
未来へつなぐ『集』コンサート 2019 

 

～最終確認～ 

・集合時間 ＊時間厳守！＊入館証を忘れないで！ 

8：45 

9：00 

9：30 

実行委員会、スタッフ、セッティング係 

オーケストラ(指示があるまで楽屋待機・楽屋音出し可) 

合唱団(指示があるまで楽屋待機・声出し可) 

 

・受付について 

   ホール楽屋口にて、必ず名簿に記載されているご自身の欄に☑ を記入して下さい。 

 

・楽屋割り 

Ａ 牧村･井村･髙谷 Ｂ 司会者・合唱プロ女性 Ｃ 運営委員会 Ｄ オケプロ男性 Ｅ オケプロ女性 

Ｆ オケアマ男性 Ｇ 合唱女性 Ｈ 合唱男性 Ｉ オケアマ女性 主 スタッフ 

 ＊Ｂ楽屋には３名ほどしか入れません。 

 

・楽屋係について 楽屋係は部屋の最終チェックを行って下さい。 ゴミ・忘れ物チェック、部屋は元の状態に。 

  楽屋係 チーフ：今井 しづか 

Ａ  板井(Ob) Ｂ 白土(Sop) Ｃ 桑原(Ob) Ｄ 大平(Fl) Ｅ 大山(Hr) 

Ｆ 田之上(Tp) Ｇ 久米(Alt) Ｈ 松岡(Bas) Ｉ 武田(Hr) 主 今井(Sop) 

 

・搬入及び駐車について  搬入開始は 9：00です。 

木村運送店様 搬入口に留置きなし 

サウンドスタジオＯＫＡ様 搬入口に留置き 

打楽器運搬用 打楽器で 1台搬入口に駐車可能 

主催者運搬用 井村車、搬入口に駐車 

それ以外の方 恐れ入りますが、ホール地下駐車及び、近隣コインパーキングにお停め下さい。 

                    ＊ホール地下駐車場は、終日最大料金 1,500 円 

 

・舞台セッティングについて  セッティング係は、入館後、楽器等を楽屋に置き、直ぐにステージ集合 

  セッティング係 

フルート 細野 美樹 チューバ 中野 貴寛 

オーボエ 飯島 尚 打楽器 全員 

クラリネット 松浦 智美 ヴァイオリン１ 原田 尚美、松尾 慶子 

ファゴット 林 雄二郎 ヴァイオリン２ 中谷 惠子、吉川 正剛 

ホルン 古市 道和 ヴィオラ 田渕 士郎、増田 敦子 

トランペット 村上 和史 チェロ 細辻 秀美、町野 泰輔 

トロンボーン 安藤 雅浩 コントラバス 野村 和彦、枚田 栄次 

＊各セクションのプロ首席の方もセッティングにお立会い下さい。 

＊セッティング係及びプロ首席の方以外は、無断で舞台上に上がらない事！ 

 



・Ｇ.Ｐについて 10：00～13：30 

  ＊Ｇ.Ｐは曲順で行います。各自スタンバイは早めに行って下さい。 

  ＊譜面・私物を譜面台に置いたままにしない事！ 

  ＊転換は原則スタッフで行いますが楽器の移動等は行いません。 

  ＊コントラバスの椅子は、各自で移動・高さ調整を行って下さい。 

 

・衣装について 

女声合唱 白ブラウス（長袖）、黒ロング、黒靴。装飾品はお控え下さい。 

女性オケ 黒ブラウス（長袖）、黒ロング（パンツ可）、黒靴。装飾品はお控え下さい。 

男性全員 黒タキ（略礼服可）、黒蝶ネクタイ、黒靴。装飾品はないですよね。 

 

・楽譜と入館証の返却について  必ず楽譜係の指示に従って下さい。 

    ＊終演後に行う作業です。返却を忘れてお帰りになられる方が多発しています。 

 

  ・オーケストラ 各楽譜係が責任を持って回収の事。 

・全て返却。郵送した封筒に入れてお返し下さい。 出来るだけプログラム順でお入れ下さい。 

・封筒にはご自身の入館証も同封して下さい。 

    楽譜係 チーフ：冨田 好寛 サブ：灘儀 育子 

Ｆｌ 乾 真理子 Ｐｆ，Ｈｐ，Ｏｒ 石原 光世 

Ｏｂ 加茂 祐子 Ｐｅｒ 白数 由紀子 

Ｃｌ 関位 香織 Ｖｎ１ 都築 知恵子 

Ｆｇ 松島 正美 Ｖｎ２ 岩橋 真帆美 

Ｈｒ 冨田 好寛、冨田 紀子 Ｖａ 灘儀 育子、丸山 晶子 

Ｔｐ 池田 有加 Ｖｃ 小川 美咲 

Ｔｂ，Ｔｕ 碓井 千夏 Ｃｂ 森田 真由 

   

