平井秀明オペラ合唱団
略称：Ｈ２Ｏ合唱団
団からのお知らせ

2018 年 5 月 29 日号

H2O 合唱団事務局

H2O 合唱団の皆さまへ
連休明けの寒さには驚きましたが、この頃はすっかり夏の気温ですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
平井先生はニュヨーク祝祭管弦楽団定期演奏会での「弦楽のためのファンタジー」（平井康三郎先生作曲）
の NY 初演ほか、童謡誕生 100 年記念の合唱プログラムを無事に果たされました。コンサートのご成功、心よ
りお喜び申し上げます。

♪

７月７日七夕コンサート衣裳について
☆衣裳・・㊦―白っぽいスカートまたはパンツ
タイムスケージュールについては
靴は自由
団報５月８日号に掲載されています。
㊤―かぐや姫 T シャツ 申し込み受付中！
詳しくはそちらをご参照下さい。
オペラ「かぐや姫」ロサンゼルス公演を
記念してリニューアルされた新デザイン
（右肩に平井先生のゴールド色サイン入り）（在庫がありましたので、
価格・・団員 2.800 円 一般 3.000 円
代金と引き換えでお渡しできます。）

♪ 徳島公演参加決定！ おおまかなスケジュール
11 月 22 日（木） 14～17 舞台稽古（ソリスト中心） 19：00～21：30 通し稽古（基本的に全員参加）
11 月 23 日（金） 10～12 合唱稽古 ※同時にソリスト衣裳合わせ（衣裳チームお手伝い）
13～15 場当たり 16～19 GP（ドレスリハーサル）
11 月 24 日（土） 15 時開演
11 月 25 日（日） 14 時開演
♪ 「とんぼのめがね」オリジナル T シャツ いかがですか？
リブロホールで平井先生が指導されている児童合唱団「とんぼのめがね」
では、オリジナル T シャツを作成中です。普段使いもできるスタイリッシュで
素敵なデザインです。H2O 合唱団の皆様も一枚いかがでしょうか。
ご購入は児童合唱団活動のサポ―トにも繋がります♪
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の在庫の中からお譲りできます。
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ご希望の方は事務局までお声がけ下
肩幅
36
39
42
さいませ。お待ちしています。
（他のサイズについては今後、追加注文
とんぼのめがね
する機会にお伺いさせていただきます。）
６月練習日 4 日 11 日 18 日
♪ とんぼのめがね練習日
今後の練習予定
6 月の練習日：4
月
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（すべて月曜日
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11 日（月）
18 日（月）（受付のお手伝い大歓迎
団体名
練習場所
時間

中原市民館 視聴覚室
リブロホール
リブロホール(本番)
中原市民館 視聴覚室
リブロホール
中原市民館 視聴覚室

H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O

18：45～20：50
18：45～20：50
12：00～
18：45～20：50
18：45～20：50
18：45～20：50

ピアニスト
二宮 万莉さん
池松 玲子さん
大橋 響子さん
木村 裕平さん
調整中
調整中

童謡誕生 100 年記念コンサート（日本童謡協会主催）
時】7 月 1 日（日）16:00 開演 (15:15 開場)
演】文京シビックホール大ホール
揮】平井 秀明
演】眞理 ヨシコ 大和田 りつこ(歌)他 NHK 東京児童合唱団
森若 美恵子 篠崎 仁美（ピアノ）他 東京アカデミック管弦楽団
【チケット】全席自由 4,000 円
【申し込み】カンフェティ 📞 0120-240-540（平日 10：00～18：00）
【日
【出
【指
【出

代々木の森リブロホール

指揮者・平井秀明プロデュースシリーズ

Vol.６

《 大人のための“フライデーナイト・コンサート” 》音と香りの饗宴
いよいよ
今週金曜日！

【日 時】6 月 1 日（金）19:00 開演 (18:30 開場)
【出 演】猪村 浩之（テノール）木村 裕平（ピアノ）
La FORESTA メンバー有志ほか
【監修・お話】平井 秀明
【曲 目】名作オペラアリアから、カンツォーネまで
【チケット】全席自由 4,000 円（前売）4,500 円（当日）

代々木の森リブロホール

指揮者・平井秀明プロデュースシリーズ

Vol.７

《七夕に寄せて～ オペラ『かぐや姫』上映会＆解説付き“ミニコンサート” 》
【日 時】7

月 7 日（土） ① 昼の部

② 夜の部

14:30 開演
18:00 開演

（開場 14：00）
（開場 17：30）

ミニコンサートとオペラ「かぐや姫」上映会
【出 演】萩原 みか（ソプラノ）佐藤 勝司（バリトン）大橋 響子（ピアノ）
平井 秀明オペラ合唱団、ヴォーカル・アンサンブル VERDE
児童合唱団「とんぼのめがね」
【曲 目】オペラ『かぐや姫』（作曲・台本：平井 秀明）よりアリア
《ハイライト》
【監修・お話】平井 秀明
【上映内容】昼の部：『かぐや姫』福井公演＠能楽堂
夜の部：『かぐや姫』ザルツブルク公演
【チケット】全席自由 2,500 円 (前売）3,000 円（当日）1,000 円（こども）
代々木の森リブロホール

指揮者・平井秀明プロデュースシリーズ

Vol.８

《 佐藤 路子×猪村 浩之
DUO コンサート ～夏の宴～ 》
【日 時】７月２９日（日）14:00 開演 (13:30 開場)
【出 演】佐藤 路子（ソプラノ）猪村 浩之（テノール）
池松 玲子（ピアノ）ヴォーカル・アンサンブル WERDE
【曲 目】平井 秀明：オペラ「小町百年の恋」よりハイライト 他
【チケット】全席自由 4,000 円（前売）4,500 円（当日）
【お申込み】アリオーソ LLC 企画制作部 TEL 03‐6403‐9864
E-mail: ticket@arioso.co.jp
【お問合せ】代々木の森 リブロホール
TEL 03‐3372‐4531

