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2008年 、国立音楽大学附属高等学校合唱部のOGを 中心に結成した女声合唱圃。

こ呈

昌活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止の
全 日本合 Π
昌連盟「合 Π
ガイドライン」を参考に、感染症対策を徹底 して開催いたします。お来場の
際は、感染症対策へのご協力を賜りますようお願 い申し上げます。(詳 しくは
ウラ面へ)

.情

ニ

勢により、やむを得ず内容等を変更させていただく場合が乙ざいま魂

チ
見在はOG以 外の団員も加わり、大学生 (音 大・一般大)お よび社会人 20名 ほどく
毎週土曜夜または日曜昼 に多摩地区で活動中。2013年 3月 より毎年、単独演奏
会 「Pleぬ des」 を開催。12月 にはクリスマス チャリティーコンサートを開催。その
ほか地域コンサートやコンクール 等、年 ヨを通 して様々な舞台に出演している。
2015年 、春のコーラスコンテストクラシック現代音楽部門 女声 第一位。2017年 、
日本およびリトアニアにてチャリティージョイントコンサート「MBsЧ sakuros」 を開
催、リトアニア・杉原記念館修繕のたのの支援を行う。東京都合唱コンクール室内
合唱の部 金賞受賞。2019年 、東京国際合唱コンクール室内合唱部門 銀賞受賞。

主 催 :コ ー ラ ス ・イ ン フ イ ニ ☆
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コーラス・ インフィニ☆定期公演 Pleiadesが 復活 !!昨 年残念なが ら延期 となってしまったこの定期公演、
今年 は開催致 します !合 唱活動 にとっても厳 しい 日々が続 く中、それぞれの場所でできる活動を探すことから始まり、
リモー ト合唱、オンライン公演の配信 と、様 々な方法を模索し歌 い続 けてきました。
そしてようや く、皆様 に直接私たちの歌をお届 けできることとなりました。
まだまだ落ち着かない日常 ですが、どうぞ久 しぶ りのインフィエ☆ の音楽 と一 時の安 らぎの時間をご堪能下さい。
私 たちの愛する音楽が、困難の先にある 希望 の星 "と なれることを信 じて。
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舅演著 は変∋ こな る場合 が ひさい ます

指揮 湯田 佳寿美

天池 優里

関 かお り

角田 汐里

諸田 彩

久保 葉月

竹林 由衣加

成松 空

湯田 佳寿美

藤木 美優

横山 紘子

澤崎 栄美

田端 史夏 *

須藤 美佳

田原 阿佑美

宮嶋 恵梨子

*コ ンサー トミス トレス

国立音楽大学附属高等学校を経て同大学ビアノ科卒業。ピアノ
を五十嵐稔、堀江志磨の各氏に、指揮法を森垣桂―氏に師事。

ぐ

在学中から合唱指導を学よ 荒本泰俊、中島良史の各氏の下で
経験を積む。第 6回 若 い指揮者のための合唱指揮コンクール

本選出場。現在、日本合1昌 協会 団員。コーラス・インフィニ☆を

下￨

メS'

立ち上t大 指揮者を務める。

指揮 荒木 泰俊

ツプラノ 田端 史夏

国立音楽大学声楽科卒業。同大学院修了。1979年 東京シティ・
フィル「第九」公演でデビュー。収降多くの演奏会等で主にドイツ

国立音楽大学附属高等学校を経て同大学声楽科卒業。声楽を荒
本泰俊、神林紘一、佐竹曲美、加納悦子の各氏に師事。大学在
学中に濠」
団四季「ジーザス クライスト=ス ーパースターJに 出演

歌曲を演奏。合唱の分野では大妻女子大学合唱回、混声合唱回

し、全国を巡演。国立音楽大学卒業演奏会、第 87回 読売新聞

漣、国立音楽大学附属高校合唱部と共演を続けるほか、首都圏
の合唱回を指揮。二期会会員、東京室内歌劇場会員。インフィニ

社主催新人演奏会出演。現在tよ 文京シティ・重アボイストレー
ナー兼助演等、合唱国に携わる他、リトミック講師としても活動。

☆ではアドヴァイザーとして若き合唱団の活動をサポートしている。

ピアノ 菊池 大成

ピアノ 横 山 紘子

国立音楽大学 ピアノ科卒業。同大学院修了。1991、

国立音楽大学ピアノ科卒業。同大学院修了。アジア国際アカデ
ミー修了、同コンペテイション金賞受賞。第 35国 家永ピアノオー
ァィション合格、披‐
巌演奏会に出演。第 13回 ベーテン音楽ヨン

93、 95、

97年 、及び 2002〜 13年 の毎年、ピアノリサイタルを開催。室
内楽、声楽等での共演も数多く行う。また、演劇グループの音楽
担当として作品作りに関わる。現在、国立音楽大学附属中学校・

クール第一位。ソ回だけでなく室内楽、声楽や合唱のアンサンブ

/講 師、同合唱部ピアニスト。インフィニ☆ではアド
高等学校ピアン
ヴァイザーを務の、ピアニストとしても数多く共演している。

ルも積極的に行う。出久根美由樹、渡辺秋香、加藤―郎氏に師
事。国立音楽大学附属刀ヽ
学校ピアノ講師。
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■本公演は、2020年 春に開催を予定しておりました「Pleiades vo1 8」 の
延期公演ですが、情勢により指揮者・ユリユス・カルツァス氏の来日が困
難となりましたため、内容を変更させていただきます。RI CANTICO DEL
SOLE太 陽の賛歌」(ユ リユス・カメ アス作曲・指揮)の初演につきまして
は再延期とし、2022年 春を目指し"ノ
て現在調整中で魂 詳組が決まり次第、
当団 HP等 でお知らせをさせていただきます。
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または 当団員までお問合せください
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小金井宮地楽器ホール ア クセス
*BR中 央線 「武蔵小金井駅」南口 駅前
*パ ス (小 田急・関東・西武・京王)「 武蔵小金丼駅 」下車 徒歩 1分

コーラス・インフィ三☆ オンライン公 演
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チケット ¥1′ 000(全 席自由〉 ※4/1⑥ より販売開始予定

(ス マホ画面をこ提示いただくデジタルチケν卜です )
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⑧座席は、前後左右を一席ずつ空けていただきますようお願いいたしま魂

チケットのお求めはWebよ りhttp:〃 bh.ly/in￢ ni̲2021▼

>

武蔵小金井駅
レ
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i感 染 症 対 策 へ の と協 力 をお 願 い 申 し上 げ ます
◇む来場の際は必ずマスクをご着用ください。
④入り日での検温、手指消毒へのご協力をお願 いいたしま魂
り当日、お客様のお名前とご連絡先を、専用の用紙にむ記入いただきます。
(緊 急時のひ連絡を目的とするものく その他の用途では使用いたしません。
)
傘過去 2週 間以内に 375° C以 上の発熱・咳などの風邪症状・海外渡航歴
のある方は、ご入場をお控えください。
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YouTubeに て配信中 !ぜ ひご覧ください
t∝ http:〃 bOnaya2009,wix.co冊
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