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日 時  

場 所  Bunkamuraオーチャードホール 

曲 目  合同ステージ…モーツァルト作曲「レクィエム」 

指揮：藤岡幸夫 

オーケストラ：東京フォルトゥーナ室内管弦楽団 

ソリスト：砂田愛梨(S)、池田香織(A)、宮里直樹(T)、小林昭裕(B) 

合唱指揮：谷口明彦(23期)、望月次郎(35期) 

     現役個別ステージ…曲目・指揮者等は 2021年度に決定 

三田会個別ステージ（３つのグループに分けて演奏）…詳しくは裏面をご参照ください 

応募時に希望するグループ（第２希望まで）を選んでいただきます。 

オープニング、アンコール…慶應義塾塾歌、青春讃歌 

募集人数 ２４０名程度 

参加費  会友～６１期の方  ２５，０００円 

     ６２期～６６期の方 １５，０００円 

練習開始 ２０２１年４月予定 

演奏会終了後、会場近隣のホテルにて２０２２年の新年会と兼ねて祝賀会を開催します。 

 

参加をご希望の方は、ウェブ又は同封のはがきにてご応募ください。 

＊応募締切 ２０２０年１０月３１日（土） 

①ウェブ ＰＣ・携帯共通ＵＲＬ  https://gm.unno.co.jp/2022 

②はがき 必要事項をご記入の上、切手を貼って投函してください。 

 

 

 

 

募集についてのお問合せ先（必ず両名にあててご連絡ください。） 

 27期 宇都宮（himi-u@xpost.plala.or.jp） 29期 遠藤（endo1006@yahoo.co.jp） 

裏面に続く 

インターネットにアクセス可能な方は、①ウェブ入力での応募にご協力お願いします。 

上記のＵＲＬにアクセスしていただくと期ごとの応募状況が閲覧できます。 

ＱＲコード 

 

♪演奏会のコンセプト♪ 

キーワードは「多様性と一貫性」。この組織の特徴を反映した演奏会とし、全世代の会員が主体的に活動で

きる場にすることを目指します。 

いよいよ楽友会創立７０周年記念演奏会が本格的に始動します。 

今回の記念演奏会は、モツレクはもちろん、個性豊かな三田会個別ステージも大きな目玉です。 

自分の代に近いグループや馴染みのある曲を歌うもよし、先輩・後輩世代の曲や指揮者のグル

ープにチャレンジするもよし、この記念演奏会だからできること、楽しみ方も色々です。 

未来の楽友会に繋がる演奏会へ、皆様の参加を心よりお待ちしております♪ 

 

mailto:himi-u@xpost.plala.or.jp）までお


募集要項 

募集対象 楽友三田会会員 

募集人数 ２４０名程度 

参加条件 以下の条件を全て満たせる方 

１ 合同ステージ・個別ステージの両方へ参加（一方のみは不可）  

２ 以下の全練習日程中、６割以上を目安として出席可能 

３ ２月（第３期）の藤岡先生の練習（★の付いた練習日）に原則出席可能 

※首都圏外在住者及び仕事等の個別事情により条件を満たせない方はご相談ください。 

練習日程 

第１期 ２０２１年４月～７月（いずれも土曜日の午後を予定） 

個別グループごとの合同曲・個別曲の練習（月１回、3時間程度） 

２０２１年 ４月１０日、５月１５日、６月１２日、７月１０日 

第２期 ２０２１年８月～２０２２年１月（いずれも土曜日の午後を予定） 

以下の日程で合同練習及び個別グループごとの練習（各 3.5時間程度） 

２０２１年 ８月７日、９月４日、１０月１６日、１１月６日、１２月４日 

２０２２年 １月８日、１月２２日 

第３期 ２０２２年２月以降 

★２月５日（土）  藤岡先生練習及び個別曲練習（午後、合計 3.5時間程度） 

２月１９日（土） 合同曲練習及び個別曲練習（午後、合計 3.5時間程度） 

★２月２３日（祝） 藤岡先生練習及び個別曲ゲネプロ（午後、合計 3.5時間程度） 

★２月２５日（金） 合同曲ゲネプロ（夜、3時間程度） 

※練習会場は都内又は横浜市・川崎市内を予定しています。 

※個別グループの状況や新型コロナウィルスの影響等により、練習日程・場所の変更並びに追加の練習日程が入

る場合があります。 

参加費（別途楽譜代がかかります。）  

会友～６１期の方 ２５，０００円  ６２期～６６期の方 １５，０００円 

※２０２１年２月までにお支払い（原則銀行振込）いただく予定です。 

参加費の返金について 

 １ 諸事情により不参加になった場合、次の金額を返金いたします。  

（１） ２０２１年３月までの連絡 全額 

   （２） ２０２１年８月までの連絡 半額 

 ２ ２０２１年９月以降に個人的都合により不参加になった場合、及び災害等やむを得ない理由で本番が延期・

中止になった場合は、原則返金いたしません。 

三田会個別ステージの曲目と指揮者（敬称略） 

本人希望と人数バランス等を考慮して各グループのいずれかに出演。期に関わらずいずれも選択可能です。 

 

