
お問合せ・チケット取扱い＝下記各楽器店・各センターにて取扱中

NPO法人横浜音楽協会 事務局(ハタ楽器内) TEL045-434-1100 FAX045-434-1101

主催：ＮＰＯ法人横浜音楽協会
共催：横浜市文化観光局

第 84 回

横浜新人演奏会

市長賞・神奈川新聞社賞授与

後援：神奈川新聞社，ＮＨＫ横浜放送局，ｔ ｖ ｋ ，㈱アール・エフ・ラジオ日本，
(公財)よこはまユース，(公財)横浜市芸術文化振興財団，(財)はまぎん産業文化振興財団

協賛：㈱ヤマハミュージック東京 横浜店，(有)旭屋，㈱シムラ楽器，㈱ハマ楽器，ハタ楽器㈱

音楽がつくる豊かなくらし ＹＡＭＡＨＡ

株式会社 ハマ楽器

本 社 横浜市中区伊勢佐木町２-８-７(ハマ楽器ビル)
０４５-２５１-１４１３

上大岡センター ０４５-８４４-１３２０
山手センター ０４５-６２３-１９３０
上星川センター ０４５-３３４-３２６６

音楽教室 ピアノ・エレクトーン販売 調律

ＮＰＯ法人 横浜音楽協会
事務局 〒222-0011
横浜市港北区菊名 4-3-21 ハタ楽器内

TEL.045-434-1100
FAX.045-434-1101
ﾒｰﾙ info@y-o-k.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://y-o-k.com

♪ 音楽で人の和を拡げるハタ楽器 ♪

ヤマハの創造
｢心の感度｣をうたうタッチ
さらに微妙な表現を可能にしました

ハタ楽器株式会社
横浜市港北区菊名 4-3-21
TEL.045-434-1100㈹
ﾒ ｰ ﾙ info@hatagakki.com
ホームページ http://www.hatagakki.com

♪

４月３０日（火） 横浜みなとみらい小ホール

第１部 開場 １２：３０ 開演 １３：００ 終演 １５：３０
第２部 開場 １７：３０ 開演 １８：００ 終演 ２０：３０
入場料 １,０００円（税込，全席自由，１･２部通し券）

平成２５年
（２０１３年）

♪

YAMAHA



プ ロ グ ラ ム

開場 12:30

開演 13:00

終演 15:30

休 憩
１０分

＊市長賞・神奈川新聞社賞は
１部終了後に発表、表彰致します

開場 17:30

開演 18:00

終演 20:30

第 1部入場の方はチケット提示で

第 2部も入場できます

休 憩
１０分

＊市長賞・神奈川新聞社賞は
２部終了後に発表、表彰致します

第１部

第２部

ピアノソナタ第 3 番ロ短調
op.58 第1楽章／ショパン

むこうむこう／中田喜直
歌劇「カプレーティ家と
モンテッキ家」より
ああ、幾度か／ベッリーニ

トランペット協奏曲 ホ長調
より 第１楽章／フンメル

愛してる・・愛していない・・
／マスカーニ

歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」
より もしロメオ様がご子息を死に至ら
しめたとしても／ベッリーニ

「初期の７つの歌」より 夜
／ベルク

歌劇「蝶々夫人」より
ある晴れた日に／プッチーニ

巡礼の年報 第１年スイスより
6.オーベルマンの谷／リスト

世のならい／グリーグ
薔薇の時に／グリーグ
ある夢／グリーグ

演奏会用小品 op.３２
／ビュッセル

歌劇「ラ・チェネレントラ」より
不安と涙のうちに生まれ

／ロッシーニ
「３つの歌」より 祈り，友人

／ヴェーベルン

「メーリケ歌曲集」より 妖精の歌
／ヴォルフ

歌劇「後宮からの逃走」より 私
は愛していました／モーツァルト

舟歌 op.60／ショパン

歌劇「椿姫」より
不思議だわ！
ああ、そはかの人か
花から花へ／ヴェルディ

歌劇「リゴレット」の旋律による
演奏会用幻想曲／バッシ

幼な子イエスにそそぐ２０の
眼差しより
１５．幼な子イエスの口づけ

／メシアン

トランペットとピアノのための
幻想曲／ヒダッシュ

「ジプシーの歌」より わが母の
教え給いし歌／ドヴォルザーク
歌劇「ルサルカ」より 天高く輝く
お月様〈月に寄せる歌〉

／ドヴォルザーク

飛天の譜－フルート独奏の
ための／堀 悦子

歌劇「ランメルモールの
ルチア」より 香炉はくゆり

／ドニゼッティ

ます／シューベルト

歌劇「チェネレントラ」より
悲しみと涙のうちに生まれて

／ロッシーニ

アルトサックスとオーケストラ
または吹奏楽のための協奏曲
第２・３楽章／クレストン

太陽と愛／プッチーニ

歌劇「ロミオとジュリエット」より
ああ、なんという戦慄が

／グノー

舞踏詩「ラ・ヴァルス」
／ラヴェル

「４つの歌曲」 op.2 より
1.期待
2.イエスの物乞い
4.森の太陽

／シェーンベルク

演奏会用小品
／エネスコ

歌劇「ラ・ボエーム」より 私が
街を歩くとき／プッチーニ

歌劇「リゴレット」より
慕わしい御名／ヴェルディ

1. 武藤 歩 (ハープ)

2. 野中 郁代 （ソプラノ）
伴奏：田中 百合子

3. 森 裕加里 (ソプラノ）
伴奏：幅田 詠里子

4. 上野 二葉 （クラリネット）
伴奏：木幡 律子

5. 木下 友里 （ソプラノ）

伴奏：岡崎 渚紗

6. 田中 麻衣 （ピアノ）

7. 片野田名帆子 (メゾソプラノ)
伴奏：伊藤 友香

8. 和久井恵津子 （ソプラノ）
伴奏：矢崎 貴子

9. 平賀 香苗 （ピアノ）

10. 坂井 めぐみ （ソプラノ）
伴奏：片谷 晃子

12. 田中 沙友里 (メゾソプラノ)
伴奏：小山 光

13. 江夏 真理奈 （ピアノ）

8. 豊嶋 優太 （アルトサックス）
伴奏：林田 千佳

1. 斉藤 詩織 (トランペット)
伴奏：和田 さやか

2. 新宮 雅美 （ソプラノ）
伴奏：本村 裕香

3. 増田 有貴 （ソプラノ）
伴奏：向山 加菜

4. 山本 裕理子 （フルート）

5. 武部 裕美 （ソプラノ）
伴奏：藤井 麻理

6. 浦手 桃子 （ピアノ）

7. 溝呂木さをり （メゾソプラノ）
伴奏：永井 祐子

9. 柏崎 朝子 （ソプラノ）
伴奏：高田 洋子

10. 西 悠紀子 （ヴィオラ）.
伴奏：宮崎 若菜

11. 田中 結 （ソプラノ）
伴奏：浅香 みのり

12. 袴田 実紀 （ピアノ）

総合司会 和田 真子

総合司会 和田 真子

11. 松下 絵里 (トランペット)
伴奏：米丸 咲季子


