
三河市民オペラ 2013 年公演  

～♬♬～♫～三河市民オペラ合唱団三河市民オペラ合唱団三河市民オペラ合唱団三河市民オペラ合唱団～♬ ♬ ～♫～ 

児童合唱募集要項児童合唱募集要項児童合唱募集要項児童合唱募集要項    
 

＜演目＞ ジャコモ・プッチーニ作曲『トゥーランドット』全３幕 イタリア語上演 

＜日程＞ 2013 年 5 月 5 日(日)・6日(月祝)  2 回公演 

＜会場＞ アイプラザ豊橋 

＜主催＞ 三河市民オペラ制作委員会 

指揮／倉知竜也    演出／高岸未朝    合唱指揮／近藤惠子  

管弦楽／蒲郡フィルハーモニー管弦楽団 
 

 

◇◇◇◇    児童合唱指導児童合唱指導児童合唱指導児童合唱指導        莊莊莊莊    典子（桜丘高等学校音楽科主事）典子（桜丘高等学校音楽科主事）典子（桜丘高等学校音楽科主事）典子（桜丘高等学校音楽科主事）    

    

◇◇◇◇    募集人数募集人数募集人数募集人数                    ２０名２０名２０名２０名    （対象年齢：年（対象年齢：年（対象年齢：年（対象年齢：年中以上）中以上）中以上）中以上）    

    

◇◇◇◇    参加費参加費参加費参加費                        Ⅰ期Ⅰ期Ⅰ期Ⅰ期    ２，０００円２，０００円２，０００円２，０００円    ≪≪≪≪2020202012121212 年年年年    4444 月～月～月～月～    2012201220122012 年年年年            5555 月月月月    徴収徴収徴収徴収        4444 月≫月≫月≫月≫    

                    Ⅱ期Ⅱ期Ⅱ期Ⅱ期        ６，０００円６，０００円６，０００円６，０００円    ≪≪≪≪2012201220122012 年年年年    ６６６６月～月～月～月～    2012201220122012 年年年年    11111111 月月月月    徴収徴収徴収徴収        6666 月≫月≫月≫月≫    

                                        Ⅲ期Ⅲ期Ⅲ期Ⅲ期    ６，０００円６，０００円６，０００円６，０００円    ≪≪≪≪2012201220122012 年年年年 12121212 月～月～月～月～    2020202013131313 年年年年        5555 月月月月    徴収徴収徴収徴収 12121212 月≫月≫月≫月≫    

①  受付にてⅢ期に分けて徴収させて頂きます。 

（児童合唱は全 14ヶ月練習となるため、Ⅰ期のみ 4月初回練習日：2,000 円徴収） 

② 楽譜代は実費を集めさせて頂きます。 

③ 衣装レンタル代は別途集めさせて頂きます。 

（演出・衣裳プランに基づき、衣裳部より配布します。但し、小物等は各自ご用 

 意頂く場合があります。） 

＊ 参加費には、稽古参加費（指導料、会場費等）を含みます。 

＊ 一旦納入頂いた参加費は返金致しかねます。予めご了承下さい。 

 

◇◇◇◇    参加条件参加条件参加条件参加条件                

① 親御さんと離れ練習及び舞台に参加可能で、身長 155cm 以下であること。 

（本番までに身長が著しく伸びた場合、演出家の先生の判断を仰ぎ対応させて頂きます。） 

② 参加費・衣裳代をそれぞれ定められた期日までに納入できること。 

③ 音楽稽古の進行過程において求められる、音程・イタリア語発音・暗譜などが習得でき 

ること。 

④  立ち稽古（演技つき練習）など稽古日程の 80％以上に出席が可能であること。 

⑤ ≪必須日程≫（全員参加を要する稽古）に必ず出席できること。 

＊＊＊＊    平日にオペラ練習へ参加する場合は、在籍校宛に「出席免除願い」を発行致します。平日にオペラ練習へ参加する場合は、在籍校宛に「出席免除願い」を発行致します。平日にオペラ練習へ参加する場合は、在籍校宛に「出席免除願い」を発行致します。平日にオペラ練習へ参加する場合は、在籍校宛に「出席免除願い」を発行致します。    



◇合唱団稽古日程（予定）◇合唱団稽古日程（予定）◇合唱団稽古日程（予定）◇合唱団稽古日程（予定）    

・2012 年 3月 3 日「オペラコンサート」に出演される方は表記されている日程において既に音楽稽古

がスタートしています。＊児童は希望者のみ参加（別途参加費要 4,000 円） 

・出演者、作品の場面が多数の為、稽古中の待ち時間が長い場合もあります。 

・原則として、土・日・祝日または平日夜間を稽古日程とします。但し、本番直前に於いては平日午

後の稽古を設定する場合があります。予めご了承の上、必ず出席出来るように調整をお願い致しま

す。 

 

２０１２年２０１２年２０１２年２０１２年    ３月３日「オペラコンサート」出演者３月３日「オペラコンサート」出演者３月３日「オペラコンサート」出演者３月３日「オペラコンサート」出演者（児童は希望者） 

４月４月４月４月よりよりよりより     児童合唱練習スタート児童合唱練習スタート児童合唱練習スタート児童合唱練習スタート    

＜会場＞ 桜丘高等学校音楽館 ＜時間＞ 10:30～12 時予定 

＊詳細は後日連絡させていただきます。    

９月頃      音楽総練習（指揮者稽古、暗譜完了） 

１０月以降～    立ち稽古開始（演出家・演出助手稽古・合唱配役決定） 

２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年    

 １月～３月    立ち稽古・ソリストとの合同稽古 

 ４月       通し稽古・オーケストラ合わせ 

◇下記の≪必須日程≫は、公開直前の全員出席練習です。◇下記の≪必須日程≫は、公開直前の全員出席練習です。◇下記の≪必須日程≫は、公開直前の全員出席練習です。◇下記の≪必須日程≫は、公開直前の全員出席練習です。    

