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 12 日号

H2O 合唱団事務局

7 月７日の七夕コンサートまで一カ月を切りました。今日を含めて後、二回の練習です。集中して
練習に取り組んで参りましょう。チケットについては何枚かお持ち帰り頂き、後日、販売した枚数を精算
という形をとっています。皆様、お持ち帰り下さるようお願いします。（チケットについては事務局にお
声がけ下さい。）よろしくお願いします。

♪ 今後のコンサート

♪ ７月７日七夕コンサート衣裳

参加できるか否かをご記入下さい！
（受付に名簿がございます。）
① ７月 ７日 七夕コンサート昼の部・夜の部
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。

㊦―白っぽいスカートまたはパンツ
（ズボン）靴は自由
㊤―かぐや姫 T シャツ
申し込み受付中！
代金と引き換えでお渡しできます。
団員 2.800 円
T シャツについての詳細は団報 5 月 29 日号に
タイムスケージュールについては団報 5 月 8 日号に
掲載しています。詳しくはそちらをご参照下さい。

衣裳保管のために毎月、保管料がかかっており
ます。ご支援よろしくお願いします。
（募金箱を用意しました。）

「かぐや姫おもしろ豆情報」その②
「かぐや姫の里 海苔」
浅井さんが見つけてきて下さいました。

調
( べましたがメーカーなどは分からないです。 )

♪

♪ 「とんぼのめがね」オリジナル T シャツいかがですか？
児童合唱団「とんぼのめがね」のオリジナル T シャツ
完成しました。本日は女性の S サイズ１枚 M2 枚 L1 枚
の在庫の中からお譲りできます。ご希望の方は事務局まで
お声がけ下さい。価格 2.500 円
ご購入は児童合唱団活動のサポ―トにも繋がります♪
女性
S
M
L
着丈
59
62
65
身幅
43
46
49
肩幅
36
39
42
（一般サイズ・キッズサイズについては、
今後、追加注文する機会にご案内させていただきます。）

今後の練習予定

月
６月
７月

８月

日
２６日（火）
７日（火）
１０日（火）
２４日（火）
７日（火）

練習場所
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

団体名

H2O
H2O
H2O
H2O
H2O

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

ピアニスト
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)
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
【申し込み】カンフェティ 📞 0120-240-540（平日 10：00～18：00）
【日
【会
【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.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 （開場 14：00）
18:00 開演 （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

《 徳永 慶子 ヴァイオリ・ンリサイタル 》
【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
【チケット】5.000 円（前売）5.500 円（当日）
完売御礼

《 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）

平井先生サマーコンサート

H2O 合唱団参加！

【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」
【チケット】全席自由 3,000 円

【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

