一楽章 ソナタ形式／第二楽章 通りゃんせ
第三楽章 ロンド形式

第２部－独唱と重唱でつづる〈日本のうた〉－
５．男声四重唱

橋本博之／杢子淳／橋本和明／國弘雅也
ピアノ：滝野美々子

男声合唱曲集『子供の詩(うた)』より
「きまっているのに」山本みきこ作詞 南 安雄作曲
「じ」 松田豊子作詞 南 安雄作曲
６．ソプラノ独唱 ソプラノ：藤村昌子

ピアノ菅井幸子(賛助)
『六つの子供の歌』より ≪３≫

「たあんきぽんき」
山村暮鳥作詞 中田喜直作曲

「おやすみ」 三木露風作詞 中田喜直作曲
『マチネ・ポエティクによる四つの歌曲』より
「さくら横町」 加藤周一作詞 中田喜直作曲

７．テノール独唱 橋本博之 ピアノ：菅井幸子(賛助)
歌曲集『沙羅』より 清水重道作詞 信時 潔作曲
「丹沢」／「沙羅」

８．ソプラノ独唱 飯浦君代 ピアノ：中村惠子
「赤とんぼ」 三木露風作詞 山田耕筰作曲
「うぬぼれ鏡」 小黒恵子作詞 平井康三郎作曲

９．ソプラノ独唱 田中清惠 ピアノ：伊藤久子
「松島音頭」 北原白秋作詞 山田耕筰作曲
「初恋」 石川啄木作詞 越谷達之助作曲
「宵待草」 竹久夢二作詞 多 忠亮作曲

10. バリトン独唱 杢子淳 ピアノ：初野由枝
「落葉松」 野上彰作詞 小林秀雄作曲

11. ソプラノ独唱 大澤滋美 ピアノ：中村惠子
『あしたへ贈る歌』より
「お母さんは春」 山川啓介作詞 渋谷 毅作曲
歌曲集『愛する歌』より
「さびしいかしの木」

なせたかし作詞 木下牧子作曲
12. ソプラノ独唱 大沢富子 ピアノ：中村惠子
『風の旅』より 星野富弘作詞 白石和彦作曲
「たんぽぽ」
「凍る三日月」 名取和彦作詞 土肥 泰作曲

