平井秀明オペラ合唱団
略称：Ｈ２Ｏ合唱
団からのお知らせ

2018 年 6 月 26 日号

H2O 合唱団事務局

７月７日の七夕コンサートが迫ってまいりました。本日の練習には、共演して下さるヴォーカル・アンサ
ンブル VERDE の佐藤さん、手老さん、渡谷さんが参加して下さいます。懐かしいメンバーである高砂顕さ
んもいらっしゃいます。また、東洋大学合唱団の学生指揮者とお仲間の皆さんもいらっしゃる予定です。
にぎやかで有意義な練習になりそうですね。それでは、集中して取り組んで参りましょう。

♪ H2O 参加の今後のコンサート
参加できるか否かをご記入下さい！（受付に名簿があります。）
① ７月 ７日 七夕コンサート昼の部・夜の部 阿南市情報文化センター
「コスモホール」
② ８月２８日 サマーコンサート
③ 徳島公演 （基本的に４日間参加推奨）
11 月 22 日 舞台稽古 通し稽古
23 日 合唱稽古他 ゲネプロ
24 日 本番
25 日 本番
☆徳島公演のツアーコンダクターを鈴木夏美さんが引き受けて下さい
ました。連休の繁忙期のためご案内がありましたら早急の申し込み
にご協力下さい。
♪ 新刊譜出版
アリオーソ LCC より平井秀明先
生の新刊譜が出版されました。
当団でも７月以降の練習で取り組
んで参りたいと思います。
「自然への讃歌」1.200 円＋税
「秋の山のシンフォニー」決定版
と「彩雲」収蔵しています。
児童合唱団「とんぼのめがね」
７月の練習日 16：40～17：20
２日（月）
９日（月）
２３日（月）

♪

高砂さんが制作して下さった
「ささゆりに寄せて」（含複数曲）
の音とり CD を１枚 300 円で
お譲りします。
事務局までお声がけ下さい。

♪ 本日練習終了後の親睦会
代々木界隈で喉を潤しませんか？
奮ってご参加下さい！

♪ ２０１９年５月公演
平井秀明先生のロッシーニ歌劇場指揮デビュー決定 !!
昨年 10 月に平井先生が指揮されたローマでの「第九」公演が高く評
価され、ロッシーニ歌劇場管弦楽団（殿堂ロッシーニ歌劇場の 2018～19
シーズン公式公演）に客演指揮されることが決まりました！
ロッシーニ歌劇場管弦楽団は三大オペラ・フェスティバルの一つの
ロッシーニ・オペラ・フェスティバル専属オーケストラとして大変有名な
オーケストラです。平井先生のご快挙を団員一同、お喜び申し上げます。
合唱団は日米イタリア合同で公募され、
べートーヴェン「第九」、ヴェルディのオペ
ラ合唱曲などの演奏を予定されています。
皆様の参加も本日配布のパンフレットにて
ご案内いたします。

今後の練習予定

月
７月

８月

日
７日（火）
１０日（火）
２４日（火）
７日（火）
２１日（火）
２８日（火）

練習場所
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
リブロホール
渋谷区伝承ホール

団体名

H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O

時間
12：00～
18：45～20：50
18：45～20：50
18：45～20：50
18：45～20：50
夕方 GP；18 時開演

ピアニスト
大橋 響子さん
木村 裕平さん
二宮万莉さん
二宮万莉さん
木村 裕平さん
木村 裕平さん

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)
場】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 H2O 合唱団の皆様には 3,500 円の割引価格でお譲りします。（本日中）
【日
【会
【指
【出

指揮者・平井秀明プロデュースシリーズ Vol.７

代々木の森リブロホール

《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 14:30 開演 （開場 14：00）『かぐや姫』福井公演＠能楽堂公演上映
② 夜の部 18:00 開演 （開場 17：30）『かぐや姫』ザルツブルク公演上映
【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）
ヴォーカル・アンサンブル VERDE 平井 秀明オペラ合唱団
【監修・お話】平井 秀明
【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》
【チケット】全席自由 2,500 円 (前売）3,000 円（当日）1,000 円（こども）
指揮者・平井秀明プロデュースシリーズ Vol.８

