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＜1993年＞
＊クリスマスコンサート 12/11（土）　午後２時　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ六手連弾＞ 「クリスマスメドレー」
〜もろびとこぞりて〜聖夜〜ジングルベル〜

＜ソプラノ独唱＞ 「ペチカ」 （北原白秋作詞／山田耕筰作曲）
＜リコーダー独奏＞ 「グリーンスリーブス変奏曲」 （イギリス民謡）

　　チェロ独奏 越智比呂子(Vc)/千葉理恵子(Pf)
「エレジー」 （フォーレ）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「山の音楽家」 （ドイツ民謡）
「エーデルワイス」 （ロジャース）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ヴァイオリン独奏＞ 「チャルダッシュ」 （モンティ）
＜ピアノ連弾＞ 「主よ、人の望みの喜びよ」 （バッハ）

「マイ・フェア・レディ」より”踊りあかそう” （ロー）
　　全員合奏・合唱

「聖夜」 （山本康作詞／グルーバー作曲）

＜1994年＞
＊不定期コンサート 3/5（土）　14:30〜　リハビリ室
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

＜リコーダー合奏＞ 「おどろう楽しいポーレチケ」 （シゲチンスキー）
「マルセリーノの歌」 （ソロバザル）
「川はよんでる」 （べアール）

＜リコーダー二重奏＞ 「ポルカ」 （シュタイエルマーク）
「ツェパールポルカ」 （シュタイエルマーク）

＜リコーダー四重奏＋二重唱＞
「谷間に春が来れば」 （チロル民謡）

＜リコーダー合奏＞ 「ラバースコンチェルト」 （バッハ原曲／ランデル編曲）

＊七夕コンサート 7/9（土）　午後２時30分　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ独奏＞ 「花のうた」 （ランゲ）
＜ソプラノ独唱＞ 「夏の思い出」 （江間章子作詞／中田喜直作曲）

「お祭りはどこ」 （岸田吟子作詞／中田喜直作曲）
「ねむの木の子守歌」 （美智子皇后作詞／山本正美作曲）

＜リコーダー独奏＞ 「竹田の子守歌」 （京都府民謡）
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「きらきら星」 （フランス民謡）
「グリーンスリーブス」 （イギリス民謡）
「たなばたさま」 （下総皖一）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ヴァイオリン独奏＞ 「ガボット」 （ゴセック）

「チャルダッシュ」 （モンティ）
＜ピアノ連弾＞ 「旅愁」 （オードウェイ）

「ジャマイカ・ルンバ」 （ベンジャミン）
「愛の夢」 （リスト）

＜アンサンブル＞ 「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲／文部省唱歌）

＊クリスマスコンサート 12/20（火）　午後６時　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ独奏＞ 「エリーゼのために」 （ベートーヴェン）
＜ソプラノ独唱＞ 「雪の降る街を」 （内村直也作詞／中田喜直作曲）

「星に願いを」 （　　　　　／ハーライン作曲）
＜リコーダー独奏＞ 「グリーン・スリーブス変奏曲」 （イギリス民謡）
＜ピアノ連弾＞ 「トロイカ」 （　　　　　　　　　）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん



「谷間に春が来れば」 （チロル民謡）
「星に願いを」 （ハーライン）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ピアノ連弾＞ 「めだかの学校〜赤い靴〜春の小川」
＜アンサンブル＞ 「ふるさと」 （文部省唱歌）

　　全員合唱
「たなばたさま」 （権藤花代・林柳波作詞／下総皖一作曲）

＊クリスマスコンサート 12/9（土）午後４時　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ六手連弾＞ 「クリスマスメドレー」
〜もろびとこぞりて〜聖夜〜ジングルベル〜

＜ソプラノ独唱＞ 「野バラ」
「ペチカ」 （北原白秋作詞／山田耕筰作曲）

＜リコーダー独奏＞ 「メヌエット」 （デュパール）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「タイスの瞑想曲」 （マスネー）

「チャルダッシュ」 （モンティ）
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「クリスマスキャロル」
「まき人」 （讃美歌）
「ラバースコンチェルト」 （バッハ原曲／ランデル編曲）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ピアノ連弾＞ 「トロイカ」 （　　　　　　　）

「ハンガリー舞曲第５番」 （ブラームス）
＜アンサンブル＞ 「エル・クンパンチェロ」 （　　　　　　　）

　　全員合唱
「聖夜」 （グルーバー）

＜1996年＞
＊七夕コンサート 7/6（土）午後３時30分　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜アンサンブル＞ 「花まつり」 （サルバルディ）
＜ソプラノ独唱＞ 「夏の思い出」 （江間章子作詞／中田喜直作曲）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「浜辺のうた」 （成田為三）
＜ピアノ連弾＞ 「七つの組曲」より

