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 2 月 13 日号

H2O 合唱団事務局

H2O 合唱団の皆さまへ
H2O 合唱団事務局より、ご案内致します。
２月に入り立春も過ぎましたが、やはり毎日寒いですね。インフルエンザは下火になってきたかも知れ
ませんが、今冬はニュースでも取り上げられるほど猛威を振るっていましたので、改めて注意したいと
ころですね。普通の風邪も油断大敵です！
免疫力を高めるためにも、皆で大きな声を出してたくさん歌いましょう

♪ 衣裳倉庫保管料ご支援のお礼とお願い

♪ H2O オペラ合唱団
日時 ３月１３日

団報 1 月 9 日号、23 日号でお報せしましたように
当団は『かぐや姫』衣裳保管のため昨年 12 月より
高井戸にトランクルームを借りています。保管料捻出
のため皆様にカンパをお願いしたところ、お志を頂いて
おります。紙面を借りて厚く御礼申し上げます。

総会開催のお知らせ

２０：２０～２０：５０

（18：45～20：20 まで練習を行い、その後
に総会を開催します。昨年からいろいろと
変更されていることもありますので、皆様
のご参加よろしくお願いします。）

保管料は毎月発生するもので、正直にお伝えすると、
まだまだ足りません。どうぞ皆様のお力添えをよろしく
お願いします。
（詳しい経緯については、
前号・前々号の団報もご覧
下さいますようお願します。）

♪ H2O 2 月以降の練習予定
2月
27 日（火）
リブロホール
3月
13 日（火）
中原市民館 視聴覚室
20 日（火）
リブロホール
4月
10 日（火）
中原市民館 視聴覚室
24 日（火）
リブロホール
5月
8 日（火）
中原市民館 視聴覚室
♪

♪とんぼのめがね練習日
2 月・・・19 日（月）27 日（火）
（変更の可能性あり）
16：40～17：20
簡単な受付のお手伝い募集中！

H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O

18:45～20:50
18:45～20:20（20：20～20：50 総会）
18:45～20:50
18:45～20:50
18:45～20:50
18:45～20:50

コンサートのご案内
世田谷区民会館ホール
【日 時】3 月 3 日

～初めてのオペラ～

【日 時】3 月 3 日（土）14：00 開演（13：15 開場）
【出 演】活動写真弁士：片岡 一郎
ソプラノ：佐藤 亜希子 田村 麻子 → 盛田麻央 ※出演者変更
メッゾ・ソプラノ：丹呉 由利子 テノール：澤碕 一了
バリトン：清水 良一
ピアノ：仲田 淳也
【曲 目】平井 秀明（作曲・台本)：オペラ『かぐや姫』ハイライト
ヴェルディ作曲『椿姫』より“ 乾杯の ”ほか
【チケット】 500 円（子供）2,000 円（大人) 2,000 円（親子ペア）
【お問合せ】（株）世田谷サービス公社 TEL 03‐3418-5599

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.3
【日 時】昼の部 2 月 25 日（日）14:00 開演(13:30 開場) (完売御礼)
夜の部 2 月 25 日（日）18:00 開演(17:30 開場)

隠岐 彩夏（ソプラノ）×櫻井 愛子
Soprano Duo Concert
【出 演】隠岐 彩夏（ソプラノ）櫻井 愛子（ソプラノ）木村 裕平（ピアノ）
【曲 目】ヴィヴァルディ：『グローリア』より“ Laudamus te ”
シューベルト：“ 鱒 ”
平井 康三郎：“ ゆりかご ” “ びいでびいで ”
平井 秀明：“ アヴェ・マリア ”《ソプラノ二重唱版》
オペラ『白狐』（全３幕）より“ 月の歌 ”
“ 雪のウィーンの森 ”ほか
【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.4
【日 時】3

月 21 日（水・祝）14:00 開演(13:30 開場)
女声アンサンブル“ セット・エトワール ” sept étoiles
～スプリングコンサート

当団の品川更紗さんが
出演します！

【監修・お話】平井 秀明
【出 演】女声アンサンブル“ セット・エトワール ”
～日本最古のプロ室内合唱団「日唱」女声メンバー有志～
【曲 目】平井 秀明 ：“ アヴェ・マリア ”《女声合唱版》
アルカデルト：“ アヴェ・マリア”
瀧 廉太郎 ：“ 花 ”
文部省唱歌：“ 春の小川 ” “ ずいずいずっころばし ”
“ どんぐりころころ ” “ 夕焼け小焼け ”
平井 康三郎 : “ 風はみどりに ” “ とんぼのめがね ” ほか
【チケット】3,000 円（前売）3,500 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.5
【日 時】4 月 21 日（土）13:00 開演 (12:30 開場)

スプリング・ファミリー・コンサート
【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】 “春の小川”
“春がきた”《楽器紹介＆ミニコンサート》 クラリネット編
【チケット】親子一組 2,500 円

【日 時】4

大人 2,000 円 子ども 1,000 円（0 歳～中学生）

月 21 日（土）18:00 開演

(17:30 開場)

《 隠岐 彩夏 ＆ 隠岐 速人 Duo Concert 》 春の宴
【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）
【助参出演】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”
【チケット】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
【お問合せ】代々木の森 リブロホール
TEL 03‐3372‐4531

