
河内長野マイタウンオペラ
コンチェルタンテ

ヴェルディ

音楽監督・指揮：牧村  邦彦
音楽監督補佐・合唱指揮：井村  誠貴
演出：松本  重孝

コーアマイスター ： 田中  希美
管弦楽：大阪交響楽団
企画・制作・主催：（公財）河内長野市文化振興財団

7/20（日）
2014［公演日］

14時開演予定［会　場］
ラブリーホール・大ホールマイタウンオペラ合唱団員募集

申込み
締め切り

2/28
2014

（金）
必着

※オーディションは
　ありません。

vol.3 原語上演

＜マイタウンオペラ・コンチェルタンテとは＞演奏会形式を進化させたオペラ。
フルオーケストラ（大阪交響楽団）、100名規模の合唱団完全暗譜です。）
ソリスト（オーディションにより決定）は、衣裳・演技をつけます。

【練習予定日】 練習開始／午後6時30分
2014年3月・・・4日（火）・11日（火）・20日（木）・25日（火）
4月・・・1日（火）・8日（火）・17日（木）・22日（火）・29日（火・祝） 
5月・・・13日（火）・22日（木）・27日（火）
6月・・・3日（火）・10日（火）・19日（木）・24日（火）
7月・・・1日（火）～16日（水）の間に立ち稽古を実施（日程未定） 
※但し、立ち稽古参加の場合は、日程の追加や、午後6時集
合になる場合もあります。ご了承ください。全部で25回の練
習ですが、20回以上参加できることを条件とします。
【申込方法】申込用紙に必要事項をご記入の上、
下記住所宛「アイーダ合唱団」係まで）にてお申込
みください。

「アイーダ」
牧
村  

邦
彦
　
　

指
揮

【参加費】一般：12,000円 学生：5,000円
（練習初日に徴収します）◎チケット2枚（S席5,000
円×2枚、学生は学生券1500円×2枚）とフル
バージョンの楽譜（RICORDI版を使用）が付い
ています。※参加を中途キャンセルされても参加
費の返金はできません。
【参加必須の練習日】
※遅刻・欠席は不可
◎7月17日（木）17時～オケ合わせ　
◎7月18日（金）13時～場当たり、
　　　　　　  17時～ゲネプロ
◎7月20日（日）11時～入り、
　　　　　　  14時～本番開演

ラブリーホール・ミュージカルスクールの総勢約80人の子どもたちが、元気な歌声とダンスを
お贈りします。ラブリーホール・ミュージカルスクールは2007年に開講し、今年で6年目を迎え、
これまでに数々のミュージカル作品を上演してきました。今回は、そんなラブリーホール・オリ
ジナル・ミュージカルの作品の中から選りすぐりの完全オリジナルナンバーをお届けします。
これまでの集大成ともいえるコンサート、楽しい楽曲の数々がたくさん詰まった楽しいコン
サートです！入場無料となっておりますので、ご家族そろってどうぞご来場ください！

出演／ミュージカルスクール・リトルクラス
　　　（小学1年～3年）
　　　ミュージカルスクール・本クラス
　　　（小学4年生以上）

Lovely Hall Event Information チケット販売所 ラ ロラブリーホール・チケット予約専用テレフォンインターネット ローソンチケットラブリーホール・サービスカウンター

L-POINT L-POINT

牧村
邦彦のおもしろ
クラシック

くろまろ塾
認定講座 講座2013

～ウィーンが育
んだ作曲家たち

 PART1～

〈全3回〉ピアノ／梁
川夏子

佛田明希子 成川昭代

楠永陽子

梁川夏子

松澤政也

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

チケット販売所 ラ
Ｌ会員

一  般

￥1,200　

前売 ￥1,400
当日 ￥1,600

11：00 開演
（10：30 開場）

大ホール
ホワイエ

※くろまろ塾塾生は手帳を提示するとL会員料金
　になります。（ラブリーホール窓口販売のみ）

自由席

3⁄4㊋2014
ベートーヴェン　●魔笛の主題による7つの変奏曲
モーツァルト　　●魔笛より「恋を知るものは」 他
成川昭代（チェロ）、楠永陽子（ソプラノ）、
松澤政也（バリトン）

