
第 17回 
 

虹の会 

ヴァイオリンコンサート 

2012年 5月 5日(土) 

10:45～20:30 

 

 

 

 

調布市文化会館たづくり くすのきホール 

 



 

    

 

     １０：４５ ～【 合 奏 】     

                                           ピアノ 金子祐子 

キラキラ星変奏曲      鷲見五郎編曲 

1st 上坂優太  久利優文  岡本美絵  上野凛々子  西浦海成  高田あずさ  

伊藤世玲奈  新敦文  伊藤澄玲  久利紗弓 山内眞歩  古谷春  伊東智之介  

佐藤心優  安斉梨乃  関夢月  古谷成  佐藤友美子  伊藤真也  

2nd 藤田大空  高田瑞季  山田航輝  山口ゆらら 吉田琳花  久利綾乃   

平石勇太郎  川野実花  白川悠真  高沢友輔  藤田光  潮あゆみ   

木村久子  西村久子 笹川正代 

 

ロングロングアゴー変奏曲       鷲見五郎編曲 

1st 伊藤澄玲  久利紗弓  藤田大空  高田瑞季  山田航輝  山口ゆらら   

佐藤心優  安斉梨乃  平石勇太郎  関夢月  古谷成  佐藤友美子 伊藤真也 

2nd 吉田琳花  久利綾乃  川野実花  白川悠真  高沢友輔  藤田光  潮あゆみ 

木村久子  西村久子  笹川正代 

 

くつがなる 

1st 上坂優太  久利優文  岡本美絵  上野凛々子  西浦海成  高田あずさ  

伊藤世玲奈  新敦文   山内眞歩  古谷春  伊東智之介  平石勇太郎 

2nd 伊藤澄玲  久利紗弓   藤田大空  高田瑞季  安斉梨乃  関夢月 

3rd 山田航輝  山口ゆらら  佐藤心優  吉田琳花  久利綾乃  川野実花 

 
 

 

   １１：００ ～ 【 独 奏 】                     (ピアノ) 
 
1 上坂優太 年中 メロディ・おともだち  上坂真理 

2 久利優文 年中 きぼりのへいたいさん変奏曲  金子祐子 

3 岡本美絵 年中 ブーレ ヘンデル 金子祐子 

4 上野凜々子 年長 たきび・めだか・はち  金子祐子 

5 西浦海成 年長 エーデルワイス・ハイホー  金子祐子 

6 高田あずさ 年長 狩人の合唱 ウェーバー 金子祐子 

      

Program 



7 伊藤世玲奈 年長 メヌエット No.3 バッハ 金子祐子 

8 新敦文 年長 コンチェルト ト長調 第1楽章 リーディング 金子祐子 

9 伊藤澄玲 年長 コンチェルト No.2  第 3楽章 ザイツ 金子祐子 

10 久利紗弓 年長 エア・バリエ No.5 ダンクラ 金子祐子 

11 山内眞歩 小１ ホームスイートホーム変奏曲  山内萌 

12 古谷春 小１ メヌエット No.2 バッハ 金子祐子 

13 伊東智之介 小 2 ロングロングアゴー・アレグロ  金子祐子 

14 藤田大空 小 2 コンチェルト No.5 第 3楽章 ザイツ 岩下佐和子 

15 高田瑞季 小 2 ブーレ バッハ 岩下佐和子 

16 山田航輝 小 2 エア・バリエ No.1 ダンクラ 高橋真澄 

17 山口ゆらら 小 2 エア・バリエ No.3 ダンクラ 高橋真澄 

18 佐藤心優 小 2 コンチェルト No.1 第 1楽章 ザイツ 岩下佐和子 

19 吉田琳花 小 2 ソナタ ト短調 エクレス 岩下佐和子 

20 久利綾乃 小 2 前奏曲とアレグロ クライスラー 金子祐子 

21 安斉梨乃 小 3 ガボット ゴセック 岩下佐和子 

22 平石勇太郎 小 3 コンチェルト No.2 第 1楽章 ザイツ 岩下佐和子 

23 川野実花 小 3 ホームスイートホーム フォーマー 高橋真澄 

24 関夢月 小 4 コンチェルト イ短調 第1楽章 ヴィヴァルディ 岩下佐和子 

25 白川悠真 小 4 コンチェルト イ短調 第1楽章 アッコーライ 岩下佐和子 

26 高沢友輔 小 4 コンチェルト No.3 第 1楽章 モーツァルト 岩下佐和子 

27 井上愛梨 小 4 前奏曲とアレグロ クライスラー 小森谷裕子 

28 藤田光 小 5 アレグロ フィヨッコ 岩下佐和子 

29 斉藤美音 小 5 コンチェルト No.1 第 1楽章 バッハ 岩下佐和子 

30 ｺﾝﾄﾚﾗｽ芽久 小 5 ラ・フォリア コレルリ 金子祐子 

31 山田陽翔 小 5 コンチェルト ハ長調 第3楽章 カバレフスキー 小森谷裕子 

 

 

 

 

 

 

  １３：２０ ～【 リハーサル 】 

           ヘンゼルとグレーテル(子供の出入り中心) 
           くるみ割り人形 

 

 

      

 



   １４：００ ～【 合 奏 】 

 

くるみ割り人形                      チャイコフスキー作曲 

  

～第１幕より～ 

♪序曲 

 

♪行進曲 

 

♪お客様のおどり（子供たち登場） 

岡本美絵  西浦海成  高田あずさ  伊藤世玲奈  新敦文  伊藤澄玲  山内眞歩 

古谷春  安斉梨乃 

久利紗弓  藤田大空  高田瑞季  山田航輝  山口ゆらら  吉田琳花  関夢月 

佐藤心優  久利綾乃  平石勇太郎  川野実花 

 

♪静まりかえった大広間 

 

  

～第２幕より～ 

♪チョコレート スペインの踊り（前列 Soli） 

久利紗弓  藤田大空  高田瑞季  山田航輝  山口ゆらら  吉田琳花  関夢月   

     白川悠真  井上愛梨 

 

♪トレパーク ロシアの踊り（前列 Soli） 

佐藤心優  久利綾乃  平石勇太郎  川野実花 高沢友輔  藤田光  山田陽翔 

 

♪こんぺいとうの踊り（前列 Soli） 

斉藤美音  ｺﾝﾄﾚﾗｽ芽久 

 

♪花のワルツ（後列の子供たち） 

     藤田大空  高田瑞季  山田航輝  山口ゆらら  吉田琳花  関夢月  佐藤心優  

久利綾乃  平石勇太郎  川野実花 

 

 

 

 

 

前列 

後列 



   Orchestra／オーケストラ 
 

1st-① 川野朝葉  辻佳良   末松薫  

二見奏音  山里佳子  須藤遼  井上愛梨 

1st-② 飯田真由  中村美里   

高津彩   山田陽翔   

2nd-① 山口てるは  金子英梨歌  笹川正代  野田凜太郎 

斉藤美音   葛西秋桜花  西村久子 

2nd-② 菅野加奈   金睿婉  木村久子 

ｺﾝﾄﾚﾗｽ芽久  須藤潤  潮あゆみ 

3rd 白川悠真  藤田光  

高沢友輔  佐藤友美子 

Vla. 

 

川口尭史  川野圓 

松井風登  伊藤真也 

Vc. 末松直也  小林幸太郎 

浦川麗   

Pf. 金子祐子 

Cb. 小幡淳平  室井乙光 

 

 

 

   １４：３０ ～【 独 奏 】 
 

32 山口てるは 中 1 バレエの情景 べリオ 高橋真澄 

33 飯田真由 中 1 ルーマニア民族舞曲 バルトーク 小森谷裕子 

34 須藤遼 中 1 コンチェルト No.9 第 1楽章 ベリオ 小森谷裕子 

35 川野朝葉 中 2 コンチェルト No.1 第 3楽章 ブルッフ 高橋真澄 

36 中村美里 中 3 コンチェルト No.5 第 1楽章 モーツァルト 岩下佐和子 

37 ｺﾝﾄﾚﾗｽﾋﾟｰﾄ 中 3 コンチェルト No.1 第 1楽章 ブルッフ 岩下佐和子 

38 二見奏音 中 3 ツィゴイネルワイゼン サラサーテ 高橋真澄 

39 菅野加奈 中 3 コンチェルト ホ短調 第1楽章 メンデルスゾーン 小森谷裕子 

40 葛西秋桜花 高 1 チャルダーシュ モンティ 高橋真澄 

41 中原航 高 1 コンチェルト No.1 第 3楽章 ブルッフ 小森谷裕子 

42 須藤潤 高 1 序奏とロンドカプリチョーソ サン・サーンス 小森谷裕子 

      

 

  

   １６：００ ～ 

 

シンフォニア・コンチェルタンテ より第 1楽章…………………モーツァルト作曲 

ヴァイオリン 川口祐貴  ヴィオラ 川口尭史   ピアノ 小森谷裕子 



   １６：３０ ～【 合 奏 】 

 

ヘンゼルとグレーテルより          フンパーディング作曲   木村裕編曲 

 指揮：清水みどり  歌：佐藤恵子 
  

1st 川口尭史  金子英梨歌  中原航   草野まみ  吉田美樹  山里佳子 

辻佳良   高津彩    菅野加奈  黒崎美希  大和瑞帆  須藤遼 

2nd 河井裕子  川野朝葉  ｺﾝﾄﾚﾗｽﾋﾟｰﾄ  井上愛梨  中村美里 

      飯田真由  須藤潤    二見奏音  葛西秋桜花 

3rd 金睿婉    ｺﾝﾄﾚﾗｽ芽久  野田凜太郎  箕輪千春 

山口てるは  斉藤美音   山田陽翔 

Vla. 

 

川口祐貴  松井風登  伊藤真也 

末松薫   川野圓 

Vc. 末松直也 小林幸太郎 

浦川麗   

Cb. 

 

小幡淳平 

室井乙光 

fl. 山内亜樹子 Pf. 

 

室井摂 

 ob. 土屋英晃 

子供たち 

高田あずさ  伊藤世玲奈  新敦文  伊藤澄玲 久利紗弓  山内眞歩  古谷春  

藤田大空  高田瑞季  山田航輝  山口ゆらら  佐藤心優  吉田琳花  久利綾乃 

安斉梨乃  平石勇太郎  川野実花  関夢月  白川悠真  高沢友輔  藤田光 

 

 

       写 真 撮 影 （17：00～） 

 

 

 

 

   １７：５０ ～【 独 奏 】 
 

43 金睿婉 高 2 コンチェルト No.3 第 3楽章 サン・サーンス 高橋真澄 

44 金子英梨歌 高 2 カルメン幻想曲 サラサーテ 金子祐子 

45 辻佳良 高 2 コンチェルト No.1  

カデンツァ・第 4楽章 

ショスタコーヴィチ 小森谷裕子 

46 黒崎美希 高 3 チャルダーシュ モンティ 高橋真澄 

47 松井風登 高 3 コンチェルト ホ短調 第1楽章 メンデルスゾーン 小森谷裕子 

48 高津彩 高 3 コンチェルト No.3 第 1楽章 サン・サーンス 小森谷裕子 

      



49 柴田彩乃 大 1 コンチェルト No.5 第 3楽章 モーツァルト 高橋真澄 

50 大和瑞帆 大 1 スプリングソナタ 第 1楽章 ベートーヴェン 高橋真澄 

51 末松薫 大 1 ハバネラ サン・サーンス 末松晴美 

52 草野まみ  コンチェルト No.2 第 1楽章 ヴェイニアフスキ 高橋真澄 

 

    

２０：００ ～【 合 奏 】 

 

ブランデンブルグ協奏曲 No.3                 J.S.バッハ作曲     
  

Vn.Ⅰ 河井裕子  菅野加奈  大和瑞帆  工藤翔慈 

須藤潤   飯田真由  井上愛梨  山里佳子 

Vn.Ⅱ 川口祐貴  山口てるは  ｺﾝﾄﾚﾗｽﾋﾟｰﾄ  箕輪千春 

金睿婉   二見奏音   山田陽翔 

Vn.Ⅲ 金子英梨歌  中村美里  ｺﾝﾄﾚﾗｽ芽久  吉田美樹 

中原航    須藤遼   斉藤美音    

Vla.Ⅰ 川口尭史  伊藤真也 

松井風登 

笹川正代  黒崎美希 

西村久子 

Vla.Ⅱ 辻佳良  草野まみ 

川野圓 

潮あゆみ 

 

Vla.Ⅲ 末松薫  川野朝葉 

高津彩 

木村久子 

野田凜太郎 

Vc. Ⅰ 末松直也 Vc.Ⅱ 浦川麗 Vc.Ⅲ 小林幸太郎 

Cb. 小幡淳平  室井乙光 Cemb. 新麗 

 
 

シャコンヌ                  J.S.バッハ作曲  William Zinn編曲 
  

Vn.Ⅰ 河井裕子  金子英梨歌  末松薫   草野まみ  辻佳良 

須藤潤   金睿婉    松井風登  吉田美樹 

Vn.Ⅱ 川口祐貴  中村美里  菅野加奈  中原航   箕輪千春 

高津彩   二見奏音  川野朝葉  工藤翔慈  

Vla. 川口尭史  伊藤真也 

川野圓 

Vc. 末松直也  小林幸太郎 

浦川麗 

Cb. 小幡淳平 

 

 

２０：３０ 【 終 演 】 

 



 

 

「虹の会」 「アンサンブル NIZI」 

ヴァイオリン教室 

 

生徒募集中！ 
 

主催  指導 : 河井裕子 

指導 ： 川口祐貴  川口尭史 

 

 

 
 

～オリジナル教本と DVDで指導～ 
・個人レッスンで基礎を身につけ    

   アンサンブルで楽しみましょう 

 ・ソルフェージュ・楽典クラスあり 

 

世田谷区給田 1-14-10  TEL 03-3300-9047 

ホームページ http://www.nizinokai.net 
 

 

～コンサート予告～ 

 2012年 8月 1日(水) くすのきホール「第 13回アンサンブル NIZIコンサート」 

 2012年 8月 12日(日) 調布市グリーンホール(小ホール)「WAKIAIAIコンサート」 

詳細は HPなどで順次公開予定！ 

 


