
1. 平成２８年度活動報告 
鑑賞月             演目（上演時間）                 担当班 

１月：発声練習、甲田さんに感謝状・花束・記念品を贈呈       （25名）    １班   
    １-１）「オーケストラが奏でる時を越えた物語」 (120min)                            
    １-２） ラブリー「作曲家占い」あなたにぴったりの作曲家とラッキークラシック曲                   
    １-３） 新年会（徳樹庵）  
２月：発声練習、蔵王より早春                      （27名）    ２班 
        マーラー交響曲第1番          
３月：発声練習、ソルヴェイグの歌                    （23名）    ３班 
        歌劇「イーゴリ公」（ボロディン） (149min)        
４月：発声練習、アメージング・グレース                 （18＋1＝19名）   ４班 
     １-１）ミラノ・スカラ座フレッシュ・ライブシリーズ ハイライト (60min)  
     １-２）「トスカニーニ～愛と情熱の日々～」ゼッフィレッリ監督  (110min)                             
５月：発声練習、愛のロマンス（禁じられた遊び）                   （20名）    １班 
 歌劇「魔笛」（モーツァルト）  (180min)           
６月：発声練習、小さな木の実  （23名）                      （25名）    ２班 
 歌劇「ローエングリン」（ワーグナー）（217min）  

～ ６月 8日ところざわ倶楽部文化祭にてコーラス演奏 ～ 
７月：発声練習、シャルブールの雨傘                     （22＋2＝24名）   ３班 
     １-１）歌劇「ファルスタッフ」（ヴェルディ） (137min)   
     １-２）ブラザーズフォー、小室等と六文銭     
８月：発声練習、琵琶湖就航の歌                               （19＋2＝21名）   ４班 
     １-１）バイロイト祝祭劇１００年間の足跡をたどる  (100min) 
     １-２）頭の体操／クイズを楽しむ（作曲家の肖像や漢字当て字から名前を当てる） 

～8月３０日暑気払い会（徳樹庵）～ 
９月：発声練習、芭蕉布                                       （24＋1＝25名）   １班 
     １-１）メトロポリタン・オペラ・ガラ１９９１ （180min）    
     １-２）次年度活動計画の検討  

～ 9 月 20日：弟2回役員会 ～ 
１０月：発声練習、風に吹かれて、この素晴らしき世界             （21＋3＝24名）   ３班 
     ジャズを楽しむ                     

１1月：発声練習、シシリエンヌ、「歌声喫茶5曲」              （21＋2＝23名）   ４班 
      １-１）世界３大テノール夢の共演１９９４（ロサンゼルス） (112min) 
     １-２）頭の体操／クイズを楽しむ 

１１月20日：ところざわ倶楽部総会後の懇親会にて「歌声喫茶5曲」を担当 
～ １２月１３日：弟３回役員会 ～ 

１２月：発声練習、O Holy Night（おお聖夜/さやかに星はきらめき：賛美歌A. Adam）  ２班                                                            
      １-１）総会 
     １-２）バレエ「くるみ割り人形」（チャイコフスキー） (105min)    
 
❇ 例会出席率： 58.6% （ 22.3 名/38名、1～11月 ) 
❇ 月例会：   原則第 2火曜日 13:15~17:00  中央公民館学習室8・９号 



1.  平成２9 年度活動報告 
１月（１班）：    
    ・ベートーヴェン「交響曲第9番・合唱」1989 ~自由への讃歌 (べルリンの壁崩壊)   
   ・ドヴォルザーク「チェロ協奏曲」、ティータイム「音楽しりとり」(２人１組) 、音楽クイズ 
  １月 17 日 新年会（徳樹庵） 
２月（２班）： ラ・ノビア、学生時代（ペギー葉山）   
   ・歌劇「マノン・レスコー」（プッチーニ） ・レコード演奏（流浪の民など懐かしい曲）   
３月（３班）： 
   ・歌劇「トゥーランドット」1987（プッチーニ）   
   ・田村さん「ふるさと紹介」 
４月（４班）： 春の歌特集（早春賦、花）  
     ・男声コーラス「イル・ディーヴォ ライブ・イン・バルセロナ2009」     
   ・「春」(ヴィヴァルディ協奏曲集「四季」)を聴き比べ～あなたのお好きな演奏はどれですか?  
５月（１班）： 
   ・歌劇 「タンホイザー」1982（ワーグナー） 
６月（２班）： 初夏の歌 
   ・「アンナ・ネトレプコSPECIAL CONCERT IN JAPAN 2016」            
７月（３班）： ジャズを楽しむ  この素晴らしき世界、 
   ・ジャズとは 
   ・様々なジャンルの演奏を楽しむ～沖縄の歌、ポピュラー音楽～  
８月（４班）：  ミュージカルを楽しむ  若い広場、エーデルワイス、夢破れて   
   ・ミュージカル「アンドリュー・ロイド・ウェーバーの作品集」 