第

2第 回

3第 回

12⁄3㊋11：00 開演

11：00 開演

モーツァルト　●オーボエ協奏曲第１楽章
　　　　　　  ●コジ ファン トゥッテより「巌のように」 他
佛田明希子（オーボエ）、楠永陽子（ソプラノ）

オーボエ＆ソプラノ

チェロ＆ソプラノwithバリトン

牧村邦彦

L-POINT

Concerto
カフェ・コンチェルト

シリーズ2013

主催／（公財）河内長野市文化振興財団　
協力／洋菓子の店　ラ・スリーズ

ケーキセット付鑑賞券
（限定150名・当日販売なし）

鑑賞券
（飲食サービスなし）

ケーキセット付鑑賞券
（限定150名・当日販売なし）

鑑賞券（飲食サービスなし）

￥1,500

￥1,300

前売 ￥1,200
当日 ￥1,500

￥1,000
Ｌ会員

一  般

14：00 開演（13：15 開場）
大ホール 自由席2014

源氏万記子、新庄桃子
岡林純香、小笹山紀子

予定曲目／
展覧会の絵／ムソルグスキー
リベルタンゴ／ピアソラ
メドレーエディット・ピアフの
パリ（伊藤康英 編曲） 他

4人のピアニスト達Ⅲ
1/26 日

チケット販売所 ラ

Caffè 

■お申込・問合せ 〒586-0016 河内長野市西代町12-46　TEL 0721-56-6100　FAX 0721-56-6111 URL　      http://www.lovelyhall.com

あなたも歌いませんか！
初心者のための「第九教室」
懇切・丁寧な指導で、ベートーヴェン「第九」シンガーへ！

1月から原則週1回、木曜または金曜夜6時半より
［1月練習予定日 10日（金）、16日（木）、24日（金）、30日（木）］
8月までの練習で、発音・音取りが身に付きます。
8月31日(日）の「ベートーヴェン振るマラソン」演奏会に出演いただきます。

指揮：井村誠貴　合唱指導：小川はじめ

● 月額……3,000円　　　
● 4ヶ月分前納の場合…11,000円（4ヶ月分）
● 全期一括払い………21,000円（8ヶ月分）

受講料

練習日程

練習会場
ラブリーホール

◎希望者には、楽譜や発音・
　音取り練習用CDを販売
　楽譜735円・CD 500円

20分で着られる喜び！

日本民族衣裳振興協会

【応募方法】  
はがき・ＦＡＸ・ＴＥＬ・ホームページのいずれかでご応募ください。
記入例 ： 第1希望　河内長野教室　1／18（土）13：00　
　　　　第2希望　難波教室　1／26（日）13：00　
①教室名・日時（第1・第2希望） ②郵便番号・住所 ③氏名
（ふりがな）④年齢 ⑤職業 ⑥電話番号（ご連絡先） ⑦係名
ラブリーホール係
【応募〆切】  開講日の１０日前とさせていただきます。
　

※ご応募多数の場合は受講して頂けない場合がございます。
　予めご了承ください。
※受講決定の方には締切後、案内状をお送り致します。
※着付けに必要な着物や小物類はお手持ちの物をご利用ください。
※お申し込み頂きました個人情報は個人情報保護法に基づき、 
　厳重に管理いたします。
※カリキュラムの日程や開催場所は都合により変更となる場合
　があります。

検索サイトから 日本民族衣裳振興協会 検 索

〈携帯サイトより応募可〉
http://kitsuke.net/  詳しくはHPまたは、

お電話にて！大阪市北区梅田1-11-4　大阪駅前第4ビル22F　 JR大阪駅、阪急･阪神･地下鉄梅田駅より徒歩5～10分

〈受付時間〉平日 9：30～19：00　土曜 9：30～17：30

0120-371-477

※各教室、同曜日・同時間帯開催　※その他教室多数予定！詳しくはお問い合わせください。ご希望の方には丸橋㈱より直接、着物・帯・小物等を卸価格で購入することができます。

