
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）

7/20（日）

［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

河内長野マイタウンオペラ
コンチェルタンテvol.3

＜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／18時30分
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。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。

「アイーダ」
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

14時開演

指　   揮：牧村　邦彦
演　   出：松本　重孝
アイーダ：平野　雅世

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

1111thth

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

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

牧村邦彦

共催／（公財）河内長野市文化振興財団

チケット販売所

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）

無 料

■問合せ・申込先 〒586-0016 河内長野市西代町12-46
TEL 0721-56-6100

URL http://www.lovelyhall.com

河内長野
市制施行
60周年
記念式典

ラブリーホール・ミュージカルスクール　

公演決定！

北欧の森の音楽会2014

3⁄4㊋
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

11：00 開演

チェロ＆ソプラノwithバリトン

成川昭代楠永陽子

梁川夏子 松澤政也

3第 回

チケット販売所 主催者ラ

14：00 開演
（13：30 開場）

大ホール
自由席3⁄16

Ｌ会員

一  般

一般 ￥800
学生 ￥400

一般 ￥1,000
学生 ￥500

大阪芸術大学卒業生による

指揮／牧村邦彦、伊勢敏之

主催／塚本学院校友会、大阪芸術大学演奏学科管弦打支部、響友会
共催／（公財）河内長野市文化振興財団
問合せ・ご招待申込先／0721-93-3781（内線3204・3402）〒585-0001 南河内郡河南町東山469
大阪芸術大学演奏学科管弦打研究室「ヴォルトゥオーゾ演奏会」宛

※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）。

大阪芸術大学
ヴィルトゥオーゾ・
ウィンドオーケストラ

演奏会
プログラム
吹奏楽の為の第三組曲／A.リード
平和の祭り／R.ニクソン
ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲／C.T.スミス 他

NEW

日

大ホール
会  場4⁄6 日

■ 1部／記念式典
■ 2部／記念演奏　ミュージカル・レビュー
　　　　「河内長野ルネッサンス60 わがまち」
出演／河内長野ラブリーホール合唱団、ラブリーホール・ミュージカルスクール
　　　河内長野吹奏楽団ブルーウインズ、ダンスパワーズ
　　　市民参加創作ミュージカル「高向玄理☆KUROMARO☆物語」出演者

抽選で
100名様
ご招待！

発売日

2/9日 10：00～

2/3月 10：00～

発売日

10：00 開演
（9：30 開場）

申込方法：往復ハガキに「60周年記念式典観覧希望」と朱書きし、住所・氏名
（返信用にも記入）年令、電話番号を記入して2月28日（必着）までに市役所秘書課へ　

▽1枚で2人まで有効（2人の場合は、同伴者氏名を記入）
※市役所ホームページからも申込みできます。［2/1（土）申込受付開始、当選者には
　メールにてご連絡させていただきます。］

■申込・問合せ／〒586-8506 河内長野市原町1-1-1　河内長野市役所  秘書課　TEL0721（53）1111

プレゼント
ラブリーニュース誌者50組100名様をご招待！
往復はがきで下記ご招待申込み先まで
（応募者多数の場合は抽選）

2/28必着

【対　　　   象】  小学4年生から大学生（4月より）
【レッスン日】 基本的に毎週水曜日（月4回）に歌とダンスのレッスン、　
　　　　　  　 土曜日もしくは日曜日（月2回）にお芝居のレッスンを行い、
　　　　　  　 合わせて月に6回のレッスンとなります。
【初回レッスン】 4月2日（水）18：00～21：00
【レッスン場所】 ラブリーホール
【参　加　費】 6,000円（月額）
【募 集 人 数 】 10名程度（応募多数の場合は抽選）
【レッスン内容】 歌とダンスとお芝居の稽古　
【申 込 方 法】 往復ハガキに、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番　
　　　　  　 　号・学年（4月からの）と年齢・性別をご記入の上、　　　　  
　 　　　　　　〒586-0016　河内長野市西代町12-46　ラブリーホール
　　　　　　　「ラブリーホール・ミュージカルスクール係」までお申し込　
　　　　　　みください。

ラブリーホールでは、小学4年生以上を対象にしたミュージカルスクー
ルを運営しています。歌とダンスを中心に毎週、楽しくレッスンを行っ
ており、4月からは新たにお芝居の稽古も加わります。ミュージカル作
品以外でも、たくさんのコンサートやイベントに出演しています！歌に
ダンス、お芝居が好きで、やる気のある方の参加をお待ちしています！