代々木の森リブロホール

《 徳永

慶子

ヴァイオリ・ンリサイタル 》

完売御礼

【日 時】７月２８日（土）14:00 開演 (13:30 開場)
【出 演】徳永 慶子（ヴァイオリン）小田 浩之（ピアノ）
【曲 目】平井 秀明：祝典幻想曲「スラヴの思い出」他

《 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 VERDE
【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）

平井丈一朗監修によるサマーコンサート 2018
【日 時】８月２８日（火）18:00 開演 (17:30 開場)
【会 場】渋谷区文化総合センター 大和田・伝承ホール６F
【出 演】平井 丈一朗（監修・指揮）平井 秀明（指揮・チェロ）
間瀬 利雄（チェロ）黒田 彰（バリトン）高麗 文江（ソプラノ）ほか
【曲 目】平井 丈一朗：歌曲集「まぼろしの椅子」組曲「光たばねて」
平井 秀明：オペラ「白狐」より「妖精たちの朝」（混声版） ほか
【チケット】全席自由 3,000 円
昨年の東京文化会館でのコンサート
ライブ DVD（ブルーレイ）＋2 枚組 CD セット
発売開始！（申し込みちらしあります。）

【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

７月７日の七夕コンサートのタイムスケジュールと連絡事項をこの団報の３枚目に載せました。当日は３枚目
をお持ちいただきスケジュールに添って移動をお願いします。尚、リブロホール改修工事ため、２階が使用でき
ません。合唱団の皆様には着替えなどでご不便をおかけすることになると思いますが、どうぞご了承下さいませ。

七夕に寄せて～ 7 月 7 日（土） オペラ『かぐや姫』上映会＆解説付き“ミニコンサート”
～タイムスケジュール～

12：00

集合、準備、昼食 (ホール利用：12 時～に前延長)

12：20～

ヴォーカル・アンサンブル VERDE 練習（ピアニスト 12：20 頃
到着予定）※児童合唱が参加不可に変更になりました。

12：30～13：30

ゲネプロ（全員）

14：00
14：30～15：00

開場
昼の部ミニコンサート

15：15～17：00

上映会オペラ『かぐや姫』福井公演@能舞台 2017）

17：30

開場

18：00～18：30

夜の部ミニコンサート

18：45～20：30

上映会（オペラ『かぐや姫』ザルツブルク公演 2012）

20：30～

片付け(完全撤収 21：00)

～ 連絡事項 ～
☆参加費・・・3,000 円（未払いの方は國分さんにお支払い下さい。）
☆曲目・・・・かぐや姫の誕生 祝宴の歌 船出の歌 愛の二重唱、かぐや姫の旅立ち
☆衣裳・・・・㊤―「かぐや姫」T シャツ
㊦―白っぽいスカートもしくはパンツ（女性）白っぽいズボン 靴―自由
☆待機場所・・開場前（ホワイエ）ステージ裏の楽屋はソリストが使用します。
開場後（ホワイエや通路）、上映中（空席があれば客席、またはホワイエ）
☆着替え・・・H2O 合唱団の皆様は着替えの場所を確保できませんので、
上着の下に「かぐや姫」T シャツを着てくるなど工夫をなさって下さい。
☆荷物の保管 貴重品は身に着けて保管なさって下さい。
本番中のみ（受付裏で品川さんが預かって下さいます。）
（リブロホール改装のため大きな荷物を置く場所の確保が難しい状況です。
荷物は少なめにされるとよろしいかもしれません。）
☆注意事項・・２階トイレは使用できません。
☆食事・・・・食事はホワイエのみでお願いします。（ホール内では飲食はお控え下さい。）
近くにコンビニ（ローソン）とブンカフェ（文化服装学院のカフェ）があります。
軽食のメニューがあります。

☆近くの店情報
ミニコンサートとオペラ「かぐや姫」上映会
① 昼の部 14:30 開演 （開場 14：00）
② 夜の部 18:00 開演 （開場 17：30）
【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）
ヴォーカル・アンサンブル VERDE
平井 秀明オペラ合唱団、
【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・指揮】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

ブン カフェ
土 19：00 まで

ローソン

リブロホール

