
東日本大震災復興チャリティコンサート

未来へつなぐ『集』コンサート2019
出演依頼書

２０１９年３月２３日現在

同封のチケット券種・枚数及び、楽譜を直ぐにご確認下さい！！
間違いがあれば、必ず早急に下記までご連絡下さい！！

オケ 香盤表(別紙)の名前欄にて、曲とプルト等をご確認下さい！

合唱 「ふるさとの四季」(混声版全曲)の楽譜は各自でご用意下さい。 メール tsudoi.pw+jimukyoku@gmail.com

公演名

東日本大震災復興チャリティコンサート

主催 関西音楽人のちから『集』
未来へつなぐ『集』コンサート2019

日程

日 時間 内容 備考 練習会場

4/21(日)

9:30 ～ 13:30 ホール開放(自主練可能)
大阪市立城東区民センター　 06-6932-2000

10:00 ～ 12:30 ボウイング合せ(2階控室2)

14:00 ～ 20:45 オケ練習(2階ホール) 譜面台持参！ 大阪市城東区中央3丁目5番45号

城東 18:00 ～ 20:45 合唱練習(4階大会議室) ホール内飲食禁 地下鉄長堀鶴見緑地線・今里線「蒲生4丁目」7番出口・徒歩7分

21:30 退館 ホール内の飲食は厳禁！

5/3(祝)

9:30 ～ オケ集合・受付(ロビー)
大阪市立平野区民センター　　 06-6704-1200

セッティング

9:50 ～ 10:00 オリエンテーション 紹介・諸連絡 大阪市平野区長吉出戸５丁目３番５８号

10:00 ～ 17:00 オケ練習(1階ホール) 譜面台持参！ 大阪地下鉄谷町線「出戸」下車東へ５分

平野 17:00 ～ 18:00 休憩 ホール内飲食禁 ホール内の飲食は厳禁！

17:30 ～ 合唱集合・受付(ロビー) 譜面台・譜面・楽器の忘れ物に注意！！

18:00 ～ 20:10 オケ・合唱合同練習

～ 21:30 退館

5/4(祝)

9:00 ～ オケ集合・搬入 Per・Cb・Hp優先
ザ・シンフォニーホール　 06-6453-6000

9:15 ～ 9:45 オケ・舞台セッティング (セッティング係)

9:30 ～ 合唱集合 大阪市北区大淀南２丁目３－３

10:00 ～ 13:30 G.P (プログラム順) JR大阪環状線「福島」駅から北へ徒歩７分

13:30 ～ 14:30 休憩 楽屋昼食可能 JR大阪駅からも歩けます（徒歩西へ１５分）

ｼﾝﾌｫﾆｰ 14:00 ～ 開場 入館証を忘れないで！！

15:00 ～ 17:30 本番 舞台上の飲食厳禁！！

18:30 ～ 19:00 報告会(ホールホワイエ)

19:30 ～ 21:30 懇親会(申込制)

駐車場

城東区民センター 平野区民センター ザ・シンフォニーホール

有料(頭打ちなし)！12時間で5,000円程度 無料！！ 有料（12時間で1,200円）

駐車可能台数が少ない。料金が非常に高い。 台数も多い。 台数もあります。

近隣にはコインパーキングも多数あります。 駐車場奥のホール側は、搬入用として確保 搬入庫への留置きは、トラック優先で

お車でお越しの方は、お気を付け下さい。 21：30までに必ず車を出してください！ その他の３台の留置きが可能。

搬入庫は、駐車場入ってすぐ左側にあります。 打楽器最優先でお願いします。

搬入庫での車の留置きは出来ません。

出来る限り、公共交通機関をご利用下さい。各駐車料金に関しては、各自でお支払い下さい。

指揮者 牧村邦彦・井村誠貴・髙谷光信 C.M 松永みどり M.C 後藤恭子 管弦楽 『集』管弦楽団 合唱 『集』合唱団

衣装

オケ
女性 黒ブラウス（半袖可）・黒ロング、パンツ可、黒靴　装飾品はできる限りお控え下さい。

男性 黒タキシード（礼服可）、黒蝶ネクタイ、黒靴　装飾品はないですよね。

合唱
女性 白ブラウス（長袖）、黒ロング、黒靴　装飾品はできる限りお控え下さい。

男性 黒タキシード（礼服可）、黒蝶ネクタイ、黒靴　装飾品はないですよね。

マネージメント 大阪アートエージェンシー（奥村芙未） 06-6459-9612 〒533-0033　大阪市東淀川区東中島 2-15-2-705

主催者 関西音楽人のちから『集』 (井村誠貴） 080-6109-0831 〒599-8114　堺市東区日置荘西町 1-46-15

緊急連絡先
オケ 野村敏美 090-8384-8022 合唱 井村園子 090-3828-3225 スタッフ 奥野浩子 090-2387-1887

＊練習中は、野村、井村園共に電話を受ける事が出来ない場合があります。その際は、スタッフの奥野までご連絡下さい。
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弦楽器トップによるボウイング合わせ