副指揮・代表

F.J.Hydon 天地創造から (11) Stimmt an die Saiten

廣瀬泰文(26期)

谷口明彦(23期)

グループ代表：
山本高司(29期)

グループ 伴奏

高野喜久雄 高田三郎 混声合唱組曲「水のいのち」から (1)雨 ピアノ

Ａ

ピアノ

J.Brahms
Liebeslieder Walzer, Op.52から
(14) Sieh, wie ist die Welle klar
(15) Nachtigall, sie singt so schön

ピアノ

作詞 作曲（編曲） 曲目 指揮

Ｂ

無伴奏

J.A.Bruckner Locus iste 無伴奏

F.Mendelssohn
Abschied von Walde（緑の森よ）
　1番 ドイツ語、2番 日本語

細川裕介(31期)

武満徹 武満徹 小さな空 無伴奏

尾高雄一(33期)

グループ代表：
田中宏美(41期)

伊藤心(66期)

グループ代表：
柳生頼人(65期)

Ｃ

無伴奏

北山修
加藤和彦
橋本祥路

あの素晴らしい愛をもう一度 ピアノ

佐藤賢太郎 佐藤賢太郎 つながり

羽飼さくら(64期)

谷川俊太郎 信長貴富 ワクワク ピアノ



楽友会創立 70周年記念演奏会 出演者募集に関する Q＆A 
 

＜応募と費用について＞ 

■Q1-1．参加できるかどうかを現時点で決められないのですが？ 

 

□A1-1．参加で応募いただいた後でも諸事情により不参加になった場合、2021年3月までにご連絡いただければ参加費の全額

を返金しますので、一旦参加で応募していただければと思います。参加費の返金についての詳細は、募集要項をご確認ください。 

 

■Q1-2 出演ではなく、観客として参加することは可能ですか？ 

 

□A1-2．可能です。50周年記念演奏会と同様に、チケット販売を予定しています。 

金額や購入方法については、後日詳細を決定後、お知らせする予定です。 

 

■Q1-3．参加条件（練習やステージへの参加）を満たせそうにありませんが、ぜひ出たいです。 

 

□A1-3．ご状況をうかがった上で、前向きに検討させていただきたいと考えています。下記A4-1の実行委員へご相談ください。 

 

■Q1-4．ほかの人の参加状況を知りたいのですが？ 

 

□A1-4．出演者募集の応募ページ（https://gm.unno.co.jp/2022/）にて確認いただけます。 

 

■Q1-5．「別途楽譜代がかかります。」とのことですが、いくらぐらいでしょうか？ 

また、モーツァルトのレクイエムの楽譜は持っていますが、新たに購入する必要はありますか？ 

 

□A1-5．モーツァルト・レクイエムの楽譜はジュスマイヤー版（ベーレンライター社）を使用します。1500円前後です。ジュス

マイヤー版（全音楽譜出版社）をお持ちの方は、ページや小節番号等の比較表を作成する予定ですので、使用可能です。 

また、個別曲についてはグループ（A～C）によって異なりますので、決まりましたらこのＱ＆Ａなどでお知らせいたします。 

 

■Q1-6．参加費には演奏会終了後に開催する新年会兼祝賀会の費用も含まれているのでしょうか？ 

 

□A1-6．記念演奏会参加費には祝賀会費用は含まれておりません。 

 

■Q1-7．新型コロナウイルスの影響などで、もし2022年2月に演奏会が開催できなくなった場合、開催は中止するのでしょう

か？ 

 

□A1-7．やむなくそうなった場合もできるだけ中止ではなく延期にしたいと考えています。中止の場合、ホールに支払った使用

料は返還されませんので、延期にして使用料の扱いをホールと相談することを考えています。 

 

■Q1-8．高校楽友会のみの出身者で出演を希望している知り合いがいますが、応募できますか。 

 

□A1-8．楽友三田会会員が応募可能です。高校楽友会のみの出身者も楽友三田会へ入会できますので、この機会にぜひ入会をご

検討ください。 

 

■Q1-9．第二希望では、第一希望と異なるパートを希望する場合どのように申し込めばいいですか。 

 

□A1-9．意見欄に「第二希望のパートは××です」というように記載してください。 

 

■Q1-10．合同ステージ（モーツァルト・レクイエム）のみの参加はできないのでしょうか。 

 

□A1-10．個別ステージの曲は計10分程度の短く歌いやすい曲を選んでいます。合同曲の練習時間内に個別曲も練習しますので

練習の負担は殆どありません。しかしそれでも合同ステージのみをご希望の方はご相談ください。 

 