４月全ての（土）・（日）４月全ての（土）・（日）４月全ての（土）・（日）４月全ての（土）・（日）午後・夜間午後・夜間午後・夜間午後・夜間            オーケストラ合せ・場当たりオーケストラ合せ・場当たりオーケストラ合せ・場当たりオーケストラ合せ・場当たり((((各１各１各１各１～～～～2222 日日日日))))    

４月２９日４月２９日４月２９日４月２９日((((月祝月祝月祝月祝))))                午後・夜間午後・夜間午後・夜間午後・夜間            最終通し稽古・場当たり最終通し稽古・場当たり最終通し稽古・場当たり最終通し稽古・場当たり    

    ４月３０日（火）４月３０日（火）４月３０日（火）４月３０日（火）    

    ５月５月５月５月    １日１日１日１日（水）（水）（水）（水）                                                        場当たり等場当たり等場当たり等場当たり等    

    ５月５月５月５月    ２日（木）２日（木）２日（木）２日（木）        

５月５月５月５月    ３日３日３日３日((((金祝金祝金祝金祝))))            終日終日終日終日                                    Ａ組ＧＰＡ組ＧＰＡ組ＧＰＡ組ＧＰ    

５月５月５月５月    ４日４日４日４日((((土祝土祝土祝土祝))))                終日終日終日終日                                    Ｂ組ＧＰＢ組ＧＰＢ組ＧＰＢ組ＧＰ    

５月５月５月５月    ５日５日５日５日((((日日日日))))                    終日終日終日終日                                    Ａ組本番Ａ組本番Ａ組本番Ａ組本番    

５月５月５月５月    ６日６日６日６日((((月祝月祝月祝月祝))))                終日終日終日終日                                    Ｂ組本番Ｂ組本番Ｂ組本番Ｂ組本番    

＊日程詳細は現在の予定です。 

＊日程についてのお問い合わせは、申込用紙の問い合わせ先にご連絡下さい。 

 

1 月 7 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

15 日 日 指揮者稽古 14:00 生活家庭館 

21 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

28 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

2 月 4 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

11 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

18 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

25 日 土 音楽稽古・原語稽古 18:30 生活家庭館 

3 月 2 日 金 リハーサル・会場準備 夕方～(時間未定) ライフポートとよはし 

3 日 土 本番 9:00 ライフポートとよはし 

        の日程は平日です。の日程は平日です。の日程は平日です。の日程は平日です。    

実施の折には必ず出席出来るよう実施の折には必ず出席出来るよう実施の折には必ず出席出来るよう実施の折には必ず出席出来るよう

事前に調整をお願いします。事前に調整をお願いします。事前に調整をお願いします。事前に調整をお願いします。    



 

 

 

応募方法応募方法応募方法応募方法        申込用紙に必要事項を記入の上、下記宛先までお申込下さい。申込用紙に必要事項を記入の上、下記宛先までお申込下さい。申込用紙に必要事項を記入の上、下記宛先までお申込下さい。申込用紙に必要事項を記入の上、下記宛先までお申込下さい。    

＜申込・問合せ先＞＜申込・問合せ先＞＜申込・問合せ先＞＜申込・問合せ先＞        

〒〒〒〒440440440440----0086008600860086 豊橋市下地町字橋口３１番地豊橋市下地町字橋口３１番地豊橋市下地町字橋口３１番地豊橋市下地町字橋口３１番地    

豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社内豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社内豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社内豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社内    

三河市民オペラ制作委員会三河市民オペラ制作委員会三河市民オペラ制作委員会三河市民オペラ制作委員会    宛宛宛宛    

FAXFAXFAXFAX    0532053205320532－－－－53535353－－－－7888788878887888        TEL 090TEL 090TEL 090TEL 090----4466446644664466----2800(2800(2800(2800(担当：鈴木担当：鈴木担当：鈴木担当：鈴木))))    

eeee----mailmailmailmail    inose@oregano.ocn.ne.jpinose@oregano.ocn.ne.jpinose@oregano.ocn.ne.jpinose@oregano.ocn.ne.jp    

応募〆切り応募〆切り応募〆切り応募〆切り            2012201220122012 年年年年 3333 月月月月    31313131 日日日日((((土土土土))))（定員になり次第）（定員になり次第）（定員になり次第）（定員になり次第）    
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三河市民オペラ「トゥーランドット」    

児童合唱申込用紙児童合唱申込用紙児童合唱申込用紙児童合唱申込用紙    

フリガナ        2012.1.1 現在 

 

年齢       歳 氏名     

保護者氏名     
  

 
身長      cm 

★住 所 

〒     －   

      
 

     

★携帯電話       
★FAX 

★e-mail（PC）       
 

      

所属合唱団    
 

 

市・学校・学年 
（幼稚園・保育園） 

 

市          学校      年 

           園    

演奏歴 

オペラ・演奏会出演歴等の経験がある方はご記入下さい。 

   
 

   

   
 

   

通信欄 

連絡事項がある方はご記入下さい。    

   
 

 

 
 

 

★印の欄は、保護者の方の連絡先をご記入下さい。 


