
 
 
 
 
 

        
団からのお知らせ 2016 年 10 月 11 日号 

       H2O 合唱団事務局 

◎11 月 15 日オペラ「白狐」東京公演まであと一月！ 

本番までの練習回数は，本日 11 日の練習を含めてあと６回です。自主練習もあって，女声陣はかなり歌え

ているようですが，あくまで男声陣と比較しての話し。先日４日の自主練習での女声陣練習についての嶺田技

術部長からのご報告（平井先生宛）を拝読しても，まだまだ心配はあります（女声の皆さん，ご免なさい）。音

取り CD もありますので，あと一月頑張って練習をしてください。男声陣はまだまだどころの状態ではありま

せん。しっかり歌えているのは実質１人の状態で，それでもどうしても速いところで遅れ気味になることが多

いのが現状です。奮起して頑張りましょう。団長自らも頑張ります！ 

 

・13 日，15 日の会場と控え室の利用についての整理 

利用時間は，18：00～22：00（15 日の大ホールと楽屋 13：00～22：00 を除く） 

日 程 

 

控え室 

13 日（日）ゲネプロ 

18：00～21：30 

合唱団集合時刻 17：00（仮） 

15 日（火）本番 

利用時間 13：00-17：00，18：00-22：00 

全体集合時刻：未定 開場 18：30 開演 19：00 

大ホール客席 全員 13：00～18：00 全員 開場までに撤収 

第１楽屋 女声ソリスト 

第２楽屋 指揮者，男声ソリスト，ピアニスト，オケ男性 

第３楽屋 着付け・着替え用 

第１研修室   合唱団 女声 

第３研修室 ダンサー，オケ女性   

第４研修室   合唱団 男声 

第８研修室   ダンサー，オケ女性 

前回の運営委員会報告の中で，13 日（日）ゲネプロのダンサー，オケ控え室を「第２研修室」としました。

これは誤りで，正しくは「第３研修室」でした。訂正します。 

  

【再掲】2017 年の練習日程 

中原市民館など川崎の練習会場の抽選が利用月の４ヵ月前のため，早めに日程を決めておくことにしました。 

ただし，年の後半はあくまでとりあえずの日程です。 

川崎での練習：1/17，2/14，3/14，4/11，5/9，6/6，7/4，8/8，9/12，10/10，11/7(＊2)，12/5 

渋谷での練習：1/31，2/28，3/28，4/25，5/23，6/20，7/18・25(＊1)，8/23，9/26，10/24，11/21・

28(＊3)，12/19 

＊１ 7/末・8/初で土浦「小町百年の恋」の再演を検討中 ＊２ オペラ「かぐや姫」海外公演調整中

（11/12・12 で検討） ＊３ オペラ「白狐」福井公演を 12/3 で予定 

 

 

 

平井秀明オペラ合唱団 



【これも再掲】10 月 22 日（土）妙高白狐倶楽部「平井先生指導の練習」参加ツアー 参加希望者は回覧版

で記入を！ 
集 合：14 時 30 分 ご指導：15：00～18：00 会場：妙高市コミセン 2F 大会議室 

懇親会：18：30 頃（場所未定） 

宿 泊：妙高市内の旅館を予定 

23 日の予定：妙高の古川なぎささんから「赤倉六角堂やいもり池、苗名滝などがあります。スカイケーブ

ルで妙高の景色を堪能していただくのもよいかと… 妙高のメンバーで車を出し、ご案内を

と考えています」とのメールが来ています。 

現在参加を表明している方がほとんどいません。オペラ「白狐」東京公演には，20 名以上

が妙高から駆けつけて参加されます。その皆さんのご招待です。ぜひご参加を！ 

 

・2016 年 10 月～12 月の練習日程（予定） 太字は変更。種別に 自 とあるのは自主練習日 

 

【もう一つの練習日程】 

ソリストやアンサンブルの練習日程を掲げました。9 月 27 日から 11 月 15 日の本番直前まで，皆さんが練習

を重ねます。平井先生はすべての練習に参加されます。そして「オペラ」が創られていきます。 

合唱団も心して練習に励みたいものです。 

月 日 曜日 時間 練習会場 種別 備考 

 

10

月 

4 日 火 18：45～20：50 中原市民館 H2O 自 川崎地区練習（視聴覚室） 

11 日 火 18：45～20：50 中原市民館 H2O 川崎地区練習（視聴覚室） 

18 日 火 18：45～21：00 聖ヶ丘教会 H2O 自 ソリスト練習参加 

25 日 火 18：45～21：00 聖ヶ丘教会 H2O  

 

11 

月 

 

1 日 火 18：45～20：50 中原市民館 H2O 川崎地区練習（視聴覚室） 

8 日 火 18：45～20：50 中原市民館 H2O 川崎地区練習（視聴覚室） 

13 日 日 18：00～21：30 豊洲文化ｾﾝﾀｰ H2O 11/15 の GP（※17：00 集合） 

15 日 火 12：00～21：00 豊洲文化ｾﾝﾀｰ H2O オペラ「白狐」東京公演 

29 日 火 18：45～21：00 聖ヶ丘教会 H2O  

12

月 

6 日 火 18：45～20：50 中原市民館 H2O 川崎地区練習（視聴覚室予定） 

20 日 火 18：45～21：00 聖ヶ丘教会 H2O 早めに切り上げて望年会 

練習日 練習時間 内容 対象 

 9/27（火） 18：00-18：45 ソリスト稽古 村元、大塚、 木村（Pf.）、平井（Cond.） 

 9/27（火） 19：00-21：00 ソリスト・合唱合同稽古 村元、大塚、 木村）、平井，H2O 合唱団 

10/ 3（月） 14：00-18：00 ダンサー振付稽古 東、 木村、平井 

10/18（火） 17：15-18：45 ソリスト稽古 猪村、豊島、大塚（19-）、新保（Pf.）、平井   

10/18（火） 19：00-21：00 ソリスト・合唱合同稽古 猪村、豊島、大塚、新保、平井  ，H2O 合唱団 

11/ 1（火） 17：00-18：45 ソリスト稽古 菊地、猪村、豊島、村元、木村、平井   

11/ 1（火） 19：00-20：50 ソリスト・合唱合同稽古 菊地、猪村、豊島、村元、木村、平井  ，H2O 合唱団 

11/ 6（日） 18：00-21：00 ソリスト稽古 菊地、猪村、豊島、村元、大塚、池松（Pf.）、平井  

11/ 7（月） 18：00-21：00 ソリスト稽古 菊地、豊島、村元、池松）、平井 

11/11（金） 13：30-17：00 オケ練習 小山(Vn.)、斎藤(Fl.)、船津(Ob.)、倉内(Cl.)、木村、平井  

11/12（土） 18：00-21：00 ソリスト粗通し＋ダンサー 菊地、猪村、豊島、村元、東（踊り）、池松、平井  

11/13（日） 18：00-21：00 場当たり＆GP 
全員（指揮者、ソリスト、ダンサー、合唱、室内アンサ

ンブル） 

11/15（火） 17：00-18：00 返し稽古 
全員（指揮者、ソリスト、ダンサー、合唱、室内アンサ

ンブル） 

妙高からの東京公演参加は，暫定ホテル予約締め切り時点で 20 名というこ

とです。妙高白狐倶楽部のメンバーは 50 人に届いたとの情報がありました。 