13. バリトン独唱 国弘雅也 ピアノ：長田香保里
「○と△の歌」 武満 徹作詞 武満 徹作曲

14. 女声三重唱 飯浦君代／大澤滋美／田中清惠
ピアノ：中村惠子

「からたちの花」
北原白秋作詞 山田耕筰作曲 増田順平編曲

15. 出演者一同による合唱－45周年を記念して－
ピアノ：山崎あさみ

「花」 武島羽衣作詞 滝廉太郎作曲

第46回定期演奏会
2010年4月17日（土）16:30開演 埼玉会館小ホール

第一部
１．ソプラノ独唱＆二重奏

ソプラノ：田中清恵 バリトン：橋本和明

ピアノ：大賀美子

歌劇「道化師」より レオンカヴァツロ作曲

″鳥の歌″

″捨てる気でいたのなら なぜ私を愛したか″

２．ソプラノ独唱

ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子

歌曲集「春」より″高みから吹く風のように″

トルストイ詩 リムス牛一・コルサコフ作曲

「12の歌曲」より〝リラ〟



ペケートヴア作詞 ラフマニノフ作曲

「６つの歌」より″夢″ ハイネ詩 ラフマニノフ作曲

鶴 ガムザート詩 ヤン・フレンケリ作曲

３．テノール独唱 テノール橋本博之 ピアノ：滝野美々子

歌曲集「白鳥の歌J D.957 シューベルト作曲

″セレナード″ Ｌ・レルシュターブ作詞

″鳩の便り″ L.G.ザイドル作詞

歌曲集「リーダー・クライスOp.39」より

″間奏曲″アイヒエンドルフ作詞 シューマン作曲

４．ソプラノ独唱 ソプラノ：大沢富子 ピアノ：中村恵子

歌曲集「詩人の恋」より″

美しい月、五月に″ ハイネ詩 シューマン作曲

歌曲集「リーダー・クライスOp.39」より 《２》

アイヒエンドルフ詩 シューマン作曲

〝月の夜〟／〝春の夜〟

５．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤直子

「前奏曲第１集」より ドビュッシー作曲

亜麻色の髪の乙女／ミンストレル／沈める寺

第2部
６．ソプラノ独唱 ソプラノ：大潭滋美 ピアノ：中村恵子
歌「SONGS」より 谷川俊太郎作詩 武満徹作曲

“死んだ男の残したものは″ ″昨日のしみ″

７．ソプラノ独唱 ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村恵子

「小さな三つの歌」より野出直鑑作詞 金井良次作曲

〝すぎな〟

少年 三好達治作詞 諸井三郎作曲

８．作品発表 作曲：小菅泰雄

ソプラノ：飯浦君代 バリトン：杢子淳
ピアノ：滝野美々子

現代能歌劇「かきつばだ」より第一場″八つ橋にて″

原作：能「杜若」金春禅竹（推測）

９．トロンボーン独奏

トロンボーン：小泉信介 ピアノ：滝野美々子

変補ホ短調の小品 ロパルツ作曲

10．二台ピアノ

第一ピアノ：山崎あさみ 第二ピアノ：伊藤久子

「ラプソディ・イン・ブルー」 ガーシュウィン作曲

第47回定期演奏会
2011年4月16日（土）１８：３０埼玉会館小ホール

第１部
１．ソプラノ独唱

ソプラノ：田中清恵 ピアノ：中村惠子

鐘が鳴ります 北原白秋詩 山田耕筰曲
松島音頭 北原白秋詩 山田耕筰曲
バラの花に心をこめて 大木惇夫詩 山田耕筰曲

２．ソプラノ独唱
ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村惠子

びいで びいで 北原白秋詩 清水脩曲
平城山 北見志保子氏 平井康三郎曲

３．ソプラノ独唱
ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村惠子

「叙情歌集」より『朱の小箱』
室尾犀星詩 清水修曲

六騎（ろっきゅ） 北原白秋詩 山田耕筰曲
４．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤直子

ロンドカプリチオーソ ホ長調 Op.14
メンデルスゾーン作曲

５．ソプラノ独唱
ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子

「６つのロマンス」より『子守歌』
チャイコフスキー作曲

「１２の歌」 Op. 14より第11番『春の流れ』
ラフマニノフ作曲

歌劇「ルサルカ」より ドヴォルザーク作曲
ルサルカのアリア『白銀の月』

６．ソプラノ独唱
ソプラノ：大澤富子 ピアノ：中村惠子

「ミルテの花」op25より シューマン作曲
第1曲『献呈』 F.リュッケルト詩

第3曲『くるみの木』 モーゼン詩
第24曲『君は花のよう』 ハイネ詩

７．トロンボーン独奏
トロンボーン：小泉信介 ピアノ：滝野美々子

バラード ウジェーヌ・ボザ作曲
第２部
８．二台ピアノ 第１ピアノ：山崎あさみ

第二ピアノ：河原三保子
二台のためのピアノソナタニ長調K.448

モーツアルト作曲
第一楽章 Allegro con spirito
第三楽章 Allegro molto

９．ソプラノ二重唱
ソプラノ：大澤滋美 ソプラノ：田口和子

猫の二重唱 ロッシーニ作曲
１０．ピアノ独奏 伊藤久子

「夜のガスパール」より ラヴェル作曲
第１曲『水の精』

１１．テノール独唱 橋本博之 ピアノ浜田佳由里
「冬の旅」D.911作品 89 より

ミューラー詩 シューベルト曲
第５曲『菩提樹』
第 13曲『郵便馬車』
第 23曲『幻の太陽』

《４》



１２．作品発表 小菅泰雄
現代能歌劇「夕顔」全二幕より
第一幕 第一場「玉鉾」 第二場「十五夜」

原作：紫式部作「源氏物語・夕顔の章」
夕顔＝飯浦君代（ソプラノ）六条の御息所＝田中清恵
（ソプラノ）光源氏＝杢子淳（バリトン）
藤原惟光＝橋本和明（バリトン）滝野美々子（ピアノ）

