特定非営利活動法人（Non profit Orgnaization)

2019
2019 定期演奏会

男声合唱団東京リーダーターフェル１９２５
M.G.V TOKYOLIEDERTAFEL1925

バルト 3 国を巡る（客演指揮：佐藤

拓）

多田武彦 男声合唱組曲「雪明りの路」
オペラ男声合唱集（客演：Sop. 伊藤

晴）

（ピアノ : 佐藤季里）

常任指揮者 ： 樋本英一

すみだトリフォニーホール大ホール

11.16

2019.

(土)

PM 1:30【開場】PM

２:00【開演】

チケット： 全席指定券
S￥3,000
A￥2,000
B￥1,000
チケットのご予約・お問合せは

☎ すみだトリフォ二ーホールチケットセンター

03-5608-1212

3439-7507(カルラ・阿部）
●JR 総武線「錦糸町駅」北口徒歩3分
●東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」3番出口徒歩5分
●都営バス「錦糸町駅」下車徒歩3分

e-mail : tlt1925@tokyo-liedertafel.com

男声合唱団 東京リーダーターフェル１９２５ （NPO 法人）
1925 年 （大正 14 年） 創立当団はドイツの男声運動 （Liedertafel） に強い憧れを持った故山口隆俊や、 後に全日本合唱連盟理事長を務めた故秋山日出
夫などにより 1925 年 （大正 14 年） に創立された日本で最も歴史の古い社会人男声合唱団です。 創団から国内の著名作曲家に多数の委嘱作品を依頼。
男声合唱曲の公募、 またその初演活動。 レコード ・ CD の作成 ・ 楽譜の発刊、 など様々な企画に取り組んできています。 2020 年には創団 95 周年を迎え
4 月に KMC( 韓国男声合唱団 ) と東京でジョイントコンサートを、 12 月には 95 周年記念コンサートを企画しております。
2025 年には 100 周年を迎える当団は 2020－2025 の 5 年間に 100 年プロジェクトとして様々な企画をお届けしてまいります。
ひもと ひでかず

常任指揮者 樋本英一
1954 年東京都生まれ。 東京芸術大学音楽学部声楽科及び指揮科卒業。 声楽を畑中良輔氏、 指揮を伊藤栄一氏他に師事。 指揮科在学中に安宅賞受賞。
「歌のわかる指揮者」 としてオペラ、 合唱を中心に活躍。 オペラでは、 1995 年 「山椒大夫」 （小山清茂作曲 ・ 新作初演） を指揮してデビュー、 以来多
くのオペラを指揮し、 2008 年自ら主宰する Hi's Opera Company を旗揚げ、 「フィガロの結婚」 をプロデュース、 指揮。 2014 年新国立劇場において、 自ら
台本を担当したオペラ 「みすゞ」 （石黒晶作曲） を初演、 指揮。
合唱では、 1990 年より 2007 年まで東京混声合唱団コンダクター ・ イン ・ レジデンスを務める。 青山学院大学グリーンハーモニー、 同 OB、 慶応義塾ワグ
ネルソサイエティ女声、 同 OG、 各合唱団常任指揮者。 東北大学 OB 合唱団 Chor 青葉ミュージックアドバイザー。 その他東響コーラス、 早稲田大学グリ
ークラブ、 合唱団 VOCK 等の客演指揮も多い。 02 年 1 月、 当団の常任指揮者に就任。
東京芸術大学、 桐朋学園芸術短期大学、 日本オペラ振興会オペラ歌手育成部各講師。
さとう

たく

佐藤 拓 （アンサンブル歌手、 合唱指揮者）
岩手県出身。 早稲田大学第一文学部ドイツ文学専修卒業。 在学中はグリークラブ学生指揮者を務める。 卒業後イタリア ・ パ ドヴァに渡
り Maria G. Munari 女史のもとで声楽を学ぶ。 2006 ～ 2008 年、 World Youth Choir （世界青少年合唱団） の日本代表。
現在、 Japan Chamber Choir、 Salicus Kammerchor、 vocalconsort initium 等のメンバー、 東京稲門グリークラブ、 日本ラトビア音楽協
会合唱団 「ガイスマ」、 合唱団 Baltu 東京ユヴェントス ・ フィルハーモニー合唱団指揮者。 特殊発声合唱団 「コエダイ合唱団 （Tenores
di Tokyo」 トレーナー。 オルフ祝祭合唱団合唱指導。 常民一座ビッキンダーズ座長。
アンサンブル専門の歌手としても幅広く活動し The Cygnus Vocal Octet、 Vocal Ensemble 歌譜喜 （かぶき） のメンバーとして 1 パート 1 人の精緻なアンサン
ブルを追求している。 2013 年、 宝塚国際室内合唱コンクールにおいて The Cygnus Vocal Octet として金賞 ・ 総合 2 位受賞。 2016 年、ＪＣＡユースクワイ
アにて Robert Sund 氏のアシスタントを務めた。 2018 年には合唱団ガイスマと共にラトヴィア歌と踊りの祭典に参加し、 指揮者合唱団のメンバーに推薦され
全曲を歌った。 近年は日本や世界の民謡 ・ 民俗歌唱の実践と研究にも精力的に取り組んでいる。 声楽を捻金正雄、 大島博、 森一夫、 古楽を花井哲郎、
特殊発声法を徳久ウィリアムの各氏に師事。
いとう

