
第２回 府中の夏 北欧の風音楽祭　プログラム

出演：
【海外ゲスト】

ペーテル・エリクソン Peter Eriksson(ヴィオラ)
クラース・ガッゲ Klas Gagge(チェロ)

【ステーンハンマル友の会】
荒井絵梨(ヴァイオリン)、久保 静(ヴァイオリン)、鈴木千保(ヴァイオリン)

向野由美子(メゾ・ソプラノ)
北田法子(ピアノ)、和田記代(ピアノ)

※青字はスウェーデンの作曲家

■６月８日（金）16:15 府中市美術館
第２回 府中の夏 北欧の風音楽祭 プレコンサート
出演：音楽祭出演者
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■６月９日（土）15:00 府中の森芸術劇場・平成の間
弦楽アンサンブルのひととき　～ハイドンとヴィクマンソン～
出演：鈴木千保(vn, *)　荒井絵梨(vn, **)  ペーテル・エリクソン(va)  クラース・ガッゲ(vc)
J. H. ルーマン ：ヴァイオリンとチェロの為のソナタ ニ長調 (**)
J. ハイドン： 弦楽四重奏 ニ長調 Hob.III:63『ひばり』

----------
G. F. ヘンデル＝J. ハルヴォルセン：ヴァイオリンとヴィオラの為のパッサカリア (*)
J. ヴィクマンソン： 弦楽四重奏曲　第１番 ニ短調 作品1-1

[[[[[[[[[[

■６月１０日（日）14:00 ルミエール府中・コンベンションホール飛鳥
ファミリーコンサート　～トリオ(三重奏)を聴こう！～
出演：久保 静(vn)  ペーテル・エリクソン(va)  クラース・ガッゲ(vc)  和田記代(pf)
E. エルガー：愛のあいさつ 作品12
J. スヴェンセン：ロマンス 作品26
W. ステーンハンマル：2つのセンチメンタルロマンス 作品28
A. イェルネフェルト：子守唄 (ヴィオラ版)
J. フバイ：カルメンによる華麗な幻想曲 作品3-3

----------
F. シューベルト：弦楽三重奏曲 変ロ長調 D.471
W. ステーンハンマル：ピアノ三重奏の為のアレグロ・ノン・タント
Y. ショルド：ヴァイオリンとヴィオラとピアノの為のメロディ
J. フェルンストレム：ピアノ三重奏の為のロンド
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■６月１１日（月）19:00 府中の森芸術劇場・ウィーンホール
スウェーデンからの便り　～L. ノールマンとその時代～
出演：クラース・ガッゲ(vc)  ペーテル・エリクソン(va)   和田記代(pf)  久保 静(vn)
F. ショパン：幻想ポロネーズ 作品61
L. ノールマン：チェロ・ソナタ 二長調 作品28

----------
R. シューマン：おとぎの絵本 作品113
L. ノールマン：ピアノ四重奏曲 ホ短調 作品10
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■６月１２日（火）ミュージックサロン サングレース
サロンコンサート　～ 文学と音楽 ～
出演：北田法子(pf, *)  向野由美子(ms)  和田記代(pf)
W. ペッテション=ベリエル：「フレーセの花」より (*)
                                                  “帰還” “夏の歌” “ローンテニス” “薔薇に”
R. シューマン：幻想小曲集 作品12 (*)

----------
R. シューマン：「ミルテの花 作品25」より　“献呈(F. Rückert)”  “はすの花(H. Heine)”
　　　　　　 「リーダークライス 作品39(J. F. von Eichendorff)」より 
　　　　　　　　　　　“異郷で”　“間奏曲”　“森の語らい”
　　　　　　 「リーダークライス 作品24」より　“ミルテとバラで(H. Heine)”
(ノーベル文学賞受賞作家による歌詞のスウェーデン作曲家歌曲)
W. ペッテション=ベリエル：「マリートの歌 作品12」より　
                                                     “山羊よ、少年のところへ(B. Bjørnson)”  
E. シェーグレン：雲 (V. von Heidenstam)
W. ステーンハンマル：「歌と叙情 作品26」より　“野の白い蘭(E. A. Karlfeldt)"
G. de フルメリ：夕暮れはとても美しい (P. Largerqvist)
M. カルコフ：「３つのロマンス 作品239」より
　　　　　　　　　“黒白のカササギ(T. Tranströmer)”
                              “泣きたいだけ泣きなさい(N. Sachs)”
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■６月１３日（水）19:00 ミュージックサロン サングレース
Concert of the Green
出演：東京農工大学 ピアノ部員
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■６月１４日（木）19:30 コパ・デ・カフェ
カフェコンサート ～民謡とアリアの世界～
出演：向野由美子(ms)  北田法子(pf) 
山田耕筰：待ちぼうけ
成田為三：浜辺の歌



滝廉太郎：荒城の月
(梅雨メドレー)
中山晋平：雨降りお月さん  湯山昭：あめふりくまのこ
中山晋平：あめふり
スウェーデン民謡

----------
G. B. ペルゴレージ：「スタバト・マーテル」より　"Eia mater" 
J. S. バッハ： 「ロ短調ミサ BWV.232 "Laudamus te"
O. オルソン：声楽とヴァイオリン(ヴィオラ)とピアノの為の　"Tantum Ergo"
W. A. モーツァルト：「フィガロの結婚」より "Non so piu cosa son"  “Voi cha sapete"　
J. シュトラウス：「こうもり」より　“十人十色”
G. ビゼー：「カルメン」より “ハバネラ”
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■６月１５日（金）府中の森芸術劇場・ウィーンホール
スウェーデン音楽の夕べ　～１＋１＋・・・＝？～
出演：荒井絵梨(vn, *)  鈴木千保(vn)  ペーテル・エリクソン(va)  
　　　クラース・ガッゲ(vc)  和田記代(pf)
A. ペッテション：ヴィオラ・ソロの為の幻想曲
J. カールステット：２台のヴァイオリンの為の８つの二重奏曲より
T. アウリン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ 二短調 作品12 より 第１楽章(*)
B. リンデ：ヴァイオリンとピアノの為のロマンチックなメロディー(*)
B. リンデ：３声の為のソナタ（ピアノ三重奏曲）(*)

----------
F. ベールヴァルド：弦楽四重奏曲 第３番  変ホ長調
W. ステーンハンマル：アレグロ・ブリランテ（ピアノ四重奏曲）(*)
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●演奏予定のスウェーデン作曲家
J. H. ルーマン Johan Helmich Roman (1694 - 1758)
J. ヴィクマンソン Johan Wikmanson (1753 - 1800)
F. ベールヴァルド Franz Berwald (1796 - 1868)
L. ノールマン Ludvig Norman (1831 - 1885)
T. アウリン Tor Aulin (1866 - 1914)
W. ペッテション=ベリエル Wilhelm Peterson-Berger (1867 - 1942)
W. ステーンハンマル Wilhelm Stenhammar (1871 - 1927)
O. オルソン Otto Olsson (1879 - 1964)
J. フェルンストレム John Fernström (1897 - 1961)
Y. ショルド Yngve Sköld (1899 - 1992)
G. ド・フルメリ Gunnar de Frumerie (1908 - 1987)
A. ペッテション Allan Pettersson (1911 - 1980)
J. カールステット Jan Carlstedt (1926 - 2004)
M. カルコフ Maurice Karkoff (1927 - )
B. リンデ Bo Linde (1933 - 1970)