第48回定期演奏会
2012年4月28日（土）18:30開演 埼玉会館小ホール

第1部
１．ピアノ独奏 ピアノ：福沢真望

ドビュッシー◇ロマンティックなワルツ

２．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤直子

ラフマニノフ◇前奏曲 Op.3-2「鐘｣

３．バリトン独唱

バリトン：國弘雅也 ピアノ：大賀美子

シュトラウス◇『8つの歌Op.iO』トより第8曲「万霊節」

４．ソプラノ独唱

ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子

『ラードガウスの歌詞による6つの歌Op.73』より

チャイコフスキー作曲

第3抽「この月夜の晩に」／第5曲「陰愉な日々に」

第6曲「再びもとのように孤独で」

５ バリトン独唱

バリトン：杢子淳 ピアノ：大賀美子

歌劇『椿姫』より「プロヴァンスの海と陸」

ヴェルディ作曲

６．ソプラノ独唱

ソプラノ：大沢富子 ピアノ：中村恵子

『女の愛と生涯Op.42』より シューマン作曲
第1曲「あの方にはじめてお会いして以来」

第3曲「なにがどうなっているのか、さっぱりわからない」

第ﾌ曲「私の心に、私の胸に」

７．ソプラノ独唱

ソプラノ：：飯浦こ君代 ピアノ：中村惠子

歌曲集『魚とオレンジ』（阪田寛夫作川より

中田喜直作曲

「艶やかなる歌」／「ケツコン」／「祝辞」

８．トロンボーン独奏

トロンボーン：小泉信介 ピアノ；滝野美々子

ボザ◇バラードOp.62

９．木管五重奏

ピアノ；山崎あさみ／オーボエ：千葉敏幸

クラリネット：中川鉄也／ホルン：皆川理恵

ファゴット：吉川麻衣子

『ピアノと木管のための五重奏曲変亦長調 作品16』より

第１楽章 ベートーヴェン作曲

第2部
１０．フルート独奏

フルート：猪瀬えりか ピアノ：福沢真望
『フルートソナタニ長調Op.94』より

第4楽章 プロコフィエフ作曲

１１．ソプラノ独唱 ソプラノ：村上恵 ピアノ･;若林淑恵

歌劇『ルサルカ』より ｢白銀の月よ｣

ドヴォルザーク作曲

１２．ソプラノ独唱

ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村惠子

『パリ旅情』(深尾須磨子作詩)より

｢街頭の果物屋｣ 高田三郎作曲

『ひとりの対話』(高野喜久雄作詩)より

｢遠くの空で｣／ ｢くちなし｣ 高田三郎作曲

１３．ソプラノ独唱

ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村惠子

『マチネ・ポエティクによる四つの歌曲』より

｢さくら横ちょう｣(加藤周一作詩)／ ｢髪｣(原條あき子作詩)