毎週水曜日　16時～17時
月額3,000円 同時

募集！！

締切り
3/20（木）必着

※詳しくはラブリーホールまでお問合せください。

生徒募集！

歌を中心に楽しくレッスンしています！
歌うことが大好きなお友だち集まれ！

リトルクラス（小学1年生～3年生）

NEW

一　般 前売 ￥2,000
当日 ￥2,500

主催／第18回「緑の街ふれあいコンサート」　
共催／（公財）河内長野市文化振興財団
問合せ／ TEL & FAX 0721-52-2613（南）
　　　

チケット代金と返信料90円の合計額を
下記へお振込みください。
■郵便口座番号  00940-9-5335　
■加入者名／南　美鈴

お申込み方法

5⁄18 大ホール
指定席

14：00 開演
（13：30 開場）

※ラブリーホールでは電話予約はできません。
チケット販売所 主催者ラ

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

日

ピアノピアノ フルートフルート&&
［予定曲目］
第一部
［ピアノソロ］悲愴（ベートーヴェン）
ノクターン第５番、英雄ポロネーズ（ショパン）
［デュオ］ソナタ（ド＝セッティ）　
ロマンス（サン＝サーンス）
チャルダッシュ（モンティ）
第二部
［デュオ］ハンガリア田園幻想曲（トップラー）
［ピアノソロ］ラ・カンパネラ、愛の夢第３番、
リゴレットパラフレーズ（リスト）、
［デュオ］カルメン幻想曲（ボルン）安藤史子田尻洋一

F l u t eP i a n o

2/9日 10：00～
発売日

L-POINT

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 15：00 開演
（14：30 開場）

小ホール
自由席日

3⁄23 15：00 開演
（14：30 開場）

大ホール
ホワイエ
自由席日

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

出演
中島康子、廣瀬淑子、北村益実
予定曲目
・オペラ座の怪人よりメドレー
・交響的絵画「ポーギーとベス」
・シャンソンメドレー etc.

ラブリーホールの玄関ロビーに飾る作品を
募集します。作品のジャンルやテーマは問い
ません。ロビーを素敵な空間に演出していた
だけますよう、ご応募お待ちしております。

■期間／3月3日(月)～4月13日(日)
※展示期間は準備と撤去を含めて最大で7日まで。

■展示スペース
約70ｃｍ×約170ｃｍ×高さ約90ｃｍの展
示台に収まる作品。作品の規模により1つ
の台に複数の作品が展示される場合もあ
ります。展示台は右記をご参照ください。
■申し込み
2月1日（土）9時よりラブリーホール事
務室にて受付します。受付初日は事務
室窓口へ直接お越しください（応募者
多数の場合は抽選）。抽選でない場合
は先着順で、定員になり次第締め切り
とさせていただきます。

出品料無料

ロビー展示
作品募集

ラブリーホールをあなたの感性で
素敵に演出してください。

展示台3

展示台2

展示台1

［展示内容］

※写真はイメージです。

初めて塗装工事をされる方・塗装工事をお見積中の方のための

一級塗装技能士が「成功する塗装工事・7つの秘訣」をお伝えします！

無料進呈！ 2 / 12（水） 
2 / 21（金） 
3 /  6 （木） 
3 / 13（木） 

ご参加・ご相談無料！

場所/ ラブリーホール・会議室 1

場所/ ラブリーホール・会議室 2

午前の部/10：00～12：00（受付開始  9：30）
午後の部/14：00～16：00（受付開始13：30）

予約制　各定員20名。ご予約はお早めに。

日
　
時

すべて手結び 個々にあったペースで指導

〔阿部〕 0721-55-6204（携帯）080-5706-3815 八重きもの学院連
絡
先

◆ 場所／ラブリーホール
◆ 日時／月3回金曜日
　　　  ［朝の部］午前10時30分～午後12時30分
　　　  ［昼の部］午後2時～4時　［夜の部］午後7時～9時
◆ 費用／入学金 3,000円〔月謝 4,000円（月3回）〕

浴衣から晴れ着まで、親切、丁寧に楽しく学べます！
見学無料・体験（￥525）有！

26期生 

成人式は着くずれない楽な着付を ！
（出張予約受付します）

フィドルとは各国の伝統、大衆音楽を弾くヴァイオリンのことです。
北欧の伝統音楽を演奏しながら楽しくヴァイオリンをはじめてみませんか？
【講　師】 大森ヒデノリ（フィドル奏者）
【練習日】 金曜日の夜（18：00～19：00）※月2回（不定期）
【参加費】 月額2,000円［※楽器レンタル有り（有料）］
【対　象】 ヴァイオリン初心者及び経験者（小学生以上）
　　　　※詳しくはラブリーホールまでお問合せください。

フィドル奏者 大森ヒデノリ氏を講師にお迎
えし、2012年4月に開講した両教室の参加
者による音楽会！ 緑の町“河内長野”に北欧
の伝統音楽をお届けします！

フ ィド ル教 室 生徒追加募集

あなたに贈る音の玉手箱 vol.8

小ホール
コンサートシリーズ

大森ヒデノリ　フィドル教室＆伝統音楽教室発表会

ANNIVERSARY

河内長野ルネッサンス60
市制施行60周年

見学随時受付中！


