
ミッドランド スクエア商業棟 B1アトリウム特設会場

第25回
ミッドランド スクエア音楽祭

2022年
10月7日㈮
前夜祭

2022年
10月8日㈯

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：トヨタ不動産(株)商業運営部　アトリウムコンサート事務局　ＴＥＬ０５２－５２７－８８７７（１０：００～１８：００/月～金）

入場無料

～『祈りそして希望』～

 Ⅰ部　16：30～
　　  『初めてのコンサートに想いを馳せて』

Ⅱ部　17：30～
　　  『祈り』

　　　　　　　
Ⅲ部　18：30～
　　  『そして希望』
　　　　　　　
　｠

　　　Ⅰ部　11：30～
11：30～　◆ヴァイオリン・デュオ＆ピアノ
　
12：10～　◆特別企画「明日へ羽ばたく若きピアニスト」

13：00～　◆声楽＆ピアノ

13：40～　◆ピアノ・ソロ

　　　Ⅱ部　15：30～
15：30～　◆ヴァイオリン・デュオ＆ピアノ
　｠
16：10～　◆特別企画「明日へ羽ばたく若きピアニスト」

17：00～　◆チェロ＆ピアノ

17：40～　◆ピアノ・ソロ

弦楽合奏《カーチ弦楽アンサンブル》



10月7日(金)前夜祭のプログラム

【 第 Ⅰ 部 １1：３０～ 】

©武藤章©武藤章

©武藤章©武藤章©井村重人

美しいハーモニーと澄んだ歌声で、
祈りと希望を込めて歌います。

◆弦楽合奏《カーチ弦楽アンサンブル》

 Ⅰ 部 １６：３０～　弦楽アンサンブル
『初めてのコンサートに想いを馳せて』
　　　　　　　　　　　　　14年前、アトリウムコンサートで最初に演奏された曲をお楽しみ下さい。
　　　　　　　　　　　　　♪バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ソリスト　綾川 智子、古田 央音
　　　　　　　　　　　　　♪モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525

 Ⅱ 部 １７：３０～　弦楽アンサンブル
『祈り』
　　　　　　　　　　　　　♪ジャゾット：アルビノーニのアダージョ ト短調
　　　　　　　　　　　　　♪ヴァヴィロフ：カッチーニのアヴェマリア
　　　　　　　　　　　　　♪マスネ：タイスの瞑想曲
　　　　　　　　　　　　　♪バッハ：G線上のアリア　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 他

 Ⅲ 部 １８：３０～　弦楽アンサンブル
『そして希望』
　　　　　　　　　　　　　♪チャイコフスキー：弦楽セレナーデ　ハ長調  Op.48より 第1楽章
　　　　　　　　　　　　　♪エルガー：行進曲「威風堂々」
　　　　　　　　　　　　　♪ブラームス：ハンガリー舞曲第1番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   他｠

【 第 Ⅱ 部 １５：３０～ 】
◆ヴァイオリン・デュオ＆ピアノ　11：30～

◆明日へ羽ばたく若きピアニスト　12：10～

♪バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
♪パッヘルベル：カノン
♪リスト：ラ・カンパネラ　他

◆声楽＆ピアノ　13：00～

♪村松崇継：あなたがいるから
                （You were there）
♪マスカーニ：アヴェ・マリア　　他

◆ピアノ・ソロ 13：40～

数々の国際コンクールで第1位を受賞。
迫力ある演奏と卓越したテクニックを
持ち味に世界で活躍するピアニスト。
You Tubeでも演奏活動を配信中。
動画の総再生回数は3500万回を超
える（6月時点）

◆ヴァイオリン・デュオ＆ピアノ　15：30～

ヴァイオリン

ピアノ

綾川 智子
古田 央音
古田 友哉

♪バッハ：2つのヴァイオリンのための　
　　　　協奏曲 ニ短調 BWV1043
♪モシュコフスキ：組曲Op.71
♪サラサーテ：スペイン舞曲より
　　　　　　  ナヴァラOp.33
　　　　　　　　　　　　　　　他