エルガー/行進曲「威風堂々」第一番

全員

全員

木管

オーケストラの練習室として、終日開放いたします。

個人練習・パート練習等にご使用下さい。
9：30～21：30
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レスピーギ/交響詩「ローマの松」 アッピア街道の松

エルガー/行進曲「威風堂々」第一番

練習時間

50

40

30

30

ヴェルディ/歌劇「ナブッコ」 行け我が想いよ金色の翼に乗って

チャイコフスキー/バレエ組曲「眠りの森の美女」 ワルツ

ショスタコーヴィッチ/交響曲第5番 第4楽章

モーツァルト/アヴェ・ヴェルム・コルプス

源田俊一郎/「ふるさとの四季」(全曲)

ヴェルディ/歌劇「ナブッコ」 行け我が想いよ金色の翼に乗って

ビゼー//劇附随音楽「アルルの女」 間奏曲・ファランドール

曲目

モーツァルト/アヴェ・ヴェルム・コルプス

エルガー/「エニグマ変奏曲」 ニムロッド

45

20

20

15

外山雄三/管弦楽の為のラプソディ

19：10～19：30

19：35～19：55

19：55～20：10

平野区民センター　２階会議室３・４

13：50～14：30

14：40～15：10

15：15～15：45

16：00～17：00

18：00～18：10

18：15～19：00

〇

〇

〇

〇

〇

髙谷

牧村

井村

全員

10：00～12：30

平野区民センター　オーケストラ・・・ホール　　合唱・・・２階客席　

ボウイングが付き次第、控室前にて公開します。

弦楽器の皆さんは必ずボウイングを写しに来て下さい。

オケ個人・パート練習

13：00～17：30 オーケストラ個人・パート練習に開放 270

合唱練習

井村

井村

牧村

髙谷源田俊一郎/「ふるさとの四季」

15

30

30

60

18：00～18：15

18：15～18：45

19：05～19：35

ヴェルディ/歌劇「ナブッコ」金色の翼

ビゼー/「アルルの女」

エルガー/「エニグマ変」 ニムロッド

40

40

30

60

指揮

髙谷

井村

牧村

髙谷

城東区民センター　２階がもよんホール 城東区民センター　４階：大会議室１・２

分
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時間時間

  9：30～13：30

14：00～15：00

15：10～15：55

16：05～16：35

16：40～17：20 アヴェ・ヴェルム・コルプス

分 指揮

オーケストラ練習

ホール開放(個人・パート練習可)

源田俊一郎/「ふるさとの四季」

外山雄三/管弦楽の為のラプソディ

時間　

10：00～10：10

10：15～11：00

11：10～11：50

12：00～12：50

18：20～19：00

19：05～19：35

19：45～20：45

５月３日(祝)練習予定

チャイコフスキー/「眠りの森の美女」

ショスタコーヴィッチ/交響曲第5番

ヴェルディ/歌劇「ナブッコ」金色の翼

19：45～20：45

エルガー/行進曲「威風堂々」第一番牧村

髙谷

牧村

源田俊一郎/「ふるさとの四季」(全曲)

指揮者 合唱 備考
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プログラム編成表

4-3-3-1

4-2-2-0

8-5-6-2

4-2-3-1

6-4-3-1

8-4-4-2

〇

14-13-12-11-10
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弦楽器 合唱

〇

〇

曲目

モーツァルト/アヴェ・ヴェルム・コルプス

ビゼー/劇附随音楽「アルルの女」 間奏曲・ファランドール

エルガー/「エニグマ変奏曲」 ニムロッド

金管

8-6-6-1

6-4-3-0

2-2-2-2

指揮

源田俊一郎/「ふるさとの四季」(全曲)

外山雄三/管弦楽の為のラプソディ

ヴェルディ/歌劇「ナブッコ」 行け我が想いよ金色の翼に乗って

チャイコフスキー/バレエ組曲「眠りの森の美女」 ワルツ

ショスタコーヴィッチ/交響曲第5番 第4楽章

レスピーギ/交響詩「ローマの松」 アッピア街道の松
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井村
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14-12-10-8-6
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４月２１日(日)練習予定
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