� � �しゃべる音楽家 ～バッハ、シューマン～  
 8 月 8 日 暑気払い会（徳樹庵） 
９月（１班）：                                        
     ・歌劇「仮面舞踏会」1991（ヴェルディ）   
     ・次年度活動計画の検討  

     １０月（２班）： ムラビンスキー指揮、 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲（グリンカ）  
      ・チャイコフスキー「交響曲第 5番」1985   
      ・アニメ「ファンタジア」1940 （ウォルト・ディズニーの前半部） 
     ・次年度活動計画の検討（希望曲アンケート）       
 10 月 17 日「ところざわクラブ GW発表会」  

・�うたごえ（若い広場、グリーングリーン）  ・サークルの歩み   
・オぺラ名場面（18期音楽グループDVDより抜粋 )   

 11 月 14 日「第 1回役員会」～次年度活動計画の検討 
１1 月（３班）： 小さな木の実、秋の女よ              

      ・ミュージカル映画「ウエストサイド物語」 
１２月（4 班）：                                                            

      ・総会    ～次年度活動計画の検討 
     ・「ドラマチック・プッチーニ～アリア集」（蝶々夫人、トスカ、ボエーム、マノンレスコー、トゥーランドット）  

� ︎ 例会出席率：  54% （ 21 名 / 39 名、1～11 月 ) 

� ︎ 月例会：   原則第 2火曜日 13:15~17:00   中央公民館学習室 8・９号 



1.  平成３０年度活動報告 
１月（１班）：  うたごえ（ドレミの歌）�
   ・カラヤン「ニューイヤー・コンサート 1998」(抜粋) �
   ・フランツ・レハール喜歌劇「メリー・ウィドウ」（フランツ・レハール）1997 パリ・オペラ座  �
  １月09日 新年会（徳樹庵） 
２月（２班）： うたごえ（早春賦）  
   ・ウエーバー歌劇「魔弾の射手」1985 ヴォルフ＝ディーター・ハウシルト指揮  ドレスデン国立歌劇場 
３月（３班）：  うたごえ（早春賦、花） 
   ・音楽映画「仮面の中のアリア」（ホセ・ファン・ダムほか）   

４月（４班）： うたごえ（朧月夜、大地讃頌） 
     ・男声コーラス「イル・ディーヴォ ライブ・アット武道館 2016」     
５月（１班）： うたごえ（鯉のぼり、おおブレネリ、おお牧場はみどり） 
   ・ワーグナー楽劇 「トリスタンとイゾルデ」2007  第1幕 ＆ 第3幕末尾（イゾルデの愛の死） 
          パトリス・シャロー演出、バレンボイム指揮、ミラノ・スカラ座歌劇場 
６月（２班）： うたごえ（夏の思い出、行け・我が想いよ・翼に乗って、スタンド・バイ・ミー） 
   ・ヴェルディ歌劇「ナブッコ」1986   ムーティ指揮、ミラノ・スカラ座歌劇場、ディミトローヴァほか 
７月 猛暑例会（３班）： うたごえ（手のひらを太陽に、芭蕉布）   
   ・フランク・マルタン Frank Martin「グロリア Gloria」  
   ・ヴェルディ歌劇「イル・トロヴァトーレ」1988 レヴァイン指揮 メトロポリタン歌劇場、パヴァロッティほか  
８月：  お休み 
９月（４班）： うたごえ（夏の思い出、秋の女よ、この素晴らしき世界） 
   ・マリア・カラス特集   
   ・次年度活動計画の検討  
 ９月２５日 「第 1回役員会」（中央公民館３階和室、11：00～13：00） 
   ・クラブの今後について （班編成の見直し、音楽専門家の招聘、音楽団体・音楽家との交流、 