中田喜直作曲

１４．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子

『パガニーニによる超絶技巧練習曲』より

第3番嬰ト短調「ラ・カンパネラ」 リスト作曲

１５．テノール独唱

テノール：橋本博之 ピアノ：滝野美々子

『５つ辺抒情詩第1･集』より ｢輝く星々｣

チマーラ作曲

歌劇『道化師』より｢もう道化師じゃない｣

レオンカヴァルロ作曲

１６．二重唱＆ソプラノ独唱

ソプラノ:･田中清恵 バリトン：橋本和明

ピアノ：伊藤直子

歌劇『ドン・ジョバンニ』より モーツァルト作曲

「だがいに手をとりあつて」／「ぶっでよマゼット」

１７．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤久子

幻想曲 へ短調 Op.49 ショパン作曲

第49回定期演奏会
第1部

１．作品発表 小菅泰雄
現代能歌劇『井筒』よリ第二場「僧の夢」

原作:：世阿弥作 能「井筒」
《５》



ソプラノ：田中清恵 バリトン：橋本和明
ピアノ：滝野美々子

２．バリトン独娼

バリトン：:杢子淳 ピアノ：初野由枝（賛助出演）

歌劇「オテロ」よリ｢ヤーゴの信条｣ ヴェルディ作曲

３．フルー･ト独奏

フルート：猪瀬えりか ピアノ：福沢真望

ファンタジー0p79 フォーレ作曲

４．ソプラノ独唱 ソプラノ:藤村昌子 ピアノ:･滝野美々子

ソプラノ:藤村昌子 ピアノ:･滝野美々子

高みから吹く風のようにOp.43－２ R.コルサコフ作曲
たなびき流れる雲1はまばらになりOp.42-3

５．ソプラノ独唱

ソプラノ：大沢富子 ピアノ：滝野美々子

リラOp.8-5 ラフマニノフ作曲

夢Op.8-5 ラフマニノフ作曲

ここは佳きところOp.21-7 ラフマニノフ作曲

６．二台ピアノ演奏 第一ピアノ：河原三保子

第二ピアノ：伊藤 久子

『組曲第2番Op.17』より．ラフマニノフ作曲

第１楽章 序奏／第3楽章 ロマンス

第４楽章 タランテラ

第2部
７．ソプラノ独唱

ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村惠子

小原 崇◇ソングブック『逢久てよかったねJより

「六月しとしと涙雨」垣内磯子作詩）

遠藤雅夫（寺山修司作詩）

◇何にでも値段をつける古道具屋のおじさんの話

中田喜直◇さよならはいしわないで（鶴岡千代子作詩）

８ ソプラノ独唱

ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村惠子

小林秀雄◇日記帳（藤田圭雄作詩）

平井康三郎◇しぐれに寄する抒情（佐藤春夫作詩

９ テノール独唱

テノール：橋本博之 ピアノ：滝野美々子

おお春よ ティリンデッリ作曲

歌劇･『アイーダ』より「清きアイーダ」ヴェルディ作曲

１０．ソプラノ独唱

ソプラノ：村上恵 ピアノ：福沢真望

フルート：猪瀬えりか

カンタータ第211番 バッハ作曲

『そっと黙って、おしゃべりめさるな」より

「ああ、なんてゴービーは美味しいんでしよ」

１１．ソプラノ独唱:＆二重唱

ソプラノ：飯浦君代 ピアノ：福沢真望

夢 トスティ作曲

ラクメ＊村上恵 マリカ＊飯浦君代

ドリーブ◇歌劇『ラクメ』より ドリーブ作曲

～花の二重唱～「マリ力よ、いらっしゃい」

１２．トロンボーン独奏.

トロンボーン：小泉信介 ピアノ：滝野美々子

ア・ソング・フォー・ジャパン フェルフルスト作曲

(A Song For japan for trombone and piano)
１３ 二台ピアノ演奏

第１ピアノ：山崎あさみ 第２ピアノ:ｲ尹藤直子
ハイドンの主題による変奏曲Op.56b

第50回記念定期演奏会
2014年4月27日（日）16:00開演

彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール
第一部―独奏を中心として－
１．ﾋﾟアノ:独奏 ピアノ：吉谷茉帆

E.グラナドス◇演奏会用：アレゲロ

２．ピアノ連弾

プリモ：中村恵子 セカンド：伊藤久子

『ママールマ・メール・ロワ』より M.ラヴェル作曲

１．眠れる森の美女のパヴァーヌ

２．.パゴダの女王レドロネット

３．妖精の園

３．ピアノ連弾 プリモ：石森宏美（賛助出演）

セカンド：滝野美々子

『ピアノ連弾jのための6つの小品作品１１』より

５．ロマンス／６．プヴプ S.ラフマニノフ作曲

４．フルート独奏

フルート:猪瀬えりか ビプノ：吉谷茉帆

バラード P.ゴーペール作曲

５ ソプラノ：独唱 ソプラ：大澤滋美 ピアノ：中村惠子

ソング・ブック『逢えてごよかった『』より 小原孝作曲

「そうのクリーニングやさん」／「トライアングルが好き」

６．ピアノ独奏 ピアノ:･田浦雅子

『12の練習曲作品 8』より A.スケリャービン作曲
8．変イ長調／ 12．嬰二短調

７．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤久子

ポロネーズ第６番変イ長調「英雄」作品 53

ショパン作曲
《６》



第2部―声楽と室内楽によるアンサンブル－

８．作品発表 作曲：小菅泰雄
現代能歌劇『葵上』第 1幕ハイライト

原作：紫式部作『源氏物語』第九帖「葵」
世阿弥作能『葵上』の一部

六条の御息所：田中清恵（ソプラノ）
照日巫女：大澤滋美（ソプラノ）

光源氏：杢子 淳（バリトン）
桐壺帝：橋本和明（バリトン）
指揮：金井良次（賛助出演）

室内管弦楽：RK室内管弦楽団（賛助出演）
第3部－ルミナス・フィルハーモニー管弦楽団との共演－

９．ピアノと管弦楽の協奏
J.Sバッハ◇ピアノコンチェルト ピアノ:山崎あさみ

第1番ニ短調BWV1052第一楽章

J.Sバヅハ◇ピアノコンチェルト ピアノ：伊藤直子
第ﾌ番卜短調BWV10:58第一楽章
モーツアルト◇ピアノコンチェルトピアノ：河原三保子
第8番ハ長調K246第一楽章

１０．ソプラノ独唱 ソプラノ･：田口和子

W.Aモーツァルト◇歌劇『フィガロの結婚』より

「愛の神よ、みそなわせ」

１１．テ ノール独唱 テノ一ル：橋本博之

W.Aモーツァルト◇歌劇『魔笛』より

｢なんと美しい絵姿｣

１２．バリリトン独唱 バリトン独唱：杢子淳

W.Aモーツァルト◇歌劇『魔笛』より「恋人か女房が」

１３．ソプラノ独唱 ソプラノ：藤村昌子

V.ベッリーニ◇歌劇『カブレーティ家とモンテッキ家』より

「ああ 幾だびか」

14 ソプラノ独ﾉ唱 ソプラノ：飯浦君代

Ａ.ドヴォルザーク◇歌劇『ルサルカ』より「月に寄せて」

１５．ソプラノ独唱 ソプラノ：大沢富子

G.プッチーニ◇歌劇『トスカ』より

「歌に生き恋に生き」

１6．ソプラノ独唱 ソプラノ：田中清恵

C.サン＝サーンス◇歌劇『サムソンとデリラ』より

｢あなたの声に心は開く｣

１７．合唱

W.A.モーツァルト◇歌劇『プイガ口の結婚』よ.り

第４幕フィナーレ

第51回定期演奏会
2015年 4月 26日（日）14:00開演 埼玉会館小ホール
第１部 ≪７≫

１．作品発表 小菅泰雄
現代能歌劇「葵上」第二幕 第二場「結び文」

原作：紫式部作 源氏物語第九帖「葵」
《六条御息所》田中清恵(ソプラノ）

《光源氏》橋本和明(バリトン) ピアノ：滝野美々子
２．ソプラノ独唱

ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村恵子
日本歌曲メドレー(小菅泰雄編）
宵待草～ちんちん千鳥～あさね～お菓子と娘～
富士山見たら

３ ソプラノ独唱
ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村恵子

◇演奏会用アリア「すてきな春に」
峯陽作詞／小林秀雄作曲

◇「瞳」 薩摩忠作詞／小林秀雄作曲
４ ピアノ独奏 ピアノ：伊藤直子
◇ロンド・ブリランテ作品 62 K.ウエーバー

５．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子
◇ソナタ第 2番変口長調作品 35 第 1楽章

F ショパン
第2部
６．バリトン独唱

バリトン：杢子淳 ピアノ：嶋崎涼介(賛助出演）
W.A.モーツァルト◇歌劇『フィガロの結婚』より
「もう飛ﾉﾎﾞまいぞ、この蝶々」

７．ソプラノ独唱
ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子

◇歌劇『ラ・ボエーム』より G.プッチーニ
「私の名はミミ」
「あなたの愛の声に呼ばれて出た家に」

８．テノール独唱
テノール：橋本博之 ピアノ：滝野美々子

◇歌劇『エフゲニー・オネーギン』より
Ｐ．Ｉ． .チャイコフスキー

「貴女を愛しています」
「どこへ去ったのか青春の日々は」

９．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤久子
◇ソナタ第 3 番口短調作品 58 第 1 楽章 F.ショパン

