
  私たちアンサンブル・ノスタルジーは2014年12月に結成し、日本の歌やルネサンス 

時代の歌を中心とした純正調のハーモニーを楽しむ混声合唱 団です。 

このたび創立5周年を記念して 

演奏会を開催 することになりました。 

 多数の皆様のご参加を 
     お待ちしています ! ! 

練習日時  月２回の（原則）第2・第4の日曜日 
        ☆当面、第3日曜日も追加練習日 
                  １7：3０～19：30 

練習会場  横浜市営地下鉄沿線最寄駅近くの音楽施設ほか 

    (ex. 戸塚駅：戸塚区民文化センター、地下鉄；吉野町駅または京急；南太田駅：男女共同参画センター、など) 

練習曲目 
①大中 恩 作曲 混声合唱 『海の若者』 、② 同左 『秋の女よ』 

③源田 俊一郎 編曲 『ふるさとの四季』      

 ④ルネサンス合唱曲；マドリガーレから 

   ・モンテヴェルディ作曲  『O Primavera』  ・マレンツィオ作曲  『Dissi a l’amata mia ･･･』  他 

会   費   2,000円／月(家族と学生の方は半額)+楽譜代実費 

指 導 者   上田 勤  (かながわ合唱指揮者クラブ会員) 

混声合唱 『アンサンブル・ノスタルジー』 

ご見学、大歓迎！ 

2018年10月 裏面あり：練習予定＆会場 

2018年6月24日(日) 鎌倉芸術館大ホール 
   演奏曲目；大中 恩作曲 混声合唱組曲「風と花粉」より 

活動内容  
＜2017年＞ 
♪2017年6月26日(日)  『神奈川県合唱祭』に出演 

♪2017年9月23日(土)『とつか合唱祭』に出演 

♪2017年11月4日(土) 『南部病院コンサート』に出演 
 

＜2018年＞ 
♪2018年2月17日(土) 

  『ヨコハマ・コーラルフェスト』に出演 
  曲目：ビクトリア作曲 
    「Ave Maria」、 「Gaudent  In  Coelis」、 
    「Jesu  Dulcis Memoria」 

♪2018年6月24日(日) 

  『神奈川県合唱祭』に出演  

   大中 恩 作曲 混声合唱組曲 『風と花粉』より 

よち 
 

♪演奏録音はホームページからご試聴下さい♪ 

♪2019年9月22日(日)  創立5周年記念演奏会 開催♪ 

『2019年9月演奏会』－演奏予定曲目 
 ♪アンサンