ヴィオラ・ダ・ガンバ発表会

♪ご招待♪

The 77

th

13：00 ～
1. Cl. Gervaise
J. des Prez
J. Dowland

Pavane - Galliarde
Mille Regrets
Fine knacks for ladies

2. M. Marais

te.

Suite en re majeur, Pièces de Violes du III
La Trompette Menuet - Double

コンソート青南
日比 洋子 tr.
柴田 琇一 tr.
金澤 千鶴子 tn.
島田 ひとみ b.

ème

7. J.S. Bach

Gambensonata Nr. 1 in G-Dur BWV1027
Adagio / Allegro ma non troppo / Andante /
Allegro moderato

8. M. Marais

Suite en mi mineur, Pièces de viole du IV
livre et
eme
Suite en sol majeur, III
livre より
Rondeau le Bijou (IV ) / Sarabande Grave (III ) /
La Muzette (III )

9. M. Marais

Suite en la mineur, Pièces de viole du V
livre より
Prélude le Soligni / Allemande la Facile /
Sarabande / La Mariée / Gigue /
Rondeau moitié pincé et moitié coup d'archet

Livre より 千葉 栄夫 b.
b. 小澤 絵里子

3. J. de S Colombe

Le Tombeau des Concerts à deux violes esgales
Les Regrets - Quarrillon - Apel du Charon
Les pleurs - Joyes des Elizées - Les Elizées

けいら みちこ b.
b. 小澤 絵里子

4. W. Byrd

My Ladye Nevells Grownde

渡邉 智子 cem.

eme

ème

佐山 麻利子 b.
cem. 山口 眞理子

三上 まり子b.
cem. 竹岡 幸平

橋爪 香織 b.
cem. 伊藤 明子

～ 休憩 ～

１5：00 ～
♪ D. Loeb
5. D. Buxtehude

Trio Sonata, g-Moll, Op.2 No.3, BuxWV 261
Vivace - Lento / Allegro - Lento Andante - Grave - Gigue
～

休憩

cem. 菅原 幸枝

日時：2022年 9月 29日(木)
13：00 開演
場所：台東区立 旧東京音楽学校奏楽堂

～

Canzona sesta `sopra vestiva i colli`
The three ravens
Ach Elslein

篠笛 神田 望美
b. 神戸 愉樹美

湯田 健一 b.
vln. 今 卓也

14：05 ～
6. A. Banchieri
T. Ravenscroft
L. Senfl

《鸞聲》(らんせい) 2020 初演

コンソートfufufu
森山 七穂美 tr.
石原 久美子 tr.
佐藤 順一 tn.
川瀬 藤典 b.

入場：無料 ご来場大歓迎
主催：カンビスト組 ℡045-532-2696
監修：神戸 愉樹美
次回は、2023年4月15日(土)です。

★ ご来場者の連絡先記入票は、受付に用意しますので、お帰りの際にお出しいただきます。
❤ 体調を整え、マスクをご着用のうえお越しください。なお、出演者との面会は行えません。
♠ 緊急事態への対応は、https://ykvc.jp/jp/ カンビスト組 をご覧ください。

（上野公園内）

JR上野駅(公園口) 徒歩10分
東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅 徒歩15分
地図等詳細は裏面に