10．ピアノ連弾 ピアノ:1st田浦雅子2nd山崎あさみ
◇幻想曲へ短調作品 103 (D940) F.シューベルト

第52回定期演奏会
2016年 4月 23日（土）16:00開演
彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
第１部
１．ソプラノ独唱

ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子
◇星よ、おまえはどこに？ M.ムソルグスキー作曲

◇私は野の草ではなかったかP.I.チャイコフスキー作曲

２．ソプラノ独唱 ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村恵子

◇茨の実 林柳波作詩／小松清作曲

◇落葉松 野上彰作詩／小林秀雄作曲



３．テノール独唱テノール：橋本博之 ピアノ：福沢真望

◇六騎 北原白秋作詩／山田耕筰作曲

◇歌劇『リゴレット』より G.ヴェルディ作曲

「あの女がさらわれた～ほおの涙が」

４．ソプラノ独唱 ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村恵子

◇みぞれに寄する愛の歌 大木惇夫作詩／山田耕筰作曲

◇中国地方の子守歌 日本古謡／山田耕筰編曲

５．ソプラノ独唱 ソプラノ：飯浦君代 ピアノ：中村恵子

◇うばぐるま 西條八十作詩／中田喜直作曲

◇歌をください 渡辺達生作詩／中田喜直作曲

６．作品品発表 作曲：小菅泰雄

六条御息所の霊：田中清恵（ソプラノ）

諸国一見の僧：杢子淳（バリトン）

地謡:光源氏：橋本和明（バリトン）

ピアノ：滝野美々子

現代能歌劇『野宮』一幕二場 原作：金春禅竹

第二場「幽玄」

第２部

７．ピアノ独奏 ピアノ：田浦雅子
◇エチュード作品12-11 C．ドビュツシー作曲
「組み合わされたアルペジオのための」

８．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤久子
◇バルカローレ（舟歌）嬰へ長調作品60

F.ショパン作曲
９．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子
◇プレリュード作品23 S．ラフマニノフ作曲
第4番／第5番

10． ピアノ８手連弾
第１ピアノ:1st滝野美々子2nd中村恵子
第２ピアノ:1st伊藤直子2nd山崎あさみ

◇バレエ組曲『＜るみ割り人形』作品71
P.I.チャイコフス牛一作曲

(1) 小さな序曲
(２）特徴的な踊り

a）行進曲 ｅ）中国の踊り
b）こんぺい糖の精の踊り f）あし笛め踊り
c）トレパーク ｅ）中国の踊り
d）アラビアの踊り

(3) 花のワルツ

第5３回定期演奏会
2017年 4月 15日（土）16:00開演 埼玉会館小ホール
第１部
１．ソプラノ独唱

ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子
◇何を夜の闇の中で N.リムスキイ＝コルサコフ作曲
◇歌うな、美しい人よ S.ラフマニノフ作曲

２．テノール独唱
テノール：橋本博之 ピアノ：大嶋真望

◇暁は光から影を分ける F.P.トスティ作曲
◇歌劇『運命の力』より「天使の胸に抱かれる君は」

G.ヴェルディ作曲
３.ソプラノ独唱ソプラノ：田中清恵 ピアノ：中村恵子
◇歌劇『カヴァレリアリレスティカーナ』より
「ママも知る通り」「アヴエ・マリア（間奏曲）」

P.マスカーニ作曲
４．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子
◇バラード第3番変イ長調 作品47 F.ショパン作曲

５．ソプラノ独唱
ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村恵子

◇レモンと海 中村千栄子作詩／湯山昭作曲
◇たんぽぽ 三好達治作詩／中田喜直作曲

６．ソプラノ独唱
ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村恵子

◇もう直き春になるだろう
城左門作詩／山田一雄作曲

◇みぞれに寄する愛の歌
大木惇夫作詩／山田耕筰作曲

７．ソプラノ独唱
ソプラノ：飯浦君代 ピアノ：滝野美々子

◇さくら横ちょう 加藤周一作詩／中田喜直作曲
◇さくら横ちょう 加藤周一作詩／別宮貞雄作曲
◇霧と話した 鎌田忠良作詩／中田喜直作曲

８．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤久子
◇ソナタ第3番口短調作品58第4楽章 F.ショパン作曲