 

 



 

＜個別ステージについて＞ 

■Q2-1．個別ステージ（A～C）は、希望したグループに参加できますか？ 

 

□A2-1．応募時は、第2希望までをご記入いただきます。できるだけ第1希望のグループに参加いただけるようにしたいと思い

ますが、パートのバランスや人数のバランスで調整をお願いする可能性があります。その場合は、個別にご相談した上でグルー

プを決定させていただきます。 

 

■Q2-2．個別ステージ（A～C）の曲がどんな曲なのか、聴いてみたいです。どこかで聴けますか？ 

 

□A2-2．以下のYoutubeなどで聴くことができます。 

 

Ａグループ 

天地創造から (11) Stimmt an die Saiten 

      https://youtu.be/dtHoKMv66_4 

Liebeslieder Walzer, Op.52から(14) Sieh, wie ist die Welle klar  (15) Nachtigall, sie singt so schön 

      https://youtu.be/lUnfatFyzK0?t=1009 

 

混声合唱組曲「水のいのち」から (1)雨 

      https://youtu.be/KWX4QyO887g?t=13 

 

Ｂグループ 

Abschied von Walde（緑の森よ） 

   https://www.youtube.com/watch?v=adYMc58v7bw 

Locus iste 

   https://www.youtube.com/watch?v=oS_1ITt3x6E 

小さな空 

   https://www.youtube.com/watch?v=xw4fGkEdHfs 

 

Ｃグループ 

つながり 

https://www.youtube.com/watch?v=AMeJ4GHdAwk 

あの素晴らしい愛をもう一度（MIDI音声のみ） 

https://youtu.be/bU--PDKlZGs 

ワクワク 

     https://www.youtube.com/watch?v=cJiNsoBTFyQ 

 

■Q2-3．練習会場は、参加するグループによって異なるのでしょうか？ 

 

□A2-3．グループに分かれて個別曲の練習を行うときは、会場の都合によって異なる場所になる可能性があります。 

 

＜練習について＞ 

■Q3-1．練習に参加できる回数が少ないのですが、音取り用の音源などはありますか？ 

 

□A3-1．モーツァルトのレクイエムについては、希望者に音取り用の音源を用意することを検討中です。個別曲については今後

グループごとに検討する予定です。 

 

■Q3-2．練習会場が通える場所なのか不安です。場所が決まるのはいつごろでしょうか？ 

 

□A3-2．施設によって異なりますが、練習日の 2～3ヶ月前までに決定します。目黒区をはじめとする東京都区内、川崎市内、

横浜市内の施設を予定しています。 

 

■Q3-3．地方在住者など練習に参加しにくい人向けに、練習内容の録音・録画などを提供してもらえるのでしょうか？ 

 

□A3-3．録音・録画などを視聴して各自で練習できるようにすることを検討しています。詳しいことが決まりましたら、お知ら

https://www.youtube.com/watch?v=adYMc58v7bw
https://www.youtube.com/watch?v=oS_1ITt3x6E
https://www.youtube.com/watch?v=xw4fGkEdHfs
https://www.youtube.com/watch?v=AMeJ4GHdAwk
https://www.youtube.com/watch?v=cJiNsoBTFyQ


せする予定です。 

■Q3-4．子どもを連れて練習に参加できますか。 

 

□A3-4．藤岡先生の練習日を除き、子ども連れの参加は可能です。予め実行委員にご連絡頂ければ、練習会場内にキッズコーナ

ーを設置します。藤岡先生の練習日については別の方法を検討します。 

 

＜その他＞ 

■Q4-1．そのほか、相談したいことがあるのですが、どなたに連絡すればよいですか？ 

 

□A4-1．各期の代表幹事または下記の実行委員へご連絡いただければと思います。 

27期 宇都宮日美 himi-u@xpost.plala.or.jp 

29期 遠藤敦   endo1006@yahoo.co.jp 

 

募集チーム 

26期 成瀬安希子 mama-yuritai@t.vodafone.ne.jp 

26期 山根弓子  ymkymn_sop.527@icloud.com 

26期 清野美由紀 puaevh7181@yahoo.co.jp 

26期 奥井久美子 tkym-o.88623.ota@ezweb.ne.jp 

26期 徳田智子  tomomotea814@docomo.ne.jp 

33期 尾高雄一  oda1yc@d8.dion.ne.jp 

40期 平岡志磨子 straycat@js6.so-net.ne.jp 

44期 長崎亮   HZB02276@nifty.com 

50期 蓜島真有  mayu.haishima@gmail.com 

52期 椿さくら  tsubaki_529@yahoo.co.jp 

64期 橋本裕平  bridge-book.1110@hotmail.com 
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