　　“緑なる大地”　“子供たちの行進” （白川雅樹）
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「星に願いを」 （ハーライン）
「天空の城ラピュタ」より　“君をのせて” （久石譲）
「グリーンスリーブス」 （イギリス民謡）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ヴァイオリン独奏＞ 「望郷のバラード」 （ポルムベスク）
＜ピアノ連弾＞ 「ドリー」より　“子守歌”　“ミャーオ” （フォーレ）
＜ソプラノ独唱＞ 「トゥナイト」 （バーンスタイン）
＜アンサンブル＞ 「Shall we dance」 (ハマースタイン作詞／ロジャース作曲）

　　全員合唱
「七夕さま」 （権藤花代・林柳波作詞／下総皖一作曲）

＊クリスマスコンサート 12/14（土）午後１時30分　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ６手連弾＞ 「クリスマスメドレー」
〜もろびとこぞりて〜聖夜〜ジングルベル〜

＜リコーダー独奏＞ 「メヌエット」 （デュパール）
＜ソプラノ独唱＞ 「野ばら」　「子守歌」 （シューベルト）

　　ギター独奏 丸藤信夫
「始めに」 （作者不詳）
「月光」 （F. ソル）
「ロマンス」 （スペイン民謡）
「水に落ちた蝶々」 （武井守成）
「利根川」 （武井守成）



＜ヴァイオリン独奏＞ 「チャルダッシュ」 （モンティ）
＜ピアノ連弾＞ 「スラブ舞曲 op. 72-2」 （ドヴォルザーク）

「ハンガリー舞曲第５番」 （ブラームス）
＜アンサンブル＞ 「ふるさと」 （文部省唱歌）

＊サマーコンサート 8/23（土）午後３時30分〜
　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ

「線路は続くよ」 （アメリカ民謡）
「野ばら」 （ウェルナー）
「オーラ・リー」 （アメリカ民謡）
「上を向いて歩こう」 （永六輔作詞／中村八大作曲）
「見上げてごらん、夜の星を」 （永六輔作詞／いずみたく作曲）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜アンサンブル＞ カンタータ 「羊は草をはむ」 （バッハ）
＜ソプラノ独唱＞ 「浜千鳥」 （鹿島鳴秋作詞／弘田龍太郎作曲）
＜フルート独奏＞ 「メヌエット」 （ビゼー）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「エーデルワイス」 （ロジャース）
「星に願いを」 （ハーライン）
「ラバース・コンチェルト」 （バッハ／ランデル編曲）
「コンドルは飛んで行く」 （ロブレス／ミルヒバーグ）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ピアノ連弾＞ 「スペイン舞曲 No.1/No.3」 （モシュコフスキー）
＜アンサンブル＞ 「タイプライター」 （アンダーソン）

＊クリスマスコンサート 12/13（土） 午後３時〜
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ連弾＞ NHK連続テレビ小説「あぐり」のテーマ （岩代太郎）
＜ソプラノ独唱＞ 「オン・ブライ・マイ・フ（ラルゴ）」 （ミナ−ト作詞／ヘンデル作曲）

「キャッツ」より“メモリー” （　　　　　／ウェーバー作曲）
＜ピアノ独奏＞ 「子犬のワルツ」 （ショパン）
＜ピアノ連弾＞ 「主よ、人の望みの喜びを」 （バッハ）
＜フルート独奏＞ 「星に願いを」（ディズニー「ピノキオ」より） （ハーライン）

　 特別出演　松浦信博
＜ピアノ連弾＞ 「くるみ割り人形」より“トレパック”“ワルツ” （チャイコフスキー）
＜ピアノ６手連弾＞ 「クリスマスメドレー」

「もろびとこぞりて〜聖夜〜ジングルベル」
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「四季」より“春” （ヴィヴァルディ）
「水上の音楽」より“ホルン・パイプ” （ヘンデル）
「２本のアルト・リコーダーのためのソナタ」 （サン・マルティーニ）
「グリーンスリーブス」 （イギリス民謡）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「いざ起て、戦人よ」 （グラナハム）
「小夜曲 Standchen」 （マルシュネル）
「アヴェ・マリア」 （J. アルカデルト）
「ホワイトクリスマス」
「聖者が町にやってくる」 （アメリカ民謡）

　　全員合唱
「聖夜」 （山本康作詞／グルーバー作曲）

＜1998年＞
＊サマーコンサート 8/22（土）午後３時〜
　　アンサンブル ル・プランタン

＜アンサンブル＞ 「マイ・フェア・レディ」より”踊りあかそう” （ロー）
＜リコ−ダ−独奏＞ 「ピノキオ」より”星に願いを”　 （ハーライン）
＜ソプラノ独唱＞ 「サマ−タイム」「セレナ−デ」ほか　 （　　　　　　　）
＜ピアノ連弾＞ 「軍隊行進曲」 （シューベルト）

「アンダンテと５つの変奏曲」より （モーツァルト）
「クシコス・ポスト」 （ネッケ）



＜アンサンブル＞ 「羊は草をはむ」 （バッハ）
＜ピアノ独奏＞ 「エリーゼのために」 （ベートーヴェン）
＜ソプラノ独唱＞ 「ソルヴェイグの歌」 （グリーク）

「アレルヤ」 （モーツァルト）
＜リコーダー独奏＞ 「グリ−ン・スリ−ブス変奏曲」 （イギリス民謡）
＜アンサンブル＞ 「マイ・フェア・レディ」より”踊りあかそう” （ロー）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「ロンド」 （パーセル）
「イントラーダ」 （シャイト）
「ラバース・コンチェルト」 （バッハ／ランデル編曲）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「アヴェ・マリア」 （アルカデルト）
「Heilig（ハイリッヒ）」 （シューベルト）
「ホワイト・クリスマス」 （　　　　　　　　　）
「O  Holly  Night」 （アダム）

　　全員合唱
「聖夜」 （山本康作詞／グルーバー作曲）

＜1999年＞
＊サマーコンサート 9/4（土）午後３時　リハビリ室
　　アンサンブル ル・プランタン

＜アンサンブル＞ 「マイ・フェア・レディ」より“踊り明かそう” （ロー）
＜ソプラノ独唱＞ 「アメ−ジング・グレース」 （岩谷時子作詞／イギリス民謡）

「風の子供」 （竹久夢二作詞／中田喜直作曲）
＜ピアノ連弾＞ 「ワルツ集」より （ブラームス）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「チャルダッシュ」 （モンティ）
＜アンサンブル＞ 「タイプライター」 （アンダーソン）

　　混声合唱 あかい実
「四季の歌」 （荒木とよひさ）
「夏の思い出」 （江間章子作詞／中田喜直作曲）
「もみじ」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲）
「一週間」 （ロシア民謡）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「時は花祭りの五月」 （トーマス・モ−リ−）
「帰っておいで」 （ジョン・ダウ二ング）
「御婦人向きの素敵な小物」 （ジョン・ダウ二ング）
「花祭り」 （サルディバル）
「コンドルは飛んで行く」 （ロブロス、ミルヒバーグ）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「いざ起て戦人よ」 （グラナハム）
「線路は続くよどこまでも」 （アメリカ・フォークソング）
「12人の盗賊」 （　　　　　　　　）
「ふるさと」 （室生犀星／磯部俶）
「遥かな友へ」 （磯部俶）

　　全員合唱
「夏の思い出」 （江間章子作詞／中田喜直作曲）

＊クリスマスコンサート 12/11（土）午後３時　リハビリ室
　　混声合唱 あかい実

「ふるさと」 （文部省唱歌／秋磯郎）
「ぼだい樹」 （ミューラ−／シューベルト）
「もみの木」 （ドイツ民謡／中山知子／石井歓）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜アンサンブル＞ 「羊は草をはむ」 （バッハ）
＜ソプラノ独唱＞ 「アヴェ・マリア」 （カッチ−ニ）

「オン・ブライ・マイ・フ」 （ヘンデル）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「愛の夢」 （リスト）
＜ピアノ連弾＞ 「小組曲」から“小舟にて”“バレエ” （ドビュッシー）
＜アンサンブル＞ 「クリスマスメドレー」

〜もみの木〜ひいらぎ飾ろう〜荒野の果てに〜もろびとこぞりて〜



「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）
　　混声合唱 あかい実

「思い出」 （古関吉雄作詞、ペイリ−作曲）
「森へ行きましょう」 （ポーランド民謡、東大音感合唱団訳）
「浦のあけくれ」 （吉丸一昌作詞、マッチンギ作曲）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「ロンド」 （スザート）
「ロンド〜昔、女の子があったとさ」 （スザート）
「野ばら」 （ウェルナー）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「權兵衛が種まく」 （黒人霊歌）
「筑波山麓合唱団」 （永六輔作詞、いずみたく作曲）
「Soon-a will be done」 （黒人霊歌。福永陽一郎編）
「Go down Moses」 （黒人霊歌）

　　全員合唱
「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）

＊クリスマスコンサート 12/9（土） 15:00〜
　　アンサンブル ル・プランタン

＜アンサンブル＞ 「マイ・フェア・レディ」より　“踊り明かそう” （ロー）
＜ソプラノ独唱＞ 「ラ・セレナ−タ」 （トスティ）

「オン・ブライ・マイ・フ（ラルゴ）」 （ヘンデル）
＜リコーダー独奏＞ 「メヌエット」 （デュパール）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「チャルダッシュ」 （モンティ）
＜ピアノ連弾＞ 「スラブ舞曲」op.72-2ホ短調／op.72-7ハ長調 （ドヴォルザーク）
＜アンサンブル＞ 「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）

　　混声合唱 あかい実
「埴生の宿」 （里見義作詞／ビショップ作曲）
「冬景色」 （文部省唱歌）
「もろびとこぞりて」 （ヘンデル作曲）
「もみの木」 （ドイツ民謡、中山知子、石井歓編曲）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
“水上の音楽”より「ホルンパイプ」 （ヘンデル）
「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 （モーツァルト）
「グロリア」 （キャロル）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「ホワイト・クリスマス」 （　　　　　　）
「O  Holly  Night」 （アダム）
「赤とんぼ」 （山田耕筰）
「最上川舟歌」 （山形県民謡）

　　全員合唱
「聖夜」 （山本康作詞／グルーバー作曲）

＜2001年＞
＊オータムコンサート2001 9/1（土）14:30〜
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「まっかな秋」 （小林秀雄）
「荒城の月」 （滝廉太郎）
「小さい秋みつけた」 （中田喜直）
「通りゃんせ」 （日本わらべうた）
「夕やけこやけ」 （草川信）

　　ピアノ三重奏 千葉理恵子(Pf)/吉田朋子(Fl)/越智比呂子(Vc)
「浜辺の歌」 （成田為三）
「もみじ」 （岡野貞一）

　　混声合唱 あかい実
「小さな世界」 （若谷和子訳詞／シャーマン兄弟作曲・石井歓編曲）
「夏の思い出」 （江間章子作詞／中田喜直作曲）
「喜びの歌」 （岩佐東一郎作詞／ベ−ト−ヴェン作曲）
「シュラジェベチカ」（森へ行きましょう） （ポーランド民謡／岩河三郎編曲）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ



＜アンサンブル＞ 「躍り明かそう」 （ロー）
　　混声合唱 あかい実

「はるかな友に」 （磯部俶作詞・作曲）
「トロイカ」 （ロシア民謡／楽団カチューシャ訳詞）
「もみじ」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲）
「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）

　　全員合唱
「きよしこの夜」 （山本康作詞／グルーバー作曲）

＜2002年＞
＊スプリングコンサート2002 3/9(土) 14: 00〜15: 00
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「花」 （滝廉太郎）
「ポロネーズ」 （モーツアルト）
「谷間に春が来れば」（歌あり） （チロル民謡）

　　チェロ独奏 越智比呂子（Vc）/千葉理恵子（Pf）
「リベルタンゴ」 （ピアソラ）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜アンサンブル＞ 「シャル・ウィ・ダンス」（“王様と私”より） （ロジャース）
＜ソプラノ独唱＞ 「早春賦」 （吉丸一昌作詞／中田章作曲　文部省唱歌）

「花の街」 （江間章子作詞／團伊玖磨作曲）
＜ピアノ連弾＞ 『くるみ割り人形』より「トレパック」「コンペイ糖の踊り」 （チャイコフスキー）

「ジ・エンターテイナー」 （ジョプキン）
「クシコスポスト」 （ネッケ）

＜アンサンブル＞ 「踊り明かそう」（マイ・フェア・レデイより） （ロー）
　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ 越田和弘（指揮）

「野はうるわし」 （潮彰二作詞／中村仁策作曲）
「婆やのお家」 （林柳波作詞／本居長世作曲）
「斎太郎節」 （宮城県民謡／竹花秀昭編曲）
「カリンカ」（アンコール） （ロシア民謡）

　全員合唱
「どじょっこふなっこ」 （日本古謡）
「どこかで春が」 （百田宗治作詞／草川信作曲）

＊サマーコンサート2002 8/3（土）15:00〜16:00
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「良き友との気晴らし」（歌あり） （ヘンリ−３世）
＃楽器の紹介
「いつも何度でも」（“千と千尋の神隠し”より） （木村弓作曲／清原賢治編曲）
「花祭り」 （サルディバル）
「コンドルは飛んで行く」 （ロブレス、ミルヒバーグ）

　　フルート独奏 吉田朋子（Fl）/越智比呂子（Pf）
「バディネリ」 （バッハ）

　　リコーダー独奏 千葉理恵子（Rc）/星雅博（G）
「グリーンスリーブス変奏曲」 （イギリス民謡）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜アンサンブル＞ 「踊り明かそう」（“マイ・フェア・レディ”より） （ロー）
＜ソプラノ独唱＞ 「風の子供」 （竹久夢二作詞／中田喜直作曲）

