2008/12/23(TUE)
14:00 Open/14:30 Start
町田市民フォーラム 3F ホール
ＣＡＳＴ
Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
中村拓紀
Ｐｉａｎｉｓｔ
込山今日子 長谷川純子
Ｓｏｐｒａｎｏ
安藤節子 兒玉さやか 小林佳代 五味昌子
中村杏葉 橋本知佳 浜夏樹 山内美佳
Ａｌｔｏ
安藤里莉 石上和恵 小川晶子 高橋美穂子
西風綾子 長谷川純子 平出美保 山地のぞみ
Ｔｅｎｏｒ
大森友貴 菅沼岳 髙橋昌也
豊田崇史 柳原光伸
Ｂａｓｓ
伊藤嘉郎 小野隼太 長田好正
浜田真一郎 平木雅大

ＳＴＡＦＦ
代表
小野隼太
事務局
中村拓紀 山内美佳
会場
長谷川純子
会計
平出美保
パートリーダー
小野隼太 平出美保
ステージマネージャー
梅田侑
映像記録・録音
梅田侑
アートワーク
平木雅大

注意事項

・会場内では携帯電話の電源をお切りください。
また、時計のアラームなどにつきましても解除いただくようお願いします。
・会場内での飲食・喫煙はお断りいたします。
・フラッシュ撮影、その他演奏の妨げになる行為はご遠慮ください。
ビデオ撮影は出演者が喜びますので、じゃんじゃんどうぞ。

制作
合唱団ＬＡｂ

合唱団ＬＡｂ
Ｃｏｎｃｅｒｔ ♯１

合唱団 LAb Concert ♯1

Program
【Opening】

- intermission -

「青春譜」
作曲：信長貴富／作詞：五木寛之
ピアノ 込山今日子

【１st

詩人

谷川俊太郎作品】

「クレーの絵本第 1 集」より、
「あやつり人形劇場」

【３rd

Christmas Carols Ⅰ】

「Deck The Halls（ひいらぎかざろう）」

作曲：三善晃／作詩：谷川俊太郎

原曲：ウェールズ民謡
編曲：Alice Parker & Robert Shaw

「地平線のかなたへ」より、
「二十億光年の孤独」
作曲：木下牧子／作詩：谷川俊太郎
ピアノ 込山今日子

「Jingle Bells（ジングル ベル）」
作詞／作曲：James Pierpont
編曲：Edgar LaMance,Jr.

「信じる」
作曲：松下耕／作詞：谷川俊太郎
ピアノ 長谷川純子

【２nd

「White Christmas（ホワイト クリスマス）」
作詞／作曲：Irving Berlin
編曲：David Düsing

ハンガリーの現代作品】

「ÜSZKÜDÁRÁ...（ウスクダーラー…）」
作曲：Tamás Daróci Bárdos
原曲：トルコ民謡

「CSODAFIÚ-SZARVAS（奇跡の鹿）」
作曲：Miklós Kocsár
作詞：László Nagy

「ADVENTI ÉNEK（待降節の歌）」

【４th

Christmas Carols Ⅱ】

「Angels’Carol」
作詞／作曲：John Rutter

「Star Carol」
作詞／作曲：John Rutter

「What sweeter music」
作曲：John Rutter
作詞：Robert Herrick

作曲：Zoltán Kodály
原曲：フランス小謡

「TE LUCIS ANTE TERMINUM（光よ、消えゆく前に）」
作曲：Levente Gyöngyösi
採詞：聖グレゴリウスⅠ世の讃歌による

合唱団 LAb Concert ♯1

Message

Profile

合唱団 LAb
本日は年末のお忙しい最中お越しくださいまして、誠に
ありがとうございます。
昨年の12月、私たちは名称を「きりみつアタッカーズ」
から「合唱団LAb」に改め、新たなスタートを切りました。
“エルエイビー”と読むこの名前は、laboratoryという単
語に由来します。おもしろいと思うこと、みんなが楽しめ
ることをいろいろとやってみよう、そんな思いが込められ
ています。
LAbになってまだ1年――私たちがどのような方向へ進む
のか、どれだけ人が集まるか、ここまで分らなかったし、
これからについても、正直まだ分かりません。それでも楽
しみながら一歩一歩進み、私たちは今、ここにいます。
歌が好き、人が好き、みんな好き。
みんながそう思える団になりたい。私たちLAbを、今後も
あたたかく見守っていただければ幸いです。
それでは、本日の演奏をどうぞお楽しみください。

