
声屋室内合奏団 Ashiya Chamber Orchestra

プログラム

A.コレルリ    合奏協奏曲 卜短調 『クリスマス 協奏曲」 作品 6-8
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第 1ヴ ァイオリン独奏    鳥丸 安雄   JJ tt sο ro r yasυο Tけ加ar2J

第2ヴ アイオリン独奏    吉岡 道子   ″」1/n sο/O r Miθわriko bttli9わ

チェロ独奏        鳥丸 直子   降 sο/O r AlaOわ7ori19∂〃

A.L.ヴィヴァルディ 調和の霊感～2つ のヴアイオリンのための協奏曲 イ短調 作品3…8
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R。ジャゾット    アダージョ ト短調 (ァルビノーニのアダージョ)
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WiA.モーツアルト セレナード第 13番 卜長調 『アイネ ・クライネ ・ナ八トムジーク」 K.525
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オルガン  小津 久子        Orgaη  f ttsaわOz2J

指揮    酒井 睦雄 (相愛大学教授)の ndacゎrrЙおalo Sabノ

演奏    芦屋室内合奏団      ス
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春の教会コンサート

母の家ベテル 拗湯θttοttθ Bθル∂

平成 26年 4月 5日 (土)開 場 午後 2時 30分

開演 午後 3時



ごあいさつ

芦屋室内合奏団は1965年 に芦屋市浜町の橋本邸で発足し2015年 に創立50周 年を迎えま丸 50年

という年月の間に団員の入れ替わりも多くありましたが、アマチュアでも質の高い音楽を演奏すると

いう発足当時の熱い想いが、当団の活動の原動力として途絶えることなく受け継がれていま丸

本日はバロック音楽を中心にポピュラーな作品を演奏いたします:秋 には毎年恒例の定期演奏会を

行っておりますが、今年は春の教会コンサートに取 り組みま丸 これからも様々な作品にチャレンジ

して上質な音楽を目指して活動してまいりますので、引き続き皆さまの温かいご支援 。アドバイスの

程よろしくお願い申し上げま丸

2014年 4月  声屋室内合奏団 団長 鈴木 雄二

団員一同

7uz. l  - tv

■酒井 睦雄 指揮、音楽監督

桐朋学園高等学校音楽科を経て 1971年桐朋学園大学卒業。指揮を斎藤秀雄、秋山和慶両氏に、ク

ラリネットを北爪利世、二宮和子、F.フ ックス各氏に師事。1971年 より相愛オーケス トラ指揮者、

1977年ザルツブルクにて0.ス イトナー氏に師事。同年、東京にてS。チェリビダッケ氏のゼミナー

ルに参加。2001年 には声屋室内合奏団を率いてドイツのバンベルクにてバンベルク交響楽団団員と

ともにニューイヤーコンサート、 ドレスデンにてフラウエン教会落成記念コンサート等を行い好評を

博丸 2005年 第 19回京都芸術祭音楽部門京都府知事賞受賞。現在、相愛大学教授として音楽専門家

の育成にあたる傍ら、1974年 より声屋室内合奏団音楽監督、高知大学管弦楽団常任指揮者、京都薬

科大学管弦楽団常任指揮者をつとめる等、アマチュア合奏団の発展にも尽力している。

■芦屋室内合奏団
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音楽監督 : 酒井 睦雄

: 鳥丸 安雄

: 伊藤 恵子 末松 秀樹

コンサー トマスター

事務局

喜多 智佐子 鳥丸 安雄○ 橋本 栄子  藤本 恭子

堀田 純子  三村 誠子  山上 万起子 吉岡 道子○

伊藤 恵子  河野 俊夫  鈴木 道子  鈴木 雄二〇

鳥丸 直子○ 堀田 一之  宮崎 晴夫

末松 秀樹                    (○ :パー トリーダー)

小津 久子

団長          : 鈴木 雄二

アシスタントコンサートミストレス : 三村 誠子

会計          : 堀田 純子

次回演奏会のお知らせ  ◆芦屋室内合奏団 第48回 定期演奏会◆

2014年 ll月 3日 (月・祝日) 場所 :川西みつなかホール 14時 開演

ブラームス/弦 楽六重奏曲第 1番 (弦楽合奏版)他

声屋室内合奏団ホームページ 力=prあκわesfra.mJsた加fo.oo.=ゴーACO/


