
ミッドランド スクエア商業棟 B1アトリウム特設会場

第24回
ミッドランド スクエア音楽祭
2020年3月28日㈯・29日㈰ 11:30～18:00

主催：ミッドランド スクエア　企画：トラウムジーク　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）商業管理部　アトリウムコンサート事務局　ＴＥＬ052－５２７－８８７７（１０：００～１８：００/月～金）

Ｉ部 11：30～
◆オーボエ四重奏

◆ヴァイオリン＆ピアノ

◆ピアノ・ソロ

◆ピアノ公開レッスン

　

Ⅱ部 15：30～
◆ピアノ・ソロ

◆弦楽五重奏

◆弦楽四重奏

◆ピアノ・ソロ
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Ｉ部 11：30～
◆ピアノ連弾

◆ヴァイオリン＆ピアノ

◆ピアノ・ソロ

◆声楽＆ピアノ

  

Ⅱ部 15：30～
◆ヴァイオリン＆チェロ

◆ピアノ・ソロ

◆弦楽四重奏

◆ピアノ・ソロ

3月28日㈯ 3月29日㈰ 

進行役　宮北 哲也

本日のピアノ：スタインウエイDｰ274　　協力：株式会社名古屋ピアノ調律センター ©鈴木雅英



【第 Ⅰ 部 １１：３０～】

3月28日(土)のプログラム
【第 Ⅱ 部 １５：３０～】 【第 Ⅰ 部 １1：３０～】

進行役　宮北哲也 進行役　宮北哲也
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オーボエ
ヴァイオリン
ヴィオラ
チェロ

山本 直人 
矢口 十詩子 
小泉 理子
山際 奈津香 

♪ロマンス第２番(ベートーヴェン)

♪バレエ『白鳥の湖』より｢情景｣
　｢チャルダッシュ｣(チャイコフスキー) 他

人気オーボエ奏者、山本直人率いる
カルテット。弦楽器との多彩な音色
をお聴きください。

『山本 直人カルテット』

ヴァイオリン
ピアノ
ピアノ

清水 耀平 
清水 皇樹 
古田 友哉

♪ヴァイオリン･ソナタ第5番「春｣
　ヘ長調 Op.24第1楽章
　(ベートーヴェン)

♪ヴァイオリン協奏曲ニ短調 第1楽章
　(ハチャトゥリアン) 他

才能光る若きヴァイオリニスト。
ベートーヴェンと近代曲の弾き比べ
をお楽しみください。

第5回スタインウェイコンクールinJapan地区審査会
名古屋で優秀賞を受賞された演奏をお聴きください｡

第5回スタインウェイコンクールinJapan地区審査会
名古屋で優秀賞を受賞された演奏をお聴きください｡

◆明日へはばたく若きピアニスト　12：50～

森田 遼太郎(新小学5年生)
♪即興曲1番(ショパン)　
♪プレリュードOp.12-7(プロコフィエフ)

政本 琴音(新小学6年生)
♪ワルツ第1番 変ホ長調｢華麗なる
　大円舞曲｣Op.18(ショパン)
♪3つのエコセーズ(ショパン)

宮宅 陽和(新小学5年生)
♪ピアノ・ソナタ第２番Ⅰ.アレグロ Ⅲ.
　エレガンテ Ⅳ.トッカータ(宍戸 睦郎)

講師  清水 皇樹先生
【名古屋音楽大学教授】

　受講生　中島 結生【新高校1年生】
　　♪アレグロ ロ短調Op.8(シューマン)

　受講生　山口 愛舞【新小学5年生】
　　♪幻想即興曲(ショパン)

音楽力を100％引き出す、音楽の事が良く解る、
観て聴いて楽しいレッスン！

ピアノ 梅田 智也

♪ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ
　第17番 ニ短調 Op.31-2 ｢テンペスト｣

♪ワーグナー=リスト：イゾルデの愛
　の死 S.447 他

第10回浜松国際ピアノ・コンクール
にて日本人作品最優秀演奏賞など、
数々のコンクールで受賞多数。圧倒
的な存在感ある演奏で聴衆を惹き
つけます。

ヴァイオリン
ヴァイオリン
ヴィオラ
チェロ
コントラバス

春日井 久美子 
古田 央音 
近藤 健司
山際 奈津香
伊藤 玉木

♪交響曲第５番「運命｣より第１楽章
  (ベートーヴェン)