QRコード

入会金・受講料無料で週１回・２時間の初心者を対象とした教室です。
基本の二重太鼓はもちろん、おしゃれ結び（角出し）も習得でき約20分で
きものが着られるようになります。実際のお出掛けに役立つ、ヘアメイク講師
による「きものヘア講座」も大好評！お着物をお持ちでない方でも全クラス
レンタルが可能となりました。さあ、あなたもキモノでぷらっとしませんか？

FAX06-6346-3052

基本コース
［第47期   各教室説明会日時］

全10回

〈12/27（金）～1/5（日）はお休みです。〉

10：00/13：00/16：00
10：00/13：00/15：30/18：30
10：00/13：00/15：00
10：00/13：00/15：00
10：00/13：00/15：00
10：00/13：00/15：00/18：30
10：00/13：00/15：00

10：00/13：00/15：00/18：30

10：00/13：00/15：00/18：30

梅 田 教 室

河内長野教室
羽曳野教室
大阪狭山教室

難 波 教 室

阿倍野教室

堺 東 教 室

JR「大阪駅」、阪急・阪神・地下鉄「梅田駅」
より徒歩約５～１０分

JR「難波駅」すぐ、地下鉄「なんば駅」
近鉄、南海「難波駅」より徒歩約５分～１０分

地下鉄谷町線「阿倍野駅」6番出口徒歩約3分
地下鉄御堂筋線・JR「天王寺駅」より徒歩約10分

ラブリーホール

LICはびきの

ＳＡＹＡＫＡホール

難波市民学習センター

阿倍野区民センター

堺市総合福祉会館

大阪駅前
第4ビル22Ｆ

南海高野線「河内長野駅」より徒歩約７分

近鉄南大阪線「古市駅」より徒歩約１０分

南海高野線「大阪狭山駅」より徒歩約３分

南海高野線「堺東駅」西口より徒歩約１０分

1／25（土）～1／26（日）
1／27（月）～1／31（金）
1／18（土）
1／20（月）
1／22（水）
1／23（木）
1／26（日）

1／29（水）

1／31（金）

吉田彩乃さん
（第４５期修了生）

キ
モ
ノ 

de 

ぷ
ら
っ
と

着物文化の発展を願う呉服卸問屋丸橋㈱の運営の下、各メーカー・企業の協賛を
得ることで、無料での開講が可能になっています。

なぜ無料なのですか？　

無 料きもの
着付け教室
1 月より開講！

月・祝

着物レンタルについて
きもの・帯・長襦袢・帯締め・帯揚セット
¥3,000（保証金￥10,000 返却時返金）
※詳しくはお問い合わせください。

下記より希望の教室・日時を
お選びください。

NEW

共催／（公財）河内長野市文化振興財団

チケット販売所

2014

2014

2014

小ホール
自由席3⁄1土

Ｌ会員

一  般

一般 ￥3,300
学生・65歳以上・障がい者の方￥2,800

前売 ￥3,500   当日￥4,000
学生・65歳以上・障がい者の方￥3,000

主催・問合せ・チケットのお申込み／音の語らい（渡辺）TEL&FAX 0721-52-7123
E-mail／info@otonokatarai.com

※ラブリーホールでは
　電話予約はできません
　（Ｌ会員は除く）。

ピアノ リサイタル
　　　　　

音の語らい
No.81

ラ 主催者

ブラームス／ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ
ジョン･ケージ／プリペアド･ピアノのためのアモーレス
ショパン／ノクターン15番、バラード2番
The Favorite 人気者、ジ・エンタテイナー、映像とピアノ 他15：00 開演（14：30 開場）

20143⁄8土
●トーク＆ライブ（13：00～14：30）会場イベントホール
「ありのままに生きようとしたありは  
  　　　　　　    ありのままだった」 
　　　　　　　　　   　　原田 伸郎 氏

「見とこ・知っとこ・学んどこ！」
     市内のミュージアム・テーマパークご紹介

【定員】 280名（申込者多数の場合は抽選となります。）
【申込方法】 往復はがきに､参加希望者全員の郵便番号・住所・氏名･年齢・電話番号を、返信用
に代表者の住所氏名を記入して、下記迄、お申込みください。（※1枚で2人まで申し込み可。）
【申込み締切り】 2014年2月15日（土）当日消印有効
【お問合せ・お申込み先】 〒586-8501  河内長野市原町1丁目1番1号（住所記入不要）　
河内長野市教育委員会生涯学習課　河内長野ミュージパークネット係　TEL：0721-53-1111

