のべおか「第九」合唱団

参加者募集！

あなたも「第九」を体験してみませんか ?
九州唯一のプロオケ、九州交響楽団と歌おう !

結団式・入会説明会

日時：5 月 26 日（土）18：30 ～ 20：00

第 33 回のべおか「第九」演奏会

日時：平成 30 年 12 月 15 日（土）18:00 開演
場所：延岡総合文化センター 大ホール
演奏曲目：ベートーヴェン作曲交響曲第 9 番「歓喜の歌」

初心者講座

申し込み先

のべおか「第九」を歌う会

場所：延岡総合文化センター 小ホール

〒882-0852 延岡市東浜砂町 611-2 延岡総合文化センター内
TEL : 0982-22-1855

HP : http://dai-9.info/

FAX : 0982-21-6668

新生「第九」への参加のご案内
今年の第九はここが違う！
安心して歌える !

小学生から参加できる！
より多くの人に「第九」を
体験いただくため、
小学生から合唱に参加できます。

・初めの 6 回は初心者練習
・楽譜を持って歌うので安心
・合唱曲目は「第九」1 曲だけ
■申込書（別 紙）■会

費（年会費）

■練習日程(予定)
結団式

初心者練習１
初心者練習２
初心者練習３
初心者練習４
初心者練習５
初心者練習６
第１回
第２回
第３回

一般：5,000円

学生：無料

■楽

譜

あなたの参加をお待ちしております！

５月26日(土) 18:30～20:00（初心者のための基礎講座）
６月３日(日)
６月16日(土)
６月23日(土)
７月１日(日)
７月22日(日)
８月４日(土)
８月19日(日)
９月17日(月)祝
９月29日(土)

※宮崎市での練習。

１冊：800円

13:30～15:00
18:30～20:00
18:30～20:00
13:30～15:00
13:30～15:00
18:30～20:00
18:30～21:00
13:30～16:00
18:30～21:00

第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
本 番

10月８日(月)祝
10月21日(日)
11月４日(日)
11月10日(土)
11月22日(木)
12月２日(日)
12月９日(日)
12月14日(金)
12月15日(土)

練習CD：５00円

13:30～16:00
13:30～16:00
18:30～21:00
18:30～21:00
18:30～21:00 指揮者練習
18:30～21:00
18:30～21:00
18:30～21:00
演奏会 18:00 開演

6 月から 11 月まで 6 回開催。（練習会場、練習日程は事務局にお問い合わせください）

今年の演奏会 平成 30 年 12 月 15 日 （土） 18:00 開演
延岡総合文化センター 大ホール 入場料 指定 :4,000 円、

一般 ： 3,000 円、 学生 ： 1,500 円

今年の指揮者
1984 年桐朋学園大学を卒業後、ベルリン芸術大学に留学、1986 年デンマークで開かれたニコライ・マルコ国際指揮者コ
ンクールで優勝。1985 年 12 月からカラヤンの亡くなるまで彼のアシスタントを務め、以後、デンマーク放送交響楽団など
を指揮、着実にヨーロッパでの実績を重ね、1993 年から 1998 年までヘルシンボリ交響楽団（スウェーデン）の首席客演指
揮者を務めた。
日本国内では 1988 年ＮＨＫ交響楽団を指揮してデビュー、以後国内の主要オーケストラに定期的に出演し、好評を得てい
る。オーケストラ・アンサンブル金沢のプリンシパル・ゲスト・コンダクター（1991 年〜 1993 年）、九州交響楽団の常任
指揮者（1996 年〜 1999 年）を歴任。また、大阪音大ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団常任指揮者（2002 年〜 2008 年）
を務め、2005 年秋には、新国立劇場より松村禎三《沈黙》公演が招待され、東京の音楽界にも衝撃を与えた。2008 年 4 月よ
り同団名誉指揮者就任。
のべおか「第九」演奏会は第５回公演（1990 年）、第６回公演、第７回公演、第 10 回公演（1998 年）、第 11 回公演に出演。
今回が 6 回目の指揮となる。非常に情熱的な指揮で合唱団を引っ張り、聴衆に感動を与えてくれる指揮者である。

＠ai ueda

山下 一史

今年のソリスト

オーディションで決定！

●募集要項
・平成 30 年 12 月 15 日（土）に開催される、のべおか「第九」演奏会に出演可能な方。
・募集パート
・課題曲

ソプラノ、アルト、テノール、バス or バリトン

各 1 名。

ベートーヴェン作曲「交響曲第九番ニ短調作品１２５」より指定箇所

・ソプラノ

第 763 ～ 803 小節、第 825 ～ 842 小節

・アルト（メゾ・ソプラノ） 第 763 ～ 803 小節、第 825 ～ 842 小節
・テノール

・バス（バリトン）
・伴奏者

第 367 ～ 431 小節、第 825 ～ 842 小節
第 208 ～ 256 小節、第 825 ～ 842 小節

こちらで準備しますが、帯同されてもかまいません。

・オーディション（非公開とします） 参加費 : 無料（交通費等は支給しません）
日時；平成 30 年 8 月 19 日（日） 13:30 ～
・出演料

100,000 円（旅費交通費込み）

延岡総合文化センター
（予定）

※お問い合わせ
お申し込み先
〒882-0852
延岡市東浜砂町611-2
延岡総合文化センター 内
TEL:（0982）22-1855

のべおか「第九」
を歌う会

携帯080-8901-6371（渡邉）
e-mail：yukimori.w@gmail.com

