
6月 9 日 ( 土 )3:00PM開演 [2:30 開場 ]
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
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. H. Roman: Sonata for violin and cello in D major (**)

J. ハイドン： 弦楽四重奏曲 ニ長調 Hob.III:63『ひばり』
J. Haydn: String Quartet in D major, Hob.III:63 "Lark" 

----------
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 (*)
G.F.Händel=J.Halvorsen: Passacaglia for violin and viola G minor(*)

J. ヴィクマンソン： 弦楽四重奏曲　第１番 ニ短調 作品 1-1
J. Wikmanson: String Quartet in D minor, Op. 1 No. 1

6月 10 日 ( 日 )2:00PM開演 [1:30 開場 ]
ルミエール府中・コンベンションホール飛鳥AB

ファミリーコンサート
ト　リ　オ　　　　　　　　　　

三重奏を聴こう！
久保 静 (vn)　和田記代 (pf)  

ペーテル・エリクソン (va) 　クラース・ガッゲ (vc)

E. エルガー：愛のあいさつ 作品 12
E. Elgar: Salut d'amor, Op. 12

J. スヴェンセン：ロマンス 作品 26
J. Svendsen: Romance, Op. 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
W. Stenhammar : Two stentimental romances, Op. 28

A. イェーネフェルト：子守唄 (ヴィオラ版 )
A. Järnefelt: Berceuse (arr. for viola and piano)

J. フバイ：カルメンによる華麗な幻想曲 作品 3-3
J. Hubay: Fantaisie brillante on Bizet's Carmen, Op. 3-3   

----------
F. シューベルト：弦楽三重奏曲 変ロ長調 D.471
F. Schubert: String Trio in B-flat major 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
W. Stenhammar: Allegro non tanto for violin, cello and piano

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
Y. Sköld: Melodi in G major for violin, viola, and piano

J. フェーンストレム：ピアノ三重奏の為のロンド
J. Fernström  : Rondo for violin, cello and piano

6月 11 日 ( 月 )7:00PM開演 [6:30 開場 ]
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

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 へ短調 作品 61
F. Chopin: Polonaise-Fantaisie in F minor, Op. 61

L. ノールマン：チェロ・ソナタ 二長調 作品 28
L. Norman: Cello sonata in D major, Op. 28

----------
R. シューマン：おとぎの絵本 作品 113
R. Schumann: Märchenbilder, Op. 113  

L. ノールマン：ピアノ四重奏曲 ホ短調 作品 10
L.  Norman : Piano Quartet in E minor Op. 10

6月 12 日 ( 火 )7:00PM開演 [6:30 開場 ]
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
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 (*)
W. Peterson-Berger: from Frösöblomster (*)

“帰還” “夏の歌” “ローンテニス” “薔薇に” 
"Renstrée" "Sommarsång" "Lawn Tennis" " Till rosorna"

R. シューマン：幻想小曲集 作品 12 (*)
R. Schumann: Fanatasiestücke, Op. 12 (*)

----------
R. シューマン：「ミルテの花 作品25」より　“献呈”  “はすの花”
R. Schumann: from Myrthen, Op.25 "Widmung"  "Die Lotusblume"

                         「リーダークライス 作品 39」より 
                          from Liederkreis, Op. 39

                      “異郷で”　“間奏曲”　“森の語らい”                             "In der Fremde" "Intermezzo" "Waldesgespräch"
                       「リーダークライス 作品 24」より　“ミルテとバラで”                                          
                          from Liederkreis, Op. 24 "Mit Myrten und Rosen “

 [ ノーベル賞文学賞受賞作家の歌詞による歌曲特集 ]

W. ペッテション=ベリエル：「マリートの歌 作品 12」より
W. Peterson-Berger: from "Marits visor, Op. 12”
　　　　　　　　　“山羊よ、少年のところへ (B. Bjørnson)”
　　　　　　　　　  "Kom bukken til gutten(B. Bjørnson)"
E. シェーグレン：雲 (V. von Heidenstam)
E. Sjögren: Molnet (V. von Heidenstam)

W.ステーンハンマル：「歌と叙情 作品26」より　“野の蘭 (E.A.Karlfeldt)”
W. Stenhammar: from"Visor och stämningar, Op. 26   "Nattyxne (E. A. Karlfeldt)" 
G. ド・フルメリ：夕暮れはとても美しい (P. Largerkvist)
G. de Frumerie: Det är vackrast när det skymmer (P. Lagerkvist)  