「霧と話した」 （　　　　　　／中田善直作曲）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「ホームスィートホーム変奏曲」 （ファーマー）
＜ピアノ連弾＞ 「スペイン舞曲」 （モシュコフスキー）
＜アンサンブル＞ 「ふるさと」 （文部省唱歌）

　　混声合唱　 あかい実
「フィンランディア」 （宮沢章二作詞／シベリウス作曲）
「大きな古時計」 （保富庚午作詞／ワーク作曲）
「おおスザンナ」 （津川圭一作詞／フォスター作曲）
「泉のほとり」 （井上他訳詞／ノビコフ作曲）

　　全員合唱
「海」



「ホワイトクリスマス」 （ベルリン）
「オーホーリーナイト」 （アダム）

　　全員合唱
「きよしこの夜」 （山本康作詞／グルーバー作曲）

＜2003年＞
＊スプリングコンサート2003 3/1（土）15:00〜16:00
　　アンサンブル ル・プランタン

＜ピアノ連弾＞ 「愛の挨拶」 （エルガ−）
「サウンドオブミュージック」より　“エーデルワイス”　“ドレミの歌”

（ロジャース）
「イエスタディ」 （ビートルズ）

＜ソプラノ独唱＞ 「月の風船」 （「みんなの歌」より）
「私と小鳥と鈴」 （金子みすず作詞／白川雅樹作曲）

＜アンサンブル＞ 「踊り明かそう」 （ロー）
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「埴生の宿」 （ビショップ）
「ガリアルド」(“５本のリコーダーのための組曲”より) （ホルボーン）
「グリーンスリーブス」 （イギリス民謡）

　　混声合唱 あかい実
「早春賦」 （吉丸一昌作詞／中田章作曲）
「歓喜の歌」 （シラー作詞／ベートーヴェン作曲／川崎祥悦編曲）
「今日の日はさようなら」 （金子昭一作詞・作曲／小山章三編曲）

　　全員合唱
「うれしいひなまつり」 （サトウ・ハチロー作詞／河村光陽作曲）
「春よ来い」 ？

＊10周年記念『オータムコンサート2003』 　　10/4(土)　15:00〜16:00
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「まっ赤な秋」 （小林秀雄）
「のばら」 （シューベルト）
「星に願いを」 （ハ−ライン）
「コンドルは飛んで行く」 （ロブレス／ミルヒバーグ）

　　弦楽二重奏 筒井裕子（Vl）/越智比呂子（Vc）
「ロマンス　ト長調」 （ベートーヴェン）
「G線上のアリア」 （バッハ）
「もみじ」 （岡野貞一）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ソプラノ独唱＞ 「あねさまにんぎょう」 （岸田衿子作詞／中田喜直作曲）

「お手玉とおはじき』」 （岸田衿子作詞／中田喜直作曲）
「おまつりはどこ」 （岸田衿子作詞／中田喜直作曲）

＜ピアノ連弾＞ 「メヌエット　ト短調」 （バッハ）
「スペイン舞曲集」より第1番、第3番 （モシュコフスキー）

＜アンサンブル＞ 「赤とんぼ」 （三木露風作詞／山田耕筰作曲）
「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）

　　混声合唱 あかい実
「時計台の鐘」 （高階哲夫作詞作曲／長谷川新一編曲）
「泉のほとり」 （A. ノビコフ作曲／橋本祥道編曲）
「はるかな友」 （磯部俶作詞作曲）

　　全員合唱
「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）

　＊クリスマスコンサート2003 12/20（土）14:30〜15:20
　　ミュージックベル合奏　

「主イエス・キリスト　降誕」 （讃美歌）
「諸人こぞりて」 （讃美歌）

　　混声合唱 あかい実
「歓喜の歌」 （シラー作詞／ベ−ト−ヴェン作曲／川崎祥悦編曲）
「フィンランディア」 （宮沢章二作詞／シベリウス作曲／松村偵三編曲）
「アムール河の波」 （合唱団白樺作詞／キュツス作曲／岩河三郎編曲）



＜ソプラノ独唱＞ 「ゆく春」 （小野芳照作詞／中田善直作曲）
「さくら」 （森山直太朗）

＜リコーダー独奏＞ 「メヌエット」 （デュパール）
「星に願いを」 （ハ−ライン）

＜ヴァイオリン独奏＞ 「愛の挨拶」 （エルガ−）
「タンゴ」 （アルベニス）
「美しきロスマリン」 （クライスラー）

＜ピアノ連弾＞ 「主よ、人の望みの喜びよ」 （バッハ）
「ワルツ第１番・第６番」 （レ−ガ−）
「ハンガリー舞曲第５番」 （ブラームス）

＜アンサンブル＞ 「早春賦」 （中山章）
「ふるさと」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲　文部省唱歌）