はれ

伊藤 晴 （ソプラノ）
三重大学卒業。 武蔵野音楽大学大学院修了。 日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第２５期修了。 ミラノ、 パリで研鑽を積み、 パリ地
方国立音楽院コンサーティスト ・ ディプロマ課程修了。 藤原歌劇団には 《ラ ・ ボエーム》 ムゼッタでデビューを飾り、 《カルメン》 ミカエラ
役で好評を博す。 2019 年には同団 《ラ ・ トラヴィアータ》ヴィオレッタ役でプリマデビューを果たし、 本年 6 月には 《愛の妙薬》 （於 ： 日
生劇場） アディーナ役、 11 月には 《貞節の勝利》 ドラリーチェ役で出演予定。 他に、 山形交響楽団 《ヘンデルとグレーテル》 グレーテ
ル、 みなとみらいホールオペラシリーズでプーランク 《声》、 小澤征爾音楽塾子どものためのオペラ 《子どもと魔法》、 《ジャンニ ・ スキッ
キ》、 愛知県芸術劇場 《バスティアンとバスティエンヌ》 バスティエンヌ役を始め、 《フィガロの結婚》 スザンナ、 《魔笛》 パミーナ、 《ドン ・ ジョバンニ》 ドンナ ・
アンナ、 《コジ ・ ファン ・ トッテ》 フィオルディリージ、 《修道女アンジェリカ》 アンジェリカなど多くのオペラに出演する。 日本オペラでは、 《白峯》 待賢門院役、
《みすゞ》 金子みすゞ役等、 世界初演作品を始め、 日本オペラ協会 ・ 兵庫県立文化センター共同制作 《天守物語》 亀姫役、 日本オペラ協会 《夕鶴》 つう役
で出演し、 好評を得る。 またコンサートでは、 セイジ ・ オザワ松本フェスティバル子どものための音楽会 「第九」 で小澤征爾氏指揮の下、 ソリストを務めたの
を始め、 バッティストーニ指揮、 東京フィル 「カルミナ ・ ブラーナ」、 モーツァルト 「レクイエム」、 ヘンデル 「メサイア」、 グノー 「聖セシリア壮巌ミサ」、 メンデ
ルスゾーン 「真夏の夜の夢」 等のソリストを務めた。ＮＨＫリサイタル ・ ノヴァ、 2019 年ＮＨＫニューイヤーオペラコンサート、 パリのサル ・ プレイエル、 イタリア
・ マントヴァ歌劇場など国内外でオペラやコンサートに出演。
第９回藤沢オペラコンクール第２位。 第８２回日本音楽コンクール （オペラ） 入選。 名古屋音楽大学非常勤講師。 藤原歌劇団団員。 日本オペラ協会会員。
さ とう き り

佐藤季里（ピアノ）
東京芸術大学付属高校を経て、
同大学ピア ノ科卒業。別科オルガン科修了。
ピアノを故・安川加寿子、梅谷進、
パイプオル ガンを島田麗子の各氏に師事。在学中よりアンサンブルピアニストとして活動。
１９９８年より当団専属ピアニスト。
ピアノ、
オルガン共にこなすプレイヤーとして数多くの合唱団と共演を重ねている。
また、
声楽、
管打楽器、
弦楽
現在12の合唱団の常任ピアニストを務めるかたわら、
器との共演、
オペラ、
バレエのコーチピアニスト、
オーケストラ、
吹奏 楽団の鍵盤奏者としても活躍中。

ワンステージメンバー募集！
2020 年１２月１９日 （土） 95 周年記念演奏会にワンステージメンバーを募集しております。
当団へ入会したいけれど、 どの様な練習をしステージに立てるのか？まずは経験してみたい方歓迎！！ welcome 合唱経験者。
応募曲

三木 稔 ： 合唱による風土記 「阿波」 (1963 年当団初演）
G. マーラー / 福永陽一郎 ： 編曲 「さすらう若人の歌」

応募期間 2020 年 6 月末 （定期練習に７０％以上出席し、ヴォイストレーニングに参加できる方
奇数月日曜練習に 10 ： 30 よりボイストレーニングが有ります）
参加費

１ステージ５， ０００円 * 楽譜代実費負担

練習日と練習会場 （日程、 練習会場は変更する事がございますが HP にてご案内しております）
①毎週木曜日 19 ： 00－21 ： 30 会場 ： 芝増上寺付属明徳幼稚園内 （港区芝公園 4－7－4)
②第３ 日曜日 13 ： 00－17 ： 00 会場 ： 文京区立第一中学校視聴覚教室 （文京区小石川 5 ‐ 8 ‐ 9）

お問合せ ： 男声合唱東京リーダーターフェル 1925 ホームページ WWW.tokyo-liedertafel.com
e-mail : tlt1925@tokyo-liedertafel.com （練習日程、 演奏会詳細は HP にてご確認ください。）

