
ピアノリレーコンサート
～オープンピアノＤＡＹスペシャル～

2021.11.23(火･祝)

北上市文化交流センターさくらホール

大ホール

第１部 開演10:30 終演13:00

第２部 開演14:30 終演17:00

第３部 開演18:30 終演21:00

presents



公開リハーサル

＜休憩＞

岩手県ピアノ音楽協会

　　ピアノソロ・連弾・独唱と豊富なレパートリー、曲目も様々なジャンルでお届けします。

坂本龍一 ラストエンペラーのテーマ

坂本龍一 戦場のメリークリスマス

F.シナトラ マイウェイ

千葉 浩子 / 成瀬 ゆかり A.ハチャトゥリアン 組曲『仮面舞踏会』より I.ワルツ

山本正美 ねむの木のこもりうた

T.ジョルダーニ Caro mio ben

佐藤 南美 F.ショパン 舟歌 嬰ヘ長調　Op.60,CT6

C.ドビュッシー ベルガマスク組曲「月の光」

F.リスト

R.シューマン 「ミルテの花Op.25」より第１番　献呈

小林秀雄 落葉松

岩手県ピアノ音楽協会 奥州支部

J.Fブルグミュラー

田村 大胤 / 猪股 陸奥子

第 １ 部　10：30開演

　♫ プログラムは変更になる場合がございます。ご了承ください。
　♩ 各組の演奏後、消毒作業を実施いたします。
　♬ 演奏中の客席内への入場はご遠慮ください。途中入場される場合は、出演者の入れ替えの際にお願いいたします。
  ♪出演者の了承を得た写真撮影、録音、録画は可能ですが、フラッシュ撮影や通路上の機材設置等、演奏や鑑賞の
 　　妨げとなる行為はお断りいたします。

ピアノ連弾

　　グループ連弾、打楽器も登場します。「お話連弾組曲プルグミュラーでお国めぐり」

タンゴ・デ・アラベスク
カンツォーネ進歩
美しい小鳥きせきれい
黄河の流れ
恋をした天使のシャンソン
素直にはずんでカーニバル
無邪気な思い出
おしゃべりなスペイン娘

巡礼の年第２年「イタリア」より
「ペトラルカのソネット第104番」
S-161/R.10-5A５5

グループ連弾

テノール独唱

ピアノソロ

田村 大胤
 　伴奏） 猪股 陸奥子

長澤 志保子

阿部 亮子
　伴奏） 佐藤 南美

ソプラノ独唱

ピアノ連弾

ピアノソロ

髙橋 久美子
後藤 聖名子
佐藤 由美子
佐藤 千紘



まきの音楽教室

　　レッスン生(中高生）の演奏と、フルート・ピアノアンサンブルをお届けします。ゲストも登場しますよ。

大崎　　睦　  / フルート
菅原 千恵子 / ピアノ

C.シャミナード コンチェルティーノ

浜渡 菜月　  / フルート
菅原 千恵子 / ピアノ

F.マルタン バラード

スコットランド民謡 アニーローリー

R.シューマン 献呈

V.ベッリーニ 優雅な月よ

G.ビゼー カルメンより「セギディーリャ」

牧野 詩織  / フルート
菊池 葉子  / メゾ・ソプラノ
山口 麻衣　/ ピアノ

R.ラヴランド ユー・レイズ・ミー・アップ

小山 颯矢  　/ フルート
菅原 千恵子 / ピアノ

ムチンスキー ソナタ 第１楽章

菊池 陽菜  　/ フルート
菅原 千恵子 / ピアノ

タクタキシヴィリ ソナタ 第３楽章

F.ゴーベール 組曲より第１楽章”祈り”

G.ドニゼッティ ソナタ

＜休憩＞

米澤 美優

　　クラシック・ポップス・シャンソンを奏でます。

F.ショパン ノクターンOp.27-2

J.コズマ 枯葉

久石譲 Cinema Nostalgia

カーペンターズ 雨の日と月曜日は

佐々木 純子

　　クラシックのソロによる華麗な演奏。

J.Sバッハ パルティータ第２番ハ短調BMV826

スクリャービン 左手のための２つの小品 Op.9
"1.プレリュード”　”2.ノクターン"

山崎 俊之

　　Jazz系のストリートピアノ、また違う雰囲気を楽しめます。

あんしんパパ はじめてのチュウ

大野雄二 ルパン三世のテーマ

Dish/あいみょん 猫

Ayase 夜に駆ける

葉加瀬太郎 情熱大陸

ブルーベックカルテット テイク・ファイブ

アンサンブル

アンサンブル

ピアノソロ

第 ２ 部　14：30開演

アンサンブル

アンサンブル

メゾ・ソプラノ独唱

アンサンブル

菊池 葉子
　伴奏） 山口 麻衣

牧野 詩織  　/ フルート
菅原 千恵子 / ピアノ

アンサンブル

ピアノソロ

ピアノソロ



とりお☆かのん

　　ポップス・クラシックをピアノ・オーボエ・ヴァイオリンのアンサンブルで奏でます。

エルトン・ジョン 愛を感じて

ピーポ・プライソン
レジーナ・ベル

ホール・ニューワールド

E.モリコーネ ガブリエルのオーボエ

N.ヘス ラヴェンダーの咲く庭で

一青窈 ハナミズキ

花は咲くプロジェクト 花は咲く

音色の会

　　姉妹と親子のピアノ連弾です。

F.ショパン 華麗なる大円舞曲

葉加瀬太郎 情熱大陸

大野雄二 ルパン三世のテーマ

Traditional We wish You A Merry Chistmas

＜休憩＞

音色の会

　　ピアノソロの演奏のあと、同級生のピアノ・ギター・ヴァイオリンによるアンサンブルをお届けします。

ドイツ民謡 もみの木Jazzアレンジ

C.ドビュッシー 「ベルガマスク組曲」よりプレリュード

イギリス民謡 アメージング・グレース

ED-SHEERAN NANCY MULLIGAN

John-Denver 「耳をすませば」より、カントリーロード

門間 蘭

　　ピアノコンクールに向け、経験を積むために今回応募しました。

英雄ポロネーズ

練習曲 作品25-1「エオリアン・ハープ」

橋本 健太

　　多彩なレパートリーのピアノソロをお届けします。

C.ドビュッシー 前奏曲集第１集より 「沈める寺」

すぎやまこういち 「ドラゴンクエストⅢより」おおぞらをとぶ

脇田潤 「ノスタルジア」より Ⅰ

久保田修 「ノスタルジア」より Presto

脇田潤 「ノスタルジア」より Noah`s song

onoken 「ノスタルジア」より zuuros

脇田潤 「ノスタルジア」より Vide Nastalgia

ヒナステラ アルゼンチン舞曲集より「ガウチョの踊り」

ピアノソロ

第 ３ 部　18：30開演

アンサンブル

ピアノ連弾

ピアノソロ

F.ショパン

アンサンブル

ピアノソロ
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