
演　奏　会　情　報（５月～７月分）
※4月9日時点での情報です。日程、入場料等変更になっている場合があります。詳細については各団体にお問い合わせください。

開催日 団体名 演奏会名 会場 開演 入場料 備考

2011/05/07(土) なにわコラリアーズ 第17回演奏会
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

18:00
\2,000

学生\1,000

2011/05/14(土) 大阪稲門グリークラブ おたまじゃくし音楽祭 大阪国際交流センター 12:30 無料

2011/05/15(日) エコ・ヴィヨリーネ
そよ風コンサートⅣ
堯先生指揮20年記念

堺市立栂文化会館ホール 14:00 無料

2011/05/15(日)
関西大学グリークラブOB会
「千里エコー」

第9回定期演奏会 いずみホール 14:00 \1,500

2011/05/15(日) 豊能混声ユーベルコール ジョイントコンサート 箕面市立メイプルホール大ホール 14:00 無料 箕面市民合唱団とのジョイント。

2011/05/15(日) 大阪大学男声合唱団
じょいんとこんさーと
～絶景・富士麗姿～

いたみホール 14:00 \1,200 関西学院大学グリークラブとのジョイント。

2011/05/21(土) 岬コールアゼリア 30周年花咲けConcert 泉の森ホール小ホール 14:00 無料

2011/05/22(日) Coro Mizuo 第6回定期演奏会 茨木市市民会館（ユーアイホール） 14:00 無料
ビバルディの「グロリア」を指揮者 小林 裕．の編曲により、アルトソ
ロ、ピアノ、女声三部合唱で演奏します。

2011/05/22(日) 大阪狭山混声合唱団 第7回定期演奏会 SAYAKAホール大ホール 14:30 \1,000
2年に1度の定期演奏会。組曲「ある真夜中に」の愛と祈りの曼陀羅宇宙
を歌声にのせて発表したい。

2011/05/28(土) 大阪アカデミー合唱団 第32回定期演奏会 メルパルクホール 18:00 \1,500

2011/05/29(日) 高石市立取石中学校合唱部 Dazzling
北野田フェスティバル
（堺市立東文化会館ホール）

13:30 無料

2011/05/29(日) 交野女声合唱団 ほっとタイムコンサート
交野市ゆうゆうセンター
4F多目的ホール

13:30 無料 あなたに「ほっと」するひとときを。お茶とお菓子もご用意してます。

2011/05/29(日) エトワールかしわら ファーストコンサート 柏原市立リビエールホール小ホール 14:00
無料

（要整理券）

シューマン作曲「女の愛と生涯」献呈もあります。
－情感たっぷりと歌います－
「今日もひとつ」なかにしあかね
「思い出すために」信長貴富

2011/05/29(日) 大阪男声合唱団 第31回五つの男声合唱の集い 大阪国際交流センター大ホール 14:30 \1,000

2011/05/29(日) コードリベット・コール 教会音楽連続演奏会 日本基督教団東梅田教会 14:30 \1,500

2011/06/05(日) かつらぎ会合唱団 第9回演奏会 クレオ大阪中央大ホール 16:00 \2,000

2011/06/19(日) コールマーテル
6thコンサート
（結成20周年 ドイツ演奏旅行記念）

高槻現代劇場中ホール 14:00 \1,000

2011/06/19(日) はびきの女声コーラス 40周年記念演奏会 LICはびきのホールM 14:00 無料

2011/06/26(日) 住友金属混声合唱団 第13回リサイタル 大阪公演 ザ・シンフォニーホール 13:30

SS席\3,000
S席\2,500
A席\1,500
B席\1,000
[全席指定]

指揮　日下部吉彦・浅井敬壹・鈴木捺香子
曲目　「永訣の朝」「深き淵より」他

2011/07/02(土) レガーテ ミニコンサーと＆ほろ酔いうたう会
ドーンセンター
パフォーマンススペース

18:30 未定

2011/07/03(日) 大阪狭山混声合唱団 大阪狭山市合唱祭 SAYAKAホール小ホール 10:00 無料
大阪狭山市在籍15団体の大阪狭山市連盟主催の発表会。
日頃の練習の成果を発表。