　　全員合唱
「どこかで春が」 （百田宗治作詞／草川信作曲）

＊サマーコンサート2004 7/3（土）14:30〜15:30
　　ミュージックベル合奏 ハンドベル隊

「たなばたさま」 （下総皖一）
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「川はよんでる」 （べアール）
「クシコス・ポスト」 （ネッケ）
「ハイドンの主題による変奏曲より」 （ブラームス）

　　アンサンブル そよかぜトリオ　　　中川真理子（Ob）／後藤嗣雄（Fg）／中川陽平（G）
「風笛」（NHK連続テレビ小説“あすか”のテーマ）
「グリーンスリーブス変奏曲」
「世界に一つだけの花」

　　ピアノ独奏 大谷哲
「幻想曲　ヘ短調　作品49」 （ショパン）
「前奏曲　変ニ長調　作品28-15」 （ショパン）

　　混声合唱 あかい実
「時計台の鐘」 (高階哲夫作詞作曲・長谷川新一編曲)
「大地讃頌」（カンタータ『土の歌』より） （大木惇夫作詞・佐籐眞作曲）
「夏の思い出」 （江間章子作詞・中田喜直作曲）

　　全員合唱
「たなばたさま」 （権藤花代・林柳波作詞／下総皖一作曲　文部省唱歌）

＊クリスマスコンサート2004 12/18（土）14:30〜15:30
　　ミュージックベル合奏 ハンドベル隊

「神のみ子は今宵しも」 （讃美歌）
「ラルゴ」 （ヘンデル）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「舞曲集１」より “Der  Lothringer”＜ロートリンゲンの人々＞

“Der  Herzog”＜公爵さま＞
“Hahnentanz ”＜鶏の踊り＞ （プレトリウス）

「ディズニーメドレー」 “小さな世界”
“ミッキーマウスマーチ”
“星に願いを”

　　混声合唱 あかい実
「もみの木」 （ドイツ民謡／中山知子作詞／石井歓編曲）
「フィンランディア」 （宮沢章二作詞／シベリウス作曲／松村禎三編曲）
「大地讃頌」 （大木惇夫作詞／佐藤真作曲）

　　ピアノ連弾 千葉理恵子／宝金文子
「愛の挨拶」 （エルガ−）
「主よ、人の望みの喜びよ」 （バッハ）
「ワルツ」 （ブラームス）
「スラブ舞曲」 （ドヴォルザ−ク）
「ハンガリー舞曲　第５番」 （ブラームス）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「クリスマスソング・メドレー」 “ホワイトクリスマス”

“サンタが街にやってきた”



【日時】 4/10（日）14時開演
【場所】 三星本店ホール（苫小牧市糸井）
【出演】 田村義一（リコーダー）

クリスチャン・ツィンマ−マン（リュート）
千葉理恵子門下生
どれみふぁ・どん

【曲目】
リコーダー五重奏　 「ソナタエルラ」 （ベルタ−リ）

リュート独奏　 「ブ−レ」 （ヴァイス）
「フーガ　ト短調」 （バッハ）

リコーダー独奏　 「ソナタ　イ短調」 （ヘンデル）
＜休憩＞

リコーダー独奏　 「ソナタ　イ短調」 （ビガリア）
リュート独奏　 「プレリュード　ニ長調」 （バッハ）

「クーラントとジーク」 （ヴァイス）
リコーダー独奏　 「フォリア変奏曲」 （作者不詳）
リコーダー合奏　 　組曲“妖精の女王”より　

‘幕開きの踊り’‘ライゲン・ロンド’‘シャコンヌ’ （パーセル）

＊オータムコンサート2005 9/3（土）14:30〜15:30
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「ハイドンの主題による変奏曲」よりテーマ （ブラームス）
「少年時代」 （井上陽水・平井夏美作曲／千田鉄男編曲）
「パガニ−ナの舞曲」「サルタレッロ」 （アントヴェルペン）

　　混声合唱 あかい実
「ふるさと」 （文部省唱歌）
「時計台の鐘」 （高階哲夫作詞作曲・長谷川新一編曲）
「今日の日はさようなら」 （金子昭一作詞作曲・小山章三編曲）
「フィンランディア」 （宮沢章二作詞・シベリウス作曲・松村禎三編曲）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜アンサンブル＞ “マイ・フェア・レディ”より「踊り明かそう」 （ロー）
＜ソプラノ独唱＞ オペラ「リナルド」より“涙の流れるままに” （ヘンデル）