河内長野 ミュージパーク
フェスタ ２０１４

会場：河内長野市立市民交流センター（キックス）

参加費

無料

残席わずか

残席わずか

■お申込方法 来館、FAX、郵送のいずれかの方法でお申込ください。応募要項はラブリーホールHPからダウンロードできます。郵送をご希望の方はラブリーホールまでご連絡ください。応募内容につきましては各項目をご覧ください。

申込方法
申込用紙に「郵便番号」「住所」「氏名（ふりがな）」「電話番号」「パート」「楽譜の購入
希望」をご記入の上、下記宛先「第九」係までお申込ください（2014年1月5日必着）。

ラ
チケット販売所

一   般 前売 ￥2,000
当日 ￥2,500

￥1,800　Ｌ会員

3⁄30
2014

15：00 開演
（14：30 開場）

小ホール
自由席日

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

あなたに贈る音の玉手箱 vol.8

ミュージックボックス

出演
中島康子、廣瀬淑子、北村益実
予定曲目
・サウンド・オブ・ミュージックメドレー
・交響的絵画「ポーギーとベス」
・シャンソンメドレー etc.

Make Us One 
クリスマスコンサート2013
ゴスペルクワイア

20：00 開演（19：40 開場）
12⁄4水 大ホールホワイエ

自由席

チケット販売所

※小学生以下無料

一  般 ￥300
主催／Make Us One 
　　　（公財）河内長野市文化振興財団
　　　 

あたたかな歌声とともに、
聖なる夜のひとときを
大切な人と一緒に
過ごしませんか・・・？

ラ前　売
当日共（ ）

予定曲目
Silent Night
Joy To The World
O Holy Night 他

NEW

発売日

12/ 7土 10：00～

12/ 2月 10：00～

発売日

発売日

発売日

12⁄23
14：30 開演（14：00 開場）

大ホール
自由席

無 料

ラブリーホール・ミュージカルスクール

ConcertConcert
Radiant SmileRadiant Smile

レイディアント  スマイル  コンサート

施設ご利用案内（小ホール編）ホール面積３２０㎡　最大定員４６４名

●9：00～12：00 ………準備・リハーサル
●12：00以降～16：30…本 番
●16：30～17：00………後片付け

音響・照明設備を完備した約320㎡のフリースペースは、
社交ダンスパーティーの開催に最適です。

小ホール施設利用料（午前区分割引適用）  22,200円

ワイヤレスハンドマイク【２区分】 1本 2,000円

場内拡声【２区分】 1式 2,000円

ＣＤプレーヤー（ＭＤデッキ）【２区分】 2台 4,000円

合計参考利用料金  30,200円

（土・日・祝日利用・入場無料の場合）
利用料金

【ご利用例】

社交ダンス
パーティー

【ご利用例】

ピアノ発表会

※楽屋利用の場合は別に料金が必要です。

●9：00～12：00 ………準備・リハーサル
●12：00以降～16：30…本 番
●16：30～17：00………後片付け

音響・照明設備を完備した小ホールは、春休みのピアノ
発表会開催に最適です。

小ホール施設利用料（午前区分割引適用）  22,200円
照明Ａセット 1式 2,500円
カラーフィルター 8枚 2,400円
ワイヤレスハンドマイク 1本 1,000円
場内拡声 1式 1,000円
ピアノ（ヤマハＣＦⅢ）【２区分】 1台 14,000円
合計参考利用料金  43,100円

（土・日・祝日利用・入場無料の場合）
利用料金

※楽屋利用の場合は別に料金が必要です。

◎お問合せ／ラブリーホール　ＴＥＬ0721-56-6100

小ホール・コンサートシリーズ

1/15水 10：00～

1/14火 10：00～

※　   は一般発売初日のみ14：00受付開始

小ホールのお申込みは1年前から受付開始となります。皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。

NEW