2011/07/03(日) アマリリス　コーラス コーラスフェスティバル LICはびきのホールM 14:00 無料

2011/07/03(日) ミルテン　クランツ 心でつなぐハーモニー　5th Concert 和泉シティプラザ弥生の風ホール 14:00 無料

2011/07/03(日)

大阪経済大学グリークラブ
大阪大学合唱団TEMPEST
大阪市立大学混声合唱団
大阪大谷大学合唱団

Joint Concert 2011
～高みへの挑戦 この地上～

箕面市立メイプルホール 無料 須賀敬一先生の指揮の下、「この地上」を歌います。

2011/07/09(土)
アマービレ女声合唱団
藤井寺女声コーラス

ジョイントコンサート LICはびきのホールM 14:00 無料

2011/07/09(土)
関西大学グリークラブ
大阪大学混声合唱団
大阪教育大学混声合唱団

JOINT CONCERT～鍵盤のない音楽会～ いたみホール大ホール 17:00 \500
奈良女子大学音楽部とのJointコンサート。
全てア・カペラ（ピアノ伴奏なし）で行う演奏会です。
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開催日 団体名 演奏会名 会場 開演 入場料 備考

2011/07/09(土) 豊中混声合唱団 豊中市合唱の夕べ 豊中市立アクア文化ホール 無料

2011/07/10(日) 女声合唱団「和」 創立25周年記念演奏会 いずみホール 14:00
前売\1,500
当日\2,000

未就学児童の入場は不可

2011/07/10(日) 合唱団天上花火 Shige Summer Concert 2011 いたみホール 14:30 \1,500 鈴木成夫とゆかりある個性派合唱団の集い

2011/07/10(日) 豊中混声合唱団 創団70周年記念 第51回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 16:00
S\3,000
A\2,000

学生\1,000
「ゆずり葉の木の下で」委嘱初演

2011/07/10(日) 関西大学混声合唱団ひびき サマーコンサート 茨木市市民会館ユーアイホール 18:30 無料

2011/07/17(日) 大阪男声合唱団 東京演奏会 第一生命ホール 14:00 \1,000

2011/07/18(月) 住友金属混声合唱団 第13回リサイタル 東京公演 第一生命ホール 13:30

SS席\3,000
S席\2,500
A席\1,500
B席\1,000
[全席指定]

指揮　日下部吉彦・浅井敬壹・鈴木捺香子
曲目　「永訣の朝」「深き淵より」他

2011/07/18(月) 女声合唱アモーレ 雑賀美可デビュー25周年記念コンサート いずみホール 13:30 \3,000
～艶やかに華やかに～
プログラムは、女声合唱曲からアリア、そして、「ヴェルディ レクイ
エム」よりリベラメ…他。

2011/07/18(月)

大阪市立大学合唱団フリーデ
大阪府立大学混声合唱団 EWA CHOR
近畿大学文化会グリークラブ

ジョイントコンサート～私たちの星～ 池田市民文化会館アゼリアホール 未定 和歌山大学混声合唱団とのジョイントです。

2011/07/24(日) 大阪混声合唱団 第25回記念定期演奏会 いずみホール 13:30 \2,000
この日のためにたくさんの臨時団員が集まって下さり、大勢でフォーレ
の「レクイエム」をうたいます。

2011/07/24(日) 大阪男声合唱団 第11回定期演奏会 ドーンセンター 14:00 \1,000

2011/07/31(日) ジュエル・コール リサイタル～はばたいて～ SAYAKAホール小ホール 14:00 \1,000
4年ぶりのリサイタルを開催します。昨年完成した委嘱作品や、イギリ
ス民謡等…。女声コーラスらしいすてきなメロディーばかりです。

2011/07/31(日) Ｓ・24 清原千賀リサイタル ザ・フェニックスホール 14:00 \4,000 サウンドオブミュージックをやります。毎年満席でーす。

2011/07/31(日) 大阪男声合唱団 瀬戸演奏会 瀬戸蔵つばきホール 14:00 \1,000

2011/07/31(日)
猪名川グリークラブ。
Chor Luft
クロワール

ジョイントコンサート 大阪市立東成区民センター大ホール 16:00 未定 Chæur Chêneとのジョイント。客演指揮：上西一郎先生


