第21回
ミッドランドスクエア音楽祭
｢原曲＆編曲、
どちらも素晴らしい」
◆アトリウムコンサートの軌跡
2008年1月18日、ミッドランドスクエアの地下1階
アトリウムに弦楽器の音色が響き渡りました。この日

2018年9月22日（土）
・23日
（日）
１１
：
３０〜１８
：
００

がアトリウムコンサート初演。ミッドランドスクエア
は、地域貢献施策のもと、地元演奏家、若手演奏家の

ご観覧無料

方々に演奏の場を提供し、支援させていただくこと
で、地域の文化向上、社会貢献に繋げたいと考えて活
動してまいりました。また、東京や海外留学中の演奏

ミッドランド スクエア商業棟 B1Fアトリウム特設会場

家の方々にも出演していただき、変化あるコンサート
を目指してきました。

進行役

以来活動は11年目に入り、2018年9月には、989公演、
延3,138人の演奏家の方々が登場となります。
そして、まもなく1000公演を迎えます。

9 月 22 日（土）
◆1部 11:30〜

9 月 23 日（日）
◆1部 11:30〜

１．
ピアノ連弾で奏でる交響曲

１．
新進気鋭ヴァイオリニスト

２．
輝く響きのサックス・カルテット

２．
素晴らしいチェロの編曲で

３．
歌曲の真髄

３．
多彩な音色・魅惑のヴァイオリン

４．
歌曲をピアノ編曲で

４．
《聴きたいピアノ・レッスン》

５．
ヴァイオリニスト・クライスラー編曲集

５．
《聴きたいピアノ・レッスン》

◆Ⅱ部 １５：３０〜

主催：ミッドランド スクエア
運営：アトリウムコンサート事務局
特別協力：名古屋ピアノ調律センター、
絵夢オーディオラボ
お問合せ：東和不動産
（株） アトリウムコンサート事務局 ＴＥＬ052−527−8877
（10：00 〜 18：00/ 月〜金）

宮北哲也

◆Ⅱ部 １５：３０〜

６．
サックス＆ギターで奏でる名曲

６．
ピアノ曲を弦楽四重奏で

７．
和と洋の融合

７．
麗しい歌声で原曲を

８．
フルート・デュオとピアノで楽しい編曲

８．
名曲をピアノ・ソロで

９．
華やかに、
４人のヴァイオリニスト＆ピアノ

９．
名ヴァイオリニストが愛したショパン

１０．
名曲をピアノ・ソロで

１０．
みんなに愛されるショパン

9 月 22 日（土）
【第 Ⅰ 部 １１：３０〜】

進行役
【第 Ⅱ 部 １５：３０〜】

宮北哲也

9 月 23 日（日）
【第 Ⅰ 部 １１：３０〜】

進行役
【第 Ⅱ 部 １5：３０〜】

１.ピアノ連弾で奏でる交響曲

６.サックス＆ギターで奏でる名曲

１.新進気鋭ヴァイオリニスト

６.ピアノ曲を弦楽四重奏で

〈ピアノ〉 今泉藍子

〈サックス〉 三四朗

〈ヴァイオリン〉 清水耀平

〈ヴァイオリン〉 綾川智子

〈ピアノ〉

〈ヴィオラ〉
〈チェロ〉

〈ピアノ〉 西岡あさみ
♪モルダウ
（スメタナ / スメタナ編曲）
♪新世界より第4楽章
（ドヴォルザーク / ドヴォルザーク編曲）

〈ギター〉 星羅

〈ピアノ〉

♪プレリュード 第４番ホ短調
（ショパン / 藤本三四朗編曲）
♪リベルタンゴ
（ピアソラ / 藤本三四朗編曲）
♪G線上のアリア
（J.S.バッハ / 藤本三四朗編曲）
他

〈ヴァイオリン〉 原紗登子

清水皇樹
清水敦子

♪ワルツ形式によるカプリス
Op.52-6（サン＝サーンス / イザイ編曲）
♪シンドラーのリスト

他

２.輝く響きのサックス・カルテット

７.和と洋の融合

２.素晴らしいチェロの編曲で

〈サックス〉 井内貴仁
〈サックス〉 近藤那未
〈サックス〉 白井沙実
〈サックス〉 井上天音

鶴見真弓
〈箏〉
〈ピアノ〉
安田有沙
〈パーカッション〉 諏訪和之

〈チェロ〉 黒田るり
〈ピアノ〉飯田愛実

♪ソナチネ
（モーツァルト / 久保田麻里編曲）
他

♪パッヘルベルのカノン
（パッヘルベル / 斎宮八千代編曲）
♪春の海
（宮城道夫 / 斎宮八千代編曲）

宮北哲也

♪エチュード Op.25-7
（ショパン / グラズノフ編曲）
♪ヴォカリーズ
（ラフマニノフ / L. ローズ編曲）

近藤健司
河井裕二

♪エリーゼのために
（ベートーヴェン / 宮崎隆編曲）
♪トルコ行進曲
（モーツァルト）
他

７.麗しい歌声で原曲を
〈ソプラノ〉 つじ村ふみ恵
〈ピアノ〉 福本真弓
♪ヴォカリーズ（ラフマニノフ）
♪愛の夢
（リスト）
他

他

３.歌曲の真髄

８.フルート・デュオとピアノで楽しい編曲

３.多彩な音色・魅惑のヴァイオリン

８.名曲をピアノ・ソロで

〈バリトン〉 重左竜二
〈ピアノ〉 重左恵里

〈フルート〉 坂本実奈美
〈フルート〉 東明日菜
〈ピアノ〉 金澤みなつ

〈ヴァイオリン〉 青嶋祥代
〈ピアノ〉
田舎片麻未

〈ピアノ〉 福田ゆり子

♪菩提樹
（シューベルト）
♪献呈 （シューマン）
他

♪
「白鳥の湖」
幻想曲
（チャイコフスキー / クリスチャンセン編曲）
♪トルコ行進曲
（モーツァルト / ゴールウェイ編曲）

♪死の舞踏
（サン＝サーンス / サン＝サーンス編曲）
♪『くるみ割り人形』
より花のワルツ
（チャイコフスキー / R. ホフマン編曲）

♪ヴォカリーズ
（ラフマニノフ / コチシュ編曲）
♪愛の夢（リスト / リスト編曲）
他

他

４.歌曲をピアノ編曲で

９.華やかに、
４人のヴァイオリニスト＆ピアノ

４.音楽力を100％引き出すレッスン

９.名ヴァイオリニストが愛したショパン

〈ピアノ〉 田舎片麻未

〈ヴァイオリン〉 岡田衣羅
〈ヴァイオリン〉 加川由梨
〈ヴァイオリン〉 玉木奈津子
〈ヴァイオリン〉 宮田和実
〈ピアノ〉
江野藍子

〈講師〉 清水皇樹先生
（名古屋音楽大学教授）

〈ヴァイオリン〉 高橋真珠
〈ピアノ〉
石井里奈

♪菩提樹
（シューベルト / リスト編曲）
♪献呈
（シューマン / リスト編曲）
他

５.ヴァイオリニスト・クライスラー編曲集
〈ヴァイオリン〉 大澤愛衣子
〈ピアノ〉
河田理奈
♪スペイン舞曲
（ファリャ / クライスラー編曲）
♪ユモレスク
（ドヴォルザーク / クライスラー編曲）
他

〈受講生〉後藤美優（中学2年生）
♪創作主題による 32 の変奏曲
ハ短調 WoO.80（ベートーヴェン）

♪ハンガリー舞曲第５番
（ブラームス / 玉木宏樹編曲）
♪白鳥
（サン＝サーンス / 玉木宏樹編曲）
他

１０.名曲をピアノ・ソロで
〈ピアノ〉 近藤由貴
♪主よ、人の望みの喜びよ
（バッハ / バウアー編曲）
♪パガニーニの主題による
狂詩曲より第 18 変奏

５.音楽力を100％引き出すレッスン
〈講師〉 清水皇樹先生
（名古屋音楽大学教授）
（中学3年生）
〈受講生〉横並遥

♪リスト２つの演奏会エチュード
「小人の踊り」
「森のざわめき」
（リスト）

♪バラード第 1 番
（ショパン / イザイ編曲）
♪ノクターン第 2 番 Op.9-2
（ショパン / サラサーテ編曲）
他

１０.みんなに愛されるショパン
〈ピアノ〉 田村響
♪ワルツ第３番 Op.34-2
♪ノクターン第２番 Op.9-2
他

（ラフマニノフ / 平井丈二郎編曲）

♪剣の舞
（ハチャトゥリアン / レヴァイン編曲）
他

© 武藤章