ヴァイオリンの魅了を存分に味わえる
深く重厚で華やかな音色のヴァイオ
リニストと、国内外で活躍するピアニ
ストとの夢のコラボ。

ヴァイオリン
ヴァイオリン
ピアノ

加藤 二葉
加藤 瑞木
清水 皇樹

♪ドヴォルザーク=クライスラー : 
　　　　　 　スラヴ舞曲 第2集 Op.72 第2番
♪ウクライナ民謡 : キーウの鳥の詩
♪モンティ : チャールダーシュ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 他

圧倒的な存在感とテクニックで聴き手
を惹きつけるスケールの大きな演奏は
圧巻！

◆明日へ羽ばたく若きピアニスト　16：10～

ピアノ 田村 響
ピアノ 近藤 由貴

♪ドビュッシー：月の光
♪ラフマニノフ：前奏曲 Op.3-2「鐘」
♪シューマン/リスト編：献呈
♪シューベルト：即興曲 Op.142-2 
　　　　　　　 D 935 変イ長調 
　　　　　　　　　　　　　　  他

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。
聴いた人誰もがその音色に魅了され
ます。

ドイツ留学後、ヨーロッパを拠点に演奏
活動を重ねたチェリストとピアニスト
田村氏との初共演。
チェロの音色が心の琴線に触れます。

◆チェロ＆ピアノ　17：00～

◆ピアノ・ソロ  17：40～

10月8日(土)のプログラム

♪シューマン：アダージョとアレグロ
　　　　　　 Op.70
♪カザルス編曲：鳥の歌
♪フォーレ：エレジー Op.24
♪ブルッフ：コル・ニドライOp.47

チェロ
ピアノ

黒田 るり
田村 響ソプラノ

ソプラノ
メゾソプラノ
ピアノ

加藤 史
五十嵐 舞
梅澤 市樹
奥村 桃代

『女声アンサンブル　
　　　　　　Dione（ディオネ）』

（進行役　宮北 哲也）（進行役　宮北 哲也）

ピアノ　竹内 綾萌（小4）
♪バッハ：インヴェンション第1番 BWV772 ハ長調
♪ショパン：ワルツ第6番Op.64-1、第7番Op.64-2

ピアノ　室崎 恵太朗（中1）
♪ベートーヴェン：ピアノソナタ第24番Op.78

ピアノ　宮宅 陽和（中1）
♪サン＝サーンス：アレグロ・アパッショナート 　
　 　　　　　　　  Op.70 嬰ハ短調

ピアノ　政本 琴音（中2）
♪シューベルト＝リスト：ウィーンの夜会 (ワルツ・カプリス) 　 　　　
　　　　　　　　　　　　　  第6番　S.427-6 (D969, D779)

ピアノ　角谷 春奈（中3）
♪グノー＝リスト編：歌劇「ファウスト」のワルツS.407 R.166 

ピアノ　山口 愛舞（中1）
♪ドビュッシー ：「ピアノのために」より　
　 　　　　　　　　　サラバンド、トッカータ

ピアノ　古澤 隆成（中3）
♪ショパン：華麗なる大ポロネーズOp.22

ピアノ　浅井 美奈巳（高2）
♪リスト：ハンガリー狂詩曲 
　 　　　　 第12番 S.244 嬰ハ短調

ピアノ　小松 さくら（大1）
♪シューマン：幻想小曲集Op.12より　
　 飛翔、なぜに、夢のもつれ、歌の終わり

ヴァイオリン　綾川 智子 ヴァイオリン　嶋脇 真紀 ヴァイオリン　住吉 紗永子 ヴァイオリン　西尾 結花

ヴァイオリン　原 沙登子 ヴィオラ　近藤 健司 ヴィオラ　田中 文恵ヴァイオリン　古田 央音

チェロ　河井 裕二 チェロ　下夕村 祐樹 コントラバス  田村 広行
（各パート５０音順）

 Ⅰ部　16：30～
　　  『初めてのコンサートに想いを馳せて』

Ⅱ部　17：30～
　　  『祈り』

　　　　　　　
Ⅲ部　18：30～
　　  『そして希望』
　　　　　　　
　｠

※やむを得ず、演奏順、曲目などに変更、また演奏時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。