第2部
９．作品発表－コンサート・スタイルによる一
歌劇『つゆ』一幕二場より（原作：初代三遊亭圓朝）

つゆ：藤村昌子」 よね：大澤滋美
萩原新三郎：橋本和明 山本志丈：杢子淳

ピアノ：滝野美々子
第一場「飯島家別荘の庭先」
時：江戸時代梅の花が咲く頃

１０．ピアノ連弾(1台４手）
吉谷茉帆（1st.） 大嶋真望（2nd.）

◇鮫 A.ピアソラ作曲
１１．ピアノ連弾（２台８手） 第１ピアノ：山崎あさみ(1st)

第２ピアノ：伊藤直子{1st)
◇組曲『展覧会の絵』より

M.ムソルグスキー作曲（猪間道明編曲）
プロムナード
ノーム（地の精）
古城
テュイルリ公園 子供達の遊びと喧嘩
バレエ 卵の殻をつけたひよこの踊り



サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ
リモージユの市場
雄鶏の脚の生えた小屋にーバ・ヤーガ）
キエフの凱旋門

第54回定期演奏会
2017年 4月 14日（土）16:00開演

彩の国埼玉芸術劇場音楽ホール
第１部
１．ソプラノ独唱

ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村惠子
歌曲集「あなたが歌うとき」より 青木一恵 作詩
◇「あなたが歌うとき」 大中 恩 作曲
◇「あこがれ」 ◇「もしも」

２．ソプラノ独唱
ソプラノ：田口和子 ピアノ：中村惠子

◇アヴェ・マリア カッチーニ作曲
◇アマリリス 長崎 透作詞 中田喜直作曲

３.ソプラノ独唱ソプラノ：田中清恵 ピアノ：伊藤直子
◇歌劇『カヴァレリアリレスティカーナ』より
「ママも知る通り」「アヴエ・マリア（間奏曲）」

P.マスカーニ作曲
◇アレルヤ モーツアルト作曲
◇歌劇「メフィストフェレ」より ポーイト作曲

「いつかの夜、海の底に」
4．ピアノ独奏 ピアノ:･田浦雅子
◇ディユポールのメヌエットによる９つの変奏曲

モーツアルト作曲
5．ソプラノ独唱

ソプラノ：藤村昌子 ピアノ：滝野美々子
◇「憧れを知る者のみが」 チャイコフスキー作曲
◇「告げよ」

6．テノール独唱
テノール：橋本博之 ピアノ：大嶋真望

◇かわいい口もと トスティ作曲
◇私は悩みに満ちて スカルラッティ作曲
◇歌劇「マルタ」より「夢のごとく」 フロトー作曲

7．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子
◇ノクターン作品15-2 作品27-1 F.ショパン作曲

第2部
8．作品発表－コンサート・スタイルによる－台本作曲：小菅泰雄
錦 木：飯浦君代 も み じ：大澤滋美
か え で：藤村昌子 平 維盛：杢子 淳
清原成時：橋本和明 鶴 丸：橋本博之

ピ ア ノ：滝野美々子
歌劇『紅葉狩』一幕二場（原作：観世小次郎信光）
時：平安時代 紅葉の秋 昼下がり
所：戸隠山中の景勝地

9．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤 久子
◇プレリュード 作品45 F.ショパン作曲
◇３つの演奏会用練習曲より第３曲「ためいき」

リスト作曲
10．ピアノ連弾（１台4手） 吉谷茉帆 大嶋真望
◇ミュージカル「サウンドオブミュージック」より
「私のお気に入り」

11．ピアノ連弾（２台８手）第１ピアノ：山崎あさみ(1st)
第２ピアノ：伊藤直子(2nd)

◇交響曲第９番「新世界より」
ドヴォルザーク作曲 猪間道明編曲

第３楽章「スケルツオ」モルトヴィヴァーチェ
第４楽章アレグロ コン フォーコ

第55回定期演奏会
2019年 4月 13日（土）16:00開演 埼玉会館小ホール
第１部
1．作品発表 作曲：小菅泰雄
AOI Pino Solo―葵の会創立 55周年記念によせて―