                 コーラスの再開 →「コーラス楽悠サークル」を結成（11月）、各種コンサート） 

 ９月２５日 「暑気払い会」（シータミュー、17：00～） 
     １０月（１班）：  

   ・ミュージカル「キャッツ」アンドリュー・ロイド・ウェバー指揮、‘81 年ロンドン初演時のオリジナルキャスト 
１1 月（２班）：   
      ・プッチーニ歌劇「トスカ」1985   オペラ映画、ゼッフィレッリ監督 
                              ギゼッペ・シノーポリ指揮  メトロポリタン歌劇場管弦楽団、ドミンゴ（T）ほか 

・次年度活動計画の検討（希望曲アンケート）       
１２月（３班）：  
   ・マスカーニ歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」1982  オペラ映画 
                              ゼフィレッリ監督、プレートル指揮  ミラノ・スカラ座管弦楽団、ドミンゴ（T）ほか 

      ・総会    ～ 次年度活動計画の検討 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
  � ︎ 月例会： ・原則 第 2 火曜日 13:15~17:00   中央公民館学習室 8・９号 
            （ 開催曜日： 第 2火曜日：6回、 第 3火曜日：2回、 第 4火曜日・第 3月曜日：1回 ） 

        ・例会出席率（1～11 月の平均）：  48% （18 名 / 38 名) 
  � ︎ 都民芸術フェスティバル： １月（N響）、３月（読売日響）   � ︎ オーケストラの日コンサート：３月 
��� ︎ 下山静香、末永匡、クラブ員所属合唱団のコンサート ほか 



1.  平成３１（令和 1）年度活動報告 
１月（１班）：  うたごえ（いい湯だな、冬の星座） 
   ・ミュージカル「ルートヴィヒ２世」 
   ・「音楽 夢紀行・ヨーロッパ周遊 夢物語」  
  １月15日 新年会（徳樹庵） 
２月（２班）： うたごえ（大地讃頌）  
   ・お楽しみ： アンナ・ネトレプコ ＆ エリーナ・ガランチャ、プラシド・ドミンゴ ＆ ヨナス・カウフマン、 

カレーラス、ドミンゴ ＆ パヴァロッティ 

   ・ウンベルト・ジョルダーノ 歌劇「アンドレア・シェニエ」 
３月（３班）：  うたごえ（朧月夜、花） 
   ・お楽しみ： ウィーン わが夢の街」 Wien、du Stadt meiner Träume 

「乾杯の歌」Libiamo ne' lieti calici ヴェルディ歌劇「椿姫」より 

   ・ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 
４月（４班）： うたごえ（野ばら～ウェルナー） 
     ・モーツアルト 歌劇「魔笛」  香川県県民ホール開館 10周年記念事業  1998 年 12 月 6日 

パパゲーノ；亀井陽二（バリトン） 

 懇親会（徳樹庵） 
５月（１班）： うたごえ（鯉のぼり） 
   ・R.シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」 
６月（２班&福田）： うたごえ（ダニー・ボーイ、What a Wonderful World（この素晴らしき世界）、おお牧場はみどり） 
   ・お楽しみ： Rockettes - Toy Soldiers 

   ・世界各国の音楽、ジャズ   
７月 猛暑例会（３班）： うたごえ（夏の思い出、ホール・ニュー・ワールド A Whole New World 、                  

タイム・トゥ・セイ・グッバイ Time To Say Goodbye） 

   ・ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」 
８月：  お休み 
９月（４班）： うたごえ（ちいさい秋みつけた、秋の女よ、小さな木の実、知床旅情、銀色の道、 

小さな村の物語イタリア ～ 逢いびき） 

   ・ミュージカル「ラ・ラ・ランド La La Land」 
   ・次年度活動計画の検討  
  「暑気払い会」（徳樹庵） 
10 月 01 日 「第 1回役員会」 
   ・クラブの今後について  

１０月（１班）： うたごえ（紅葉、まっかな秋、里の秋） 
   ・お楽しみ： コーラス楽悠サークル・演奏、雅の会・演奏、唇は語らずとも 

・チェロ演奏曲特集   
パブロ・カザルス「鳥たちのうた」、エドワード・エルガー「チェロ協奏曲」（抜粋）、ベートーヴェン「三重協奏曲」   

 ・次年度活動計画の検討 
11 月 12 日 「第 2回役員会」 
１1 月（２班）： うたごえ（まっかな秋）  
     ・レハール歌劇「メリー・ウィドウ」 
 ・次年度活動計画の検討 

 