・合唱 各楽譜係が責任を持って回収の事。 出来るだけプログラム順でお入れ下さい。 

     ・「ふるさとの四季」以外は返却下さい。 入館証は係に返却。 

    楽譜係 チーフ：橘 知加子 

Sop 小梶 史絵 Alt 橘 知加子 

Ten 菊田 義典 Bas 田中 崇由希 

      入館証回収係 チーフ：井村 園子 

Sop 今井 しづか Alt 井村 園子 

Ten 山本 晋也 Bas 井上 慎太郎 

  ・スタッフ チーフ：奥野 浩子 スタッフは奥野浩子に返却して下さい。 

 

・昼食について 出来る限り 13：30～14：30でお済ませ下さい。 

   各自でご用意下さい。 

   ＊楽屋での飲食に関しては、特別な許可を戴いています。但し、４階ステージ裏のラウンジでの飲食は厳禁！ 

   ＊楽屋でのゴミは必ずお持ち帰り下さい。 

   ＊外食される方は、十分時間にご注意ください。  

   ＊楽屋の席数に限りがあります。お互い譲り合ってご使用下さい。 



・当日義援金募金係 

   スタッフから第 1部終了後に「募金箱」を受け取って下さい。募金箱は休憩後にスタッフにお戻し下さい。 

   今回は、合唱団の皆様にも、終演後の募金活動にご協力頂きます。終演後すぐにロビーへお越し下さい。 

指揮者 井村 誠貴、牧村 邦彦（終演時のみ）、髙谷 光信（終演時のみ） 

合唱団 

 

小澤 聖子、藤原 道代、西田 真由子、木村 千晶、芝 沙織、後藤 瀬里奈 

相原 敏明、中川 正崇、橋本 恵史、佐藤 彰宏、嶋本 晃、近藤 修平 

 

・報告会及び解団式について 18：30～18：50 ホール正面ロビーにて 

  ＊シンフォニーホールからの指示があるまで、勝手にロビーには行かない事。楽屋待機。 

    例年、お客様と出演者の区別がつかず、セキュリティに問題が生じています。お客様が完全に退館 

されてからの移動にご協力下さい。  

  ＊「報告会」「解団式」は必ず全員ご参加下さい。 

  内容 ・代表 挨拶  井村 誠貴 

      ・ザ・シンフォニーホール株式会社様 ご挨拶 

      ・協賛企業・団体等のご紹介   協賛金・事前義援金額 1,375,920 円 

      ・打楽器等でお世話になった方のご紹介 

      ・スタッフのご紹介 

      ・義援金募金額の報告 

      ・指揮者 牧村邦彦氏 挨拶 

      ・次年度のご案内 

      ・解団の宣言 

      ・懇親会のご案内 

      ・集合写真撮影 

       ＊報告会終了後は、正面玄関から退館して下さい。楽屋へは戻れません。 

 

・懇親会について 19：00～21：00 

   会 場：新梅田研修センター 

   場 所：大阪市福島区福島６丁目２２−２０   シンフォニーホールより徒歩 3 分 

   参加者：事前申し込み 

   参加日：３５００円 オードブル、飲み放題 

    ＊参加可能人数で余裕があります。是非ともご参加下さい。 

   懇親会幹事 チーフ：奥 建尚 

幹事 難波 浩、山田 維久子、今岡 聡子ほか 

 

・次回開催について 

未来へつなぐ『集』コンサート 2020 

２０２０年５月５日(祝)１５時開演 ザ・シンフォニーホール 

練習：２０２０年４月１９日(日)、５月４日（祝） 大阪市立平野区民センター 予定 

 

・緊急連絡先 舞台監督：奥野 浩子 090-2387-1887 

 

関西音楽人のちから『集』実行委員会 



～ご協賛戴ました企業・団体・個人様～ 

 

特別協賛 

株式会社ザ・シンフォニーホール 

株式会社滋慶 

浄土真宗本願寺派 常源寺  

有限会社 木村運送店  

ネクストダイバシティ株式会社  

清酒 春鹿 醸造元 株式会社 今西清兵衛商店  

サウンドスタジオ OKA 

初芝ミュージックセンター 

 

協賛企業・団体 

木曽川染絨株式会社 
合同会社ＣＯＰＡエンタープライズ 

ダイイチビル株式会社 

医療法人二村耳鼻咽喉科ボイスクリニック 

 

アートスペース萌芽＆ArtSpace 萌芽 Hall   (有)伸光工業所  

ヴィガーＫ２株式会社   株式会社ファイブ管理  

西宮市産所町自治会・長命会・子ども会  『はねこ幻想』レンタル義援金 

環境機器株式会社  きのくに国際高等専修学校「音楽文化を探る」クラス一同 

司法書士大和田事務所  ナゴヤディレクターズバンド 

 

医療法人いそがい歯科クリニック くさかべ皮フ科 （株）新栄 中津鋼管工業株式会社 大阪営業所 

日新火災海上保険(株)経理総務部有志 ハッセルハウス ぴあの屋ドットコム株式会社 

フォトスタジオＴ．Ｍ．Ａ 山本成雄 有限会社ライプニング 

小松佑有子 島津登美栄 田中眞弓 西野淳 廣澤敦子 札木丈文 


