会場 :ヤ マハ・ コンサー トサ ロン(ャ マハ銀座ビル6階
東京 メ トロ銀座線・ 日比谷線 「銀座」駅 A3出 口徒歩 5分
東京メ ト国銀座線 「新橋」駅 1番 出口徒歩5分

)

各 公 演 全 自由席 ¥3′ 000

Go名 限定

)
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フ ィンラン ド大使館

協カ

ヤマハ 株式会社

「

ロゴイラストハラダチエ

舘野泉は2006年 から5年 間、 「坂 の上のコンサー ト」 と題 した15回 にわたる演奏会をムジカーザで
プロデ ュース してきま した。一般 のコンサー トではあまり紹介されないが、存在感溢れる作品を取
り上げて好評を得ま した。今度は4回 シ リーズで「左手の文庫」委嘱の室 内楽作品、それ に演奏され
る機会は少ないが力強 い野性 に溢れたもの、或いは詩情に満ちた作 品を取 り上げていきます。毎回、
コンサー トの 冒頭 には不思議な什まいを見せる塩見允枝子 の作品が道標のように置かれてい ます。
長年にわた り幾多の音楽祭 を育て上げた舘野泉のプロデ ューサー としての一面 も窺い知れるで しよう。

vd。 1 2012年 9月 12日 [水 ]18:30開 演
共演 :ヤ ンネ舘野 lVn)、 久保春代 (Pつ 、水月恵美子 (PO、
亀丼庸州 (Vn)、 多井智紀 (Vc)ほ か
塩見允枝子 :架 空庭園 l♪
パブロ・ エスカンデ :ヴ ァイオ リンとピアノのためのソナチナ ♪♪/♪ ♪♪
吉松 隆 :4つ の小さな夢の歌 (三 手連弾)
吉松 隆 :3つ の聖歌
A.E.ヒ ナステラ :ピ アノ五重奏曲

Vd。

22013年 3月 23日

各公演全 自由席 ¥5′ 000(loo名 限定)
会場 :ム ジカーザ
(千 代田線 OJヽ 日急線代々木上原駅より徒歩3分 )

[土 ]18:30開 演
(Pう

小田急線

、吉岡裕子 (PO、 秋場敬浩 (P0

↑新宿

Vd.32013年 5月 16日

MUSICASA

[木 ]18:30開 演

共演 :浜 中浩― (CI)、 ヤンネ舘野 (Vn)、 水月恵美子
多丼智紀 (Vc)、 野口青
:(FI)
塩見允枝子 :架 空庭園 Ⅲ ♪
グヌッソン :ア イスラン ドの風景

T.マ

)世

(仮 題

(Pつ

Vc′
(日 ′

Vd.42013年 10月 17日

千代田線
表参道 ↑

東 口ょり徒歩2分

8

、

界初演 ♪♪

代々木上原駅

gttFdィ も
輿
児牲鶏穿T型 箋
男♪
ジ ョージ・ クラム :鯨 の声

叫業

塩見允枝子 :架 空庭園 ‖ ♪
Dode。 セヴラック い末吉保雄 :休 暇の日々よ り (三 手連弾)♪ /♪ ♪
哺鵬 : Traditions of North Europe (Vio‖ n Sonata) ♪♪
U・ シサスク作品 :銀 河巡礼 他

握． ●涯

共演 :ヤ ンネ舘野 (Vn)、 広瀬悠子

P0

[木 ]18:30開 演

共演 :柴 田 暦 (Vo)、 ヤンネ舘野 (Vn)、 亀丼庸州 (Vn)、
多丼智紀 (Vc)、 平原あゆみ (Pf)
塩見允枝子 :ア ステ リスクの 肖像 (Vo′ PO ♪♪
平野―郎 :精 霊の海〜Jヽ 泉八雲の夢 に拠る (Vn′ Pつ ♪♪/♪ ♪♪
池辺晋―郎 :ス トラー タⅧ (Vn′ Vc)
A.ピ アソラ/哺 鵬 :ブ エ ノスアイ レスの四季′
ほか (Vn′ PO ♪♪
F.マ ルタン :フ ラメンコの リズムによるフアンタジー
♪=舘 野泉に捧ぐ ♪♪=舘 野泉左手の文庫助成作品 ♪♪♪=舘 野泉とヤンネ舘野に捧ぐ
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