オペラ「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父様” （プッチーニ）
＜リコーダー独奏＞ 「メヌエット」 （デュパール）
＜ヴィオラ独奏＞ 「白鳥」 （サン・サ−ンス）
＜ヴァイオリン独奏＞ 「スペイン舞曲」 （ファリャ）
＜ピアノ連弾＞ 日本の秋の曲メドレー「里の秋〜どんぐりころころ〜もみじ」

「ボヘミアの森」より“糸紡ぎ” （ドヴォルザ−ク）
＜アンサンブル＞ 「タイプライター」 （アンダーソン）

　　全員合唱
「ふるさと」 （文部省唱歌）

 ＊クリスマスコンサート2005 12/17（土）14:00〜15:00
　　ミュージックベル合奏 ハンドベル隊

「牧人」 （讃美歌）
「もろびとこぞりて」 （讃美歌）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「勇者は帰りぬ」 （ヘンデル）
「ヨセフ愛するヨセフ」 （14世紀古曲）
「田園舞曲“石を持たずに”」

　　混声合唱 あかい実
「もみの木」 （ドイツ民謡／中山知子作詞／石井歓編曲）
「Holy Night」 （グルーバー作曲）
「大地讃頌」 （大木惇夫作詞・佐藤眞作曲）

　　ピアノ連弾 千葉理恵子／宝金文子
「クリスマス・メドレー」　もみの木〜ひいらぎ飾ろう〜荒野の果てに〜もろびとこぞりて
「ハンガリー舞曲　第１番・第５番」 （ブラームス）

　　リコーダー独奏 千葉理恵子（Re）／宝金文子（Pf）
「グリーン・スリーブス変奏曲」 （イギリス民謡）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ



「ふるさと」 （文部省唱歌）
「大地讃頌」　 （大木惇夫作詞／佐藤眞作曲）

　　全員合唱
「おぼろ月夜」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲）

＊オータムコンサート2006 9/2（土）14:30〜
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「ルーマニア民謡」 （ブレスゲン選集）
　　混声合唱 あかい実

「もみじ」 （文部省唱歌／中野義見編曲）
「赤とんぼ」 （三木露風作詞／山田耕筰作曲）
「エルベ川」 （音楽舞踊団カチューシャ訳詞／ショスタコヴィッチ作曲）
「アムール河の波」　 （合唱団白樺作詞／キュッス作曲／岩河三郎編曲）

　　アンサンブル ル・プランタン
＜ソプラノ独唱＞ 「風の子供」 （竹久夢二作詞／中田喜直作曲）

「むこうむこう」 （三井ふたばこ作詞／中田喜直作曲）
「お祭りはどこ」 （岸田衿子作詞／中田喜直作曲）

＜ピアノ連弾＞ 「スラブ舞曲集より　作品46-1/46-8/72-2/72-7」 （ドヴォルザ−ク）
＜アンサンブル＞ 「ダニ−・ボーイ」 （アイルランド民謡）

　　全員合唱 「ふるさと」 （文部省唱歌）

＊クリスマスコンサート2006 12/2（土）14;30〜
　　ミュージックベル合奏 どれみふぁ・どん

「神の御子は」 （讃美歌）
　　混声合唱 あかい実

「Holy Night」 （グルーバー作曲）
「もみの木」 （中山知子作詞／ドイツ民謡）
「フィンランディア」 （宮沢章二作詞・シベリウス作曲・松村禎三編曲）
「はるかな友に」 （磯部俶作詞作曲）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「主よ、人の望みの喜びよ」 （バッハ）

　　弦楽四重奏 ブリランテ・カルテット
「誰も寝てはならぬ」（歌劇 “トゥーランドット”より） （プッチーニ）
「弦楽セレナード」第４楽章 （チャイコフスキー）

　　男声合唱 コール・ヴォイジャーズ
「線路は続くよ、どこまでも」 （アメリカ民謡）
「この道」 （北原白秋作詞／山田耕筰作曲）
「みかんの花咲く丘」 （加藤省吾作詞／海沼実作曲）
「ホワイトクリスマス」 （ベルリン作詞作曲）
「ジングル・ベル」 （J. ピーアポント作曲）

　　全員合唱
「聖夜」

＜2007年＞
＊スプリングコンサート2007 ３/３（土）　14:30〜　外来待ち合い
　　ミュージックベル合奏

「さくらさくら」 （山田耕筰）
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「花」 （滝廉太郎）
「猫ふんじゃった」 （作者不詳）
「花祭り」 （サルディバル）

　　混声合唱 あかい実
「うれしいひなまつり」 （サトウハチロー作詞／河村光陽作曲）
「早春賦」 （吉丸一昌作詞／中田章作曲）
「おぼろ月夜」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲）
「今日の日はさようなら」 （金子昭一作詞作曲）

