
1武庫川女子大学附属高等学校コーラス部は声兵庫】指揮日本尚子ビアノ:市川麻里子

女声合唱曲集「木とともに人とともに」から 生きる(谷川俊太郎作詩 三善 晃作由)

女声合唱曲集「うたをうたうとき」から 春 (新川和江作詩 信長貴富作曲)
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3 Vocal Ensemble《 EST》  【混声 二重】指揮 :向井正雄 ピアノ :長島あかね
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無伴奏混声合唱のための「詞華抄」から Eros d′eJnaxe mo i phrenas(鈴 木輝昭作由)

合唱のためのコンポジション第10番「オンゴー オーニJから H(間宮芳生作由)
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5雨 森文也 と 「水のいのち」を歌おう合唱団 指揮 雨森文也 ビアノ 平林知子

混声合唱組曲「水のいのちJから 雨 リト海よ(高野喜久雄作詩高田二郎作曲)

次年度予告

日 時 :2011年 4月 16(土)・17(日)

場 所 :いずみホール ●ぅtひその周辺肺設の利′レ 者な い■す)

講 師 :現在交渉 中H

本年度と同様 演奏会あり講習会あリワークショッフ 交流会ありの盛りだくさんのイベントを

考えています 実行委員会への参力1も募44してぃます
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刀レう材声楽アンサンブルフェスティタツレ2010
～ALVEF2010～

7回 日となる、全国から集まったアンサンプルグループの競演!
(ただ今 公募J体 選考中D

2010テ ーマ「伝えたいうた.残したいうた」

18日 (日)松下 耕先生によるワークショップ&グ スト演奏はくENSEMBLE PLEIAO日 (男声)>!

19日 (月祝)伊東恵司実行委員長によるワークショップ&「赤い鳥小鳥合1日団」演秦.

入場料

各 自券 :軍

墜 if器  {i酬 日     2010年 7月 18日 (日)・ 19日 (月・祝)

通 し券 :―一般 4,500(3,500)円                午後3時間演予定

学生2,500(2,000)円    京都府立府民ホール“アルティ"
(地下鉄鳥丸線 「今 出川曖 J6番 出口より5分 〉

主催 171テ ィ

"楽

アンサン´
'実

行委員会 (期)京ll文化財団(予定)
後銀 |(■)全B本 合唱違盟 京都府合唱連盟

×(〉内は前売

お問い合せは フ ,ティ声楽アンサンブル実行委員会事務局
京都府ユ府民ホール刀レティ内 刊 076“ 卜144

●mコth,10al● ol= htt,″ w"w● ■ol`

★公募合1目団員 (女声)を募集します!☆7/19(月祝)―日だナの練習で 本曰初演σ ttt鳥ヽ小鳥」を再演| たヽします

指揮 :伊東恵司 ビアノ 平林知子
スケジュール 7/19(月祝〉午前中練習‐ステージリハ12301330→本番lalX1la30(予定)
参加料 19日券2000円〈学生はlo00円 二日間通し券でも可〉購入十楽譜実質〈1,470日本日より購入てきます。)

*ホ B鉄つた方はもちろん 聴いてみで歌ってみたいとつった方 ぜひともご参加をお待ちしてい様す|


