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Koris MASKA来日コンサート実施要領(改訂)?
1.????? 目的・内容説明 Koris MASKAはラトビアの首都近郊バビーテ郡(ユールマラの近く)を中心に活動している混声
合唱団です。来日の主要目的は、第35回宝塚室内合唱コンクール(7/20,21於 ベガホール)と第2回東京国際合唱コンクール(7/27混声合唱部門,28現代音楽部門 於 第一生
命ホール)に出場することです。 歌の祭典に参加した方々はご承知の通り、ガイスマのラトビア国内での知名度の高さは圧倒的でした。その名を頼ってくるラトビアの合
唱団と交流の幅を広げておくことは、今後のことも考えると重要なことだと判断しました。 これまでガイスマは日本ラトビア音楽協会の行事に参加する形での演奏会参
加が中心でしたが、今回は協会に頼らず自主運営により開催したいと考えています。 2.????? 実施内容／日時 ????? メイン行事 Koris MASKA来日コンサート／森下文
化センター多目的ホール(客席数270席) a.??? 日時2019年7月24日(水)18:30開場、19:00開演、21:00終演予定 b.??? 入場料 1,000- c.???? プログラム 1) 歓迎演
奏? 日本ラトビア音楽協会合唱団ガイスマ
・Krustiem zvaigznes debes?s （短縮版） ・Tev m??am dzivot Latvija
・Manai dzimtenei
指揮：佐藤拓、ピ
アノ：坂本雅子 【服装はユニフォーム、女声は花冠も、楽譜は赤ファイル】 ????????????? 2) 歓迎演奏? 女声合唱団ぴゅあはーと(15人) ・児童合唱(女声合唱)のた
めの『五つのわらべうた』より｢烏かねもん勘三郎｣/広島地方わらべうたに よる 作曲：間宮芳生 ・女声合唱組曲『内なる遠さ』より｢飛翔―白鷺｣/詩：高野喜久雄
作曲：?田三郎 ・Balta g?ja s?rdien?te/Selga Mence
指揮：山脇卓也、ピアノ：中泉恵美子 ????????????? 3) Koris MASKA(Name (translation) - composer
/ text,lyrics Length) ・Mirabile mysterium - Jacobus Gallus 2'45 ・Dies irae - Kentaro Shuto 2'10 ・Hodie Christus natus est - Vytautas Miskinis 4'30 ・
Unam Ud?b - Laura Jekabsone/ Latvian folksong 1'50
・1133 - Rihards Zalupe / Latvian folksong 4'00 ・Div' d?ji?as gais? skr?ja (Two doves
flying) - Laura Jekabsone/ Lidija Kalcenava,Latvian folksong 6'30 ・Stars - Eriks Esenvalds/ Sara Teasdale 4'30 ・Readymade Alice - Perttu Haapanen /
Selected definitions of Alice from the cyberspace 3'00 ・Epitaph for Moonlight - Raymond Murray Schafer 4'30 ・O Magnum Mysterium - Part Uusberg 3'00 ・N
?c, Dievi?i! (Come, God!) - Laura Jekabsone/ Latvian folksong 3'00
・Z?les zi?a (The Tomtit's Message) - Peteris Vasks / Uldis Berzins 7'50
・P
?kont?vs (Father Thunder) - Laura Jekabsone/ Latvian folksong 3'20
※曲目は変更となる場合がございます。 あらかじめご了承ください。 指揮：J?nis
Ozols ????????????? 4) 合同演奏 ・Dziedot dzimu dziedot augu ・M?su t?vs debes?s (L?cija Gar?ta)
Encore) P?t, v?jini
d.??? 集客は皆様
のご協力をお願いします。具体的には1人10枚(10,000-)のチケット負担になります。 e.???? 控室として研修室(第1、第2)を予約済みです。 ????? 付帯行事 ?-1 ラト
ビアコーラスワークショップ／2019年7月24日(水)15:30〜17:30 当日の午後を利用して希望者にラトビアの合唱曲にふれあう機会を提供します。参加費は2,000-とし、参
加者は演奏会に招待します。テキストは合同曲とアンコールの3曲用意し、ラトビア語読み方について簡単な解説の後実際に歌ってみるという形で進行します。 指導：佐
藤拓(ガイスマ指揮者)、J?nis Ozols(MASKA 指揮者) ?-2 歓迎レセプション／2019年7月26日(金)16:00〜18:00予定 会場 駐日ラトビア共和国大使館 会費 ガイスマ
団員は2,000-の予定です。 大使館のご厚意により開催できることになりました。MASKAの食事代は全体の収益で負担しますが、ガイスマメンバーには参加費の一部負担を
お願いします。 3.????? 7月24日(水)タイムスケジュール 13:00 森下文化センター多目的ホール借受、会場準備、リハーサル 15:00 Koris MASKA到着 15:30〜17:30
ワークショップ開催 18:00 研修室2室(第1,第2)借受 18:30 コンサート開場、客席数270席、チケット@1,000-で販売 19:00 コンサート開演 22:00 完全撤収 4.????
? ガイスマメンバーの負担&hellip;&hellip;チケット1,000- 10枚=10,000-とレセプション参加費2,000-の負担をお願いします。 歓迎演奏団体 女声合唱団ぴゅあはーと
には1人2枚分のチケット負担(15人 2枚＝30枚)をお願いしています。 5.????? その他(MASKAの出演予定) A.宝塚国際室内合唱コンクール ????? 7/20(土)10:00〜 ル
ネサンス・バロック部門、近現代部門に参加 ????? 7/21(日)13:00 特別演奏会(ただし入賞団体のみ) 以上会場は宝塚市ベガホール 前売各 2,500円（当日 3,000円)
セット券（コンクール＋特別演奏会）※前売のみ
4,500円【全席自由】?
B.株式会社コーラスカンパニー主催 ????? 7/23(火)19:00開演 混声合唱団MASKA京都公
演(於 長岡京記念文化会館) 全席自由2,500円 C.東京国際合唱コンクール ????? 7/27(土)19:15 【D22】混声合唱部門? 全席自由3,000円 ????? 7/28(日)11:20 【
D31】現代音楽部門 全席自由3,000円 ????? 7/28(日)14:45 【D32】グランプリコンクール(ただし各部門最優秀団体) 全席自由4,000円 以上会場は第一生命ホール
????? 7/29(月)18:30 サテライトコンサート(於 ルーテル市谷ホール) 全席自由3,000円 ※A?とC?は選出された場合のみの出演です。
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