
ライブコンサート

特別講師による
コンサート

第 7 0 回夏期学校記念

2021 年
7月31日【土】まつもと市民芸術館主ホール

♪ブーレ  /  ヘンデル　♪ガヴォット  /  ゴセック
　　♪愛の悲しみ  /  クライスラー ♪美しきロスマリン  /  クライスラー

ヴァイオリン：江口有香　ピアノ：Kemp English

●シャコンヌ  /  ヴィターリ

ヴァイオリン：竹澤恭子　ピアノ：東 誠三

●ピアノ･ソナタ 第17番 ニ短調 Op.31-2「テンペスト」 より 
　　　　　　　第1、3楽章   /  ベートーヴェン                                         　 

ピアノ：東 誠三

 ●フルート協奏曲 Op.30 第２、３楽章  /  尾高尚忠

フルート：宮前丈明 　ピアノ：東 誠三

● 無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV 1009より
                                                                            プレリュード、サラバンド、ブーレⅠ・Ⅱ /  J.S.バッハ　　　　　　　　　　　　　　　　　

チェロ：山本裕康

●ピアノ三重奏曲 第4番 変ロ長調 Op.11 「街の歌」  /  ベートーヴェン

ピアノ：東 誠三　ヴァイオリン：竹澤恭子 　チェロ：山本裕康

プログラム

※アーカイブ配信あり。8 月 10 日（火）24 ： 00 まで。詳細は夏期学校特設サイトをご覧ください

一般公開

お問合せ summer@suzukimethod.or.jp( 才能教育研究会 夏期学校担当 )

竹澤恭子（ヴァイオリン）

山本裕康（チェロ）

東　誠三（ピアノ）

宮前丈明（フルート）

江口有香（ヴァイオリン）
※配信コンサートのみ出演

           ※内容が変更される場合がございます。変更は随時、お知らせいたします

開演 17 ： 00( 開場 16 ： 30）　入場料 1,500 円（税込）　

オンライン配信 配信時間 19 ： 00　配信チケット 500 円（税込）　

ライブコンサートとオンライン配信でのプログラムは一部異なります

　♪はオンライン配信のみ

Suzuki MethodSuzuki Method（スズキ・メソード）（スズキ・メソード）



 

 

The 70th Suzuki Method Summer School Commemorative  

“TERI  Special Instructors Concert” 
        Saturday July 31, 2021 at 19:00 (Japan Standard Time) 

                                  (¥500 online ticket required) 

Program 

♫Bouree/ Händel, ♫Gavotte/Gossec, ♫Liebesleid/Kreisler, ♫Schön Rosmarin/Kreisler 

                                                             Violin: Yuka Eguchi & Piano: Kemp English 

 

♫Chaconne/Vitali 

                                                   Violin: Kyoko Takezawa & Piano: Seizo Azuma 

 

♫Piano Sonata no.17 in d minor op.31-2 “Tempest”, 1st & 3rd mvt./Beethoven 

                                                                                     Piano: Seizo Azuma 

 

♫Flute Concerto Op.30, 2nd & 3rd mvt./ Hisatada Otaka 

                                                                 Flute: Takeaki Miyamae  Piano:Seizo Azuma 

 

♫Cello Suite No. 3 in C Major BWV 1009, Prelude, Sarabande, Bourée I & II/Bach 

                                                           Cello: Yiroyasu Yamamoto 

 

♫Piano Trio No. 4 in B♭Major Op.11 "Gassenhauer"/ Beethoven 

                    Piano: Seizo Azuma & Violin: Kyoko Takezawa & Cello: Yiroyasu Yamamoto   

 

 

Online viewing  ¥500 

Purchase at https://suzukimethod-teri.stores.jp/items/60f0d17fbc1e6447571bfaed 

 

With the purchased link and password, you can see the recording multiple times  

after the concert until August 10, 24:00 (JST) 

 

The online viewing is ¥500 and can be purchased with a Credit Card or Paypal. However, the 

website is only in Japanese. Please select GUEST (ゲスト購入する).   You will need a telephone 

number (up to 10 digits without hyphen) and an email address. You will receive your purchased 

link and password by email as soon as your payment has cleared.  

 

You will be ordering in Japanese at your own risk. The Talent Education Research Institute is not 

responsible for any mistakes made ordering your ticket.  

 

 

https://suzukimethod-teri.stores.jp/items/60f0d17fbc1e6447571bfaed