中村拓紀 ( 指揮 )
2002、04、06、08年、ハンガリーにおいて、デーネシュ
・サボー氏による合唱指揮者のための国際マスターコース
を修了。08年に於いて合唱団賞(第１位)と特別賞を受賞。
声楽を長谷川敏、上田武夫の各氏に師事し、「Libero
Canto」すなわち「その人のもつ本来の声のクオリティと
音楽を自然に正しく実現すること」を追求する。2008年10
月17日にソロＣＤアルバム『このみち』をMUSIC-YAHより
リリース。
大学入学以後、著名な音楽家と共演もするが、故関屋晋
氏、岩本達明氏らとの出会いに特に強く影響を受け、国内
外の演奏活動・コンクール入賞を経験。
洗足学園音楽大学声楽専攻卒業。川崎市合唱連盟理事。
かながわ合唱指揮者クラブ運営委員。日本合唱指揮者協会
実行委員。合唱団LAb団員。

合唱団LAb代表 小野隼太

込山今日子 ( ピアノ )

指揮者 中村拓紀
計算してみました。LAbの練習は月に4回、1回の練習時
間は3時間です。すると、月12時間、年144時間をぼくた
ちは共有する可能性があるわけです。本来ならば144時間
の成果をとくとご覧ください！と言いたいところなので
すが…しかし、正直に申しまして、全員が揃う練習はま
ずありません。ぼくは仕事上、様々な場面で様々な集団
と接するのですが、音楽に限らずとも複数人で継続的に
同じ時間を共有する趣味が成り立ちづらい時代のようで
す。社会の在り方の多様化がぼくたちの時間の使い方を
変えました。
そんな中でもメンバーみんなで精一杯時間をやり繰り
して集まって作り上げたソロＣＤ…じゃない、今回のコ
ンサートですが去る10月17日にリリースして各地で好評
を…じゃない、見どころは男性のネクタイとやはりお近
くのＣＤショップかインターネット（アマゾンなど）で
注文いただき、一人でも多くの方にご堪能いただきたく
存じます。中村拓紀ソロＣＤミニアルバム「このみち」
ぜひともよろしくお願い申し上げ…草々。

桐朋学園大学短期大学部卒業。桐朋学園大学ソルフェ
ージュ研究員修了。ピアノを高柳朗子氏、日本歌曲伴奏
法を塚田佳男氏に師事。
卒業後より合唱指揮者故関屋晋氏のもと、ピアニスト
として共演を重ねる。同時に晋友会合唱団ピアニストと
して、国内外の指揮者の稽古ピアノを務める。
アンサンブルをこよなく愛し、声楽、器楽、ピアノデ
ュオのコンサートでも活躍中。
また、誰もが自由に楽しめるコンサートをとの願いか
ら、子供向けコンサートシリーズ「うたがいっぱい」を
企画、出演。今年４回目を迎えた。
現在、町田市民合唱団他ピアニスト。

Schedule
2008 年度活動報告

Information
中村拓紀デビューＣＤ好評発売中！！
ＬＡｂもバックコーラスに参加！！

2月3日

第 18 回コーラルフェストかわさき

7月6日

ミューザ川崎市民合唱祭 2008

7 月 27 日

デーネシュ・サボー先生の合唱講習会

8 月 12-22 日 ドイツ・ハンガリー演奏旅行
11 月 22 日

★ 曲 名
１．朧月夜
２．夏は来ぬ
３．里の秋
４．雪の降る街を
５．このみち（金子みすゞ）
６．花 ～すべての人の心に花を

＊神奈川県他 2 団体と共に

JR 町田駅北口クリスマスツリー点灯式

今後の活動予定
2009 年 1 月 11 日 ( 日 )
トーキョー・コーラス・コレクション 2009（ジョイントコンサート）
with あい混声合唱団・アンサンブル瑞樹・合唱団お江戸コラリアーず

三鷹市芸術文化センター 風のホール 13:30 開場 ／ 14:00 開演

バイオリン 藤井晴雄
ピアノ
KEI SHIBATA
フルート
ザビーネ・ザイフェルト

2009 年 2 月１日 ( 日 )
第 19 回コーラスフェストかわさき
麻生市民館 大ホール ＊17:50 頃出演予定

発売元

MUSIC-YAH

品番

MY-107

詳しくは中村拓紀ホームページへ

定価

\2,000円(税込)

http://www.carotine.net/

http://www.cho-lab.net
mail:lab_contact@yahoo.co.jp
tel:090-1706-4844( 代表：小野 )
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