♪ハンガリー舞曲１番(ブラームス) 他

ヴァイオリン
ヴァイオリン
ヴィオラ
チェロ

宇佐見 優 
金谷 寧々 
山内 佑太
貫名 紗詠

♪弦楽四重奏曲第２番Op.17 Sz.67
  (バルトーク)

各パート実力派揃いのクインテット。
一度は耳にしたことのある曲を重厚感
のある音でお届けします。

ピアノ 近藤 由貴

♪スペイン狂詩曲S.254(リスト)

♪8つの演奏会用エチュード｢夢｣
　Op.40-2(カプースチン) 他

数々の国際コンクールで第１位を受
賞、世界で活躍するピアニスト。
ダイナミックで迫力ある演奏は圧巻！

20世紀を代表する作曲家バルトー
ク。彼の弦楽四重奏曲は、この形式
による作品としてベートーヴェン以
降最大の業績だといわれています。
難曲に挑みます！

【第 Ⅱ 部 １５：３０～】

ヴァイオリン
ピアノ

波多野 有紀 
原田 綾子 

♪ロマンス ト長調(ベートーヴェン)

♪カンタービレ(パガニーニ) 他

ソプラノ
ソプラノ
ソプラノ
メゾソプラノ
ピアノ

やまもと かよ
古澤 加奈子
八木 麻友子
吉川 知里
桃井 佑子

♪オペラ『セヴィリアの理髪師』より
　"今の歌声は"(ロッシーニ)

♪オペラ『ファウスト』より
　"宝石の歌"(グノー) 他

華やかで透き通った音色でお届けす
る魅力ある小品の数々。
華麗なるテクニックも聴く人を魅了
します。

◆明日へはばたく若きピアニスト　12：50～

室崎 恵太朗(新小学5年生)
♪イタリア協奏曲BWV971 第1，
　第3楽章(バッハ)

小松 さくら(新高校2年生)
♪バラード第1番 ト短調Op.23(ショパン)

古澤 隆成(新中学1年生)
♪ソナタ 第17番｢テンペスト｣第3楽章
　(ベートーヴェン)
♪エチュードハ長調Op.10-1(ショパン)

ソプラノやまもとかよとその仲間達！
今後の声楽界で活躍間違いなしの
若手歌手３人による魅惑のステージ
をお楽しみください！

ヴァイオリン
チェロ

石上 真由子
荒井 結

♪パッサカリア
  (ヘンデル＝ハルヴォルセン)

♪3つのデュエット1番Woo.27
  (ベートーヴェン) 他

昨年ファーストアルバムをリリース、
またテレビ朝日「題名のない音楽
会」に出演など今注目のヴァイオリ
ニストと国内外のコンクールで数々
の受賞歴を持つチェリストとの夢の
共演。

ピアノ
ピアノ

名倉 明里
安田 有沙

♪ハンガリー舞曲第５番(ブラームス)

♪ザ・ジュピター(伊藤康英) 他

プチオーケストラのような多彩な音色
を愉しめるのが連弾の魅力。
二人の個性と調和をお楽しみ下さい｡

ピアノ 加藤 慧

♪バラード第2番ヘ長調Op.38(ショパン)

♪ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2
  (ショパン) 他

最初の出演は高校生の時、現在は大
学院で学ぶ彼の演奏はテクニックの
みならず演奏パフォーマンス全てに、
ますます磨きがかかっています。

ピアノ 田村 響

♪ピアノソナタ第2番 変ロ短調Op.35
   ｢葬送｣(ショパン)

若干20歳で権威あるロン・ティボー
国際コンクール1位に輝いた世界的
ピアニスト。その卓越したピアノの響
きをご堪能ください。

永遠の名曲の誉れ高い作品、弦楽四
重奏の魅力をたっぷりとお届けします｡

3月29日(日)のプログラム

♪弦楽四重奏曲第8番ホ短調Op.59-2
  ｢ラズモフスキー第2番｣(ベートーヴェン)

♪弦楽四重奏曲第9番ハ長調Op.59-3
  ｢ラズモフスキー第3番｣(ベートーヴェン)

各第1楽章　　他

ヴァイオリン
ヴァイオリン
ヴィオラ
チェロ

綾川 智子 
原 沙登子 
近藤 健司
河井 裕二

『テオフィルス弦楽四重奏団』


