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 4 月 10 日号

H2O 合唱団事務局

H2O 合唱団の皆さまへ
今年は例年より桜の開花が早く、あっという間に満開になりました。足早な桜だった印象です。
皆様は暖かい春の日差しのなかでお花見を楽しまれましたでしょうか。では本日も張り切って練習して参りましょう。

♪ 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”
7/7（土）ソプラノ歌手の萩原みかさん、バリトン歌手の
佐藤勝司さんをゲストに迎えて、H2O 合唱団も出演する、
オペラ『かぐや姫』ハイライトの解説付き“ミニコンサー
ト”と、内外 2 ヶ所の公演を収録した映像による上映会の
実施が、先月 28 日運営委員会にて決定いたしました!

♪

かぐや姫公演決定！

2018 年 11 月 24 日（土）25 日（日）
～竹の街・LED で有名な阿南市～
徳島県阿南市市制 60 周年記念
オペラ『かぐや姫』公演（2 回公演）
が決定しました！
H2O 合唱団の参加を検討中です。

♪ 衣裳倉庫保管料ご支援のお礼とお願い
『かぐや姫』衣裳・小道具保管用のトランクルーム保管
料（月額約 11,000 円）捻出のため、多くのお志をいただ
き厚く御礼申し上げます。今後の公演で他団体への貸出料
である程度賄う方針ですが、総会時に「貯金箱」設置を決
めましたので、随時ご支援は受け付けております。
皆様のお志が頼りです。どうぞご支援
くださいますようお願い申し上げます。

会場

阿南市情報文化センター
コスモホール

♪ 休団・退団のルールについて ご確認ください。
休団・・・・休団届を書類に記入 （メール・メモも可） し、団長又は運営委員に提出する
休団中の月会費を毎月 500 円とし、振込納入する。 尚、休団は３カ月以上休む際とする。
退団 ・・・退団届けを書類に記入（メール・メモも可）し、団長又は運営委員に提出する。
退団時にはプラス１ヶ月分の月会費を納めてもらい、団友として名簿登録し、退団後も支援・親睦団
として交流・連携させていただく。前衲金が残っている場合には本人へ返金する。
休団中稽古の参加費は、参加１回につき 1,000 円を持参し納入する。
♪

セット・エトワール

スプリング・コンサートより

3 月 21 日、リブロホールでセット・エトワールのスプリング・コンサ
ートが行われました。平井先生が曲にまつわるエピソードを紹介されな
がら進行され、春らしい華やかなコンサートとなりました。当団の品川
さんも淡いオレンジ色のドレスに身を包まれ美声を響かせていました。

♪ 児童合唱団 とんぼのめがね
4 月の練習日：全て月曜日

9 日、16 日、23 日

♪ お休みの際はパートマネージャーに連絡をお願いします。（個人情報です。取り扱いにご注意下さい）
ソプラノ 柳田 郁子さん
080-6757-8247
sweet-memorys.24@ezweb.ne.jp
アルト
関 昌希子さん
090-3801-0048
salut.makiko@ezweb.ne.jp
テノール 三輪 典司さん
090-6503-7270
chopin0823@yahoo.co.jp
団長
波多ミサエさん
080-5470-2708
misa1274@gmail.com

♪ 今後の練習予定
月
4月
5月
6月

日
２４日（火）
8 日（火）
２９日（火）
１２日（火）

練習場所
リブロホール
中原市民館 視聴覚室
リブロホール
中原市民館 視聴覚室

団体名

H2O
H2O
H2O
H2O

時間
18：45～20：50
18：45～20：50
18：45～20：50
18：45～20：50

ピアニスト
新保あかりさん
徳冨香恵さん
木村裕平さん
調整中

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.5

スプリング・ファミリーコンサート
【日 時】4 月 21 日（土）13:00 開演 (12:30 開場)
【出 演】ヴォーカル・アンサンブル La FORESTA
児童合唱団「とんぼのめがね」
倉内 理恵（クラリネット）木村 裕平（ピアノ）
【曲 目】童謡誕生 100 年記念シリーズ Vol 1 “春の小川”
“春がきた”ほか
《 楽器紹介＆ミニコンサート 》クラリネット編
平井秀明：クラリネット・ソナタ第 1 番 ほか
【チケット】親子一組 2,500 円

大人 2,000 円

子ども 1,000 円（0 歳～中学生）

《 隠岐 彩夏 ＆ 隠岐 速人 Duo Concert 》 春の宴
【日 時】4 月 21 日（土）18:00 開演 (17:30 開場)
【出 演】隠岐 彩夏（ソプラノ）隠岐 速人（テノール）木村 裕平（ピアノ）
【賛助出演】倉内 理恵（クラリネット）
【曲 目】オペラ『白狐』より“崇高な光が世界を満たし”
“あなたの愛に魂は目覚め”“愛のやすらぎ”
平井 康三郎 :二重唱“ 季節のこえ ”＜クラリネット助奏付＞
“カタリカタリ” “Be ｍｙ Love”
“チーク・トゥ・チーク”ほか
【チケット】4,000 円（前売）4,500 円（当日）★完売必至！！（残券数枚、お急ぎください！！
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
【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
【曲 目】名作オペラアリアから、カンツォーネまで
【チケット】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午後の部 14:45 開演 ②夜の部 18：15 開演
【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）H2O 合唱団
【曲 目】オペラ『かぐや姫』より、《ハイライト》
【上映内容】①午後の部：
『かぐや姫』福井公演＠能楽堂 ②夜の部：
『かぐや姫』ザルツブルク公演
【チケット】2,500 円（前売）3,000 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