　　ソプラノ独唱 原田明美
“子供のための８つのうた”より
「くるみのお家」　「雨ふり」　「匂いのある歌」　「むこうの岸へ」　「おやすみなさい」 （中田喜直）

　　ピアノ連弾 千葉理恵子／伊藤珠里　



「線路は続くよどこまでも」 （アメリカ民謡）
「花」 （武島羽衣作詞／滝廉太郎作曲）
「モンパパ」（オペレッタ『ローズ・パリ』主題歌） （白井鉄造作詞／シャルル・オーベルフェルド作曲）
「ゆけゆけ飛雄馬」 （東京ムービー企画部作詞／渡辺岳夫作曲）

　　全員合唱
「赤とんぼ」 （三木露風作詞／山田耕筰作曲）

＊クリスマスコンサート2007 12/1（土）　14:30〜 外来待ち合い
　　ミュージックベル合奏 どれみふぁ・どん

「ミッキーマウス・マーチ」 （ジミー・ドット）
「あめにはさかえ」 （讃美歌）

　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん
「７本のリコーダーのためのソナタ」 （シュメルツァー）

　　混声合唱 あかい実
「もろびとこぞりて」 （讃美歌）
「荒野の果てに」 （讃美歌）
「今日の日はさようなら」 （金子昭一作詞作曲／小山章三編曲）
「埴生の宿」 （里美義作詞／ビショップ作曲）

　　朗読とピアノ 北浜真理子（朗読）／千葉理恵子（Pf）
サトーハチローの詩集より
　　「小さい秋みつけた」 （中田喜直）
　　「サンタクロースは不思議だな」 （モーツァルト）

　　リコーダー独奏 千葉理恵子（Rc)／越智比呂子（Pf）
　　「グリーンスリーブス変奏曲」 （イギリス民謡）

　　ソプラノ独唱 北浜真理子
　　「アヴェ・マリア」 （カッチーニ）
　　「あこがれを知る者のみが」 （チャイコフスキー）
　　「赤いサラファン」 （ヴァレラーモフ）
　　「黒い瞳」 （ロシア民謡）

　　全員合唱
　　「聖夜」

＜2008年＞
＊スプリングコンサート2008 3/1（土）　14:30〜外来待ち合い
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

「ソナタエルラ」 （ベルターリ）
「カノン」 （パッヘルベル）

　　ヴァイオリン独奏 筒井裕子（Vl）／越智比呂子（Pf）
　 「ヴァイオリンソナタ　第４番」より第１・２楽章 （ヘンデル）
　　混声合唱 あかい実

「四季の歌」
「うれしいひなまつり」
「花」
「早春賦」

　　ヴィオラ独奏 円山真麗子(Va)／千葉理恵子(Pf)
「タイム・トゥ・グッバイ」（Time To Say Goodbye）
「ユー・レイズ・ミー・アップ」（You Raise Me Up）
「白鳥」 （サン・サーンス）
「ロンドンデリーの歌」 （アイルランド民謡）
「ドナウ川のさざなみ」 （イワノヴィッチ）

　　全員合唱
　　「春の小川」 （高野辰之作詞／岡野貞一作曲）

＊グリーンコンサート2008 6/7（土）　14時〜　外来待ち合い
　　リコーダー合奏 どれみふぁ・どん

　　「ガリアルデ」 （シャイト）
　　「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 （モーツァルト）
　　「グリーンスリーブス変奏曲」 （イングランド民謡）

　　ピアノ連弾 ラ・ネージュ（千葉理恵子／伊藤珠里）
　　「愛の挨拶」 （エルガー）



　　「ふるさと」 （文部省唱歌）
　　「はるかな友に」 （磯部俶　作詞作曲）

　　テナー独唱 釜沢幸彦
　　「サンタ　ルチア」 （ナポリ民謡）
　　「帰れソレントへ」 （徳永政太郎訳詞／クルティス作曲）

　　ヴァイオリン独奏 筒井裕子（Vl）／越智比呂子（Pf）
　　「無伴奏ヴァイオリンパルティータ　第３番」より　“ガヴォット” （バッハ）
　　「無伴奏ヴァイオリンソナタ　第１番」より　“フーガ” （バッハ）
　　「愛の挨拶」 （エルガー）
　　「前奏曲とアレグロ」 （クライスラー）

　　全員合唱
　　「ふるさと」 （文部省唱歌）

＜略語＞
Pf ピアノ

Pf連 ピアノ連弾
Vl ヴァイオリン
Vc チェロ
う 歌（ソプラノ独唱）

En アンサンブル
Rc リコーダー
Fl フルート

Ob オーボエ
Fg ファゴット
G ギター