M. カルコフ：「３つのロマンス 作品 239」より
M. Karkoff: from “Tre romanser Op. 239”

                        “黒白のカササギ (T. Tranströmer)”
                             "En svartvit skata(T. Tranströmer)" 

                        “泣きたいだけ泣きなさい (N. Sachs)”
                            "Gråt ut(N. Sachs)"  

6月 14 日 ( 木 )7:30PM開演 [7:00 開場 ]
コパ・デ・カフェ

カフェコンサート
民謡とアリアの世界
向野由美子 (ms)　北田法子 (pf)  

山田耕筰：待ちぼうけ　   成田為三：浜辺のうた
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

スウェーデン民謡より
----------

G.P. ペルゴレージ :「悲しみの聖母」より “ああ、愛の泉である聖母よ "
G.B.Pergolesi :  "Eia Mater fons amoris”  from  Stabat Mater    

J.S. バッハ :「ロ短調ミサ」より “われら主をほめ”
J.S.Bach: "Laudamus te" from Messe h-moll

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 “タントュム・エルゴ”
O. Olsson: Tantum Ergo for voice, violin and piano

W.A. モーツァルト：「フィガロの結婚」より ケルビーノのアリア
W.A. Mozart: from Le Nozze di Figaro

“自分で自分がわからない”
“Non so più cosa son"

“恋の悩み知る君は”
"Voi che sapete"

J.シュトラウス：「こうもり」より オルロフスキーのアリア“十人十色”  
J.Strauss: "Chacun à son goût" from Die Fledermaus

G. ビゼー：「カルメン」より　“ハバネラ” 
G.Bizet: "Habanera" from Carmen

6月 15 日 ( 金 )7:00PM開演 [6:30 開場 ]
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＋・・・＝？

ペーテル・エリクソン (va) 　荒井絵梨 (vn, *)　
鈴木千保 (vn)　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
A. Pettersson: Fantasy for viola solo 

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
J. Carlstedt: from 8 duets for two violins
　　　　　　　          第１、７、６、５、３番
　　　　　　　　            No. 1, 7, 6, 5, 3　　

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 (*)
T. Aulin: Sonata for violin and piano in D minor, Op. 12 1st mov. (*)

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. Linde: Romantisk melodi for violin and piano(*)

B. リンデ：３声の為のソナタ 作品38（ピアノ三重奏曲）(*)
B. Linde: Sonata à tre, Op. 38 (*)

----------
F. ベールヴァルド：弦楽四重奏曲 第３番  変ホ長調
F. Berwald: String Quartet No. 3 in E-flat major

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）(*)
W. Stenhammar: Allegro Brillante (*)

※　　　は、公益財団法人 府中文化振興財団 共催　および 府中の森芸術劇場メンバーズ (会員 ) 対象公演　　※青字はスウェーデン作曲家、緑字はその他の北欧作曲家
　　

関連コンサート 【無料】
6月 8 日 ( 金 )4:15PM開演

府中市美術館
主催：府中市美術館　共催：一般社団法人 ステーンハンマル友の会

第２回 府中の夏 北欧の風音楽祭
プレ・コンサート

ペーテル・エリクソン (va) 　クラース・ガッゲ (vc)
鈴木千保(vn)　荒井絵梨(vn)　久保 静(vn)　向野由美子(ms)

関連コンサート 【無料】
6月 13 日 ( 水 )7:00PM開演 [6:30 開場 ]

ミュージックサロン・サングレース
主催：ミュージックサロン・サングレース　共催：一般社団法人 ステーンハンマル友の会

Concert of the Green
スタッフとして音楽祭開催にご協力いただいている東京農工大学ピアノ
部の部員によるコンサート。それぞれの分野の勉学に励みながら、ピア
ノの腕を磨く彼らの心のこもった熱演、どうぞお聴き逃しのないように！

6月 6 日 ( 水 ) ー 16日 ( 土 )
　　　　　　　　　　※最終日は 2:00PMまで

カフェ・ド・クロワッサン アートスペース
宮本和千代 絵画展
故郷スウェーデンの風景画