ピアノ：田浦 雅子
2．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子
◇プレリュード 作品11 スクリャーピン作曲

3．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤 久子
◇ピアノソナタ第23番ヘ短調作品57「熱情」第１楽章

4．ピアノ連弾（１台4手）吉谷茉帆(1st) 大嶋真望(2nd)
◇子象の行進 マンシーニ作曲
◇It's a small world シャーマン兄弟

5．ピアノ連弾（２台８手）
第１ピアノ：中村 惠子(1st) 山崎あさみ(2nd)
第２ピアノ：滝野美々子(1st) 伊藤 直子(2nd)

◇バレエ音楽「春の祭典」より
ストラヴィンスキー作曲 猪間道明編曲

第１部「大地礼賛」・序奏
・春の兆し～乙女たちの踊り
・誘拐の遊戯
・春のロンド
・敵対する部族の遊戯
・長老の行列～大地の祈り
・大地の踊り

第2部
モーツアルト 歌劇「魔笛」「フィガロの結婚」より
歌劇「魔笛」 ピアノ：河原三保子
①「ゆかしき姿よ」 タミーノ・テノール：橋本博之
②「ああ全て身の幸は」

パミーナ・ソプラノ：原口朝子(賛助出演)
③三重唱「これでもうお終い」

パミーナ・ソプラノ：藤村昌子
タミーノ・テノール：橋本博之
ザラストロ・バリトン：橋本和明

④二重唱「パパパ」パパゲーナ・ソプラノ：田中清恵
パパゲーノ・バリトン：橋本和明

歌劇「フィガロの結婚」 ピアノ：田浦雅子
①二重唱「奥方からのお呼びの時は」

スザンナ・ソプラノ：大澤滋美
②「もう飛ぶまいぞこの蝶々」

フィガロ・バリトン：杢子淳
③「愛の神みそなわせ」伯爵夫人・ソプラノ：田口和子
④「恋とはどんなものかしら」

ケリビーノ・ソプラノ：藤村昌子
⑤二重唱「手紙」 スザンナ・ソプラノ：飯浦君代

伯爵夫人・ソプラノ：大澤滋美
⑥早く来て、いとしい人スザンナ・ソプラノ：飯浦君代
⑦全員合唱「終曲」 伯爵夫人・ソプラノ：田口和子



フィガロ・バリトン：杢子淳
第56回定期演奏会
2021年 4月 23日（金）18:00開演 埼玉会館小ホール
第１部
１．ピアノ独奏 ピアノ：伊藤 久子
◇ピアノソナタ第23番ヘ短調作品57「熱情」

第２楽章 第３楽章
2．ピアノ独奏 ピアノ：河原三保子
◇「巡礼の年第３年」より リスト作曲

『エステ荘の噴水』
3．ピアノ独奏 ピアノ：松井 ゆか
◇「四季」作品３７b より チャイクフスキー作曲

６月舟歌 ８月収穫の歌
4．ピアノ独奏 ピアノ：田浦 雅子
◇ピアノソナタ 作品１ ベルク作曲

第２部
５．ソプラノ独唱

ソプラノ：大澤滋美 ピアノ：中村惠子
歌曲集「あなたが歌うとき」より 青木一恵 作詩
◇「天使」 ◇「おしゃべり」 大中 恩 作曲
◇「いたずら」

６．ソプラノ独唱
ソプラノ：園田邦江 ピアノ：横田咲子

◇「叙情曲集」より
「ほおずき」 萩原朔太郎作詞 三善晃作曲

◇「五つの断章」より
「舟歌」（片戀） 北原白秋作詞 團伊玖磨作曲5

７．ピアノ連弾（２台８手）
第１ピアノ：中村 惠子(1st) 山崎あさみ(2nd)
第２ピアノ：滝野美々子(1st) 伊藤 直子(2nd)

◇バレエ音楽「春の祭典」より
ストラヴィンスキー作曲 猪間道明編曲

第２部「生贄の儀式」
・序奏
・乙女の神秘的な踊り
・祖先の霊への呼びかけ
・祖先の召還
・生贄の踊り～選ばれし乙女の神聖なる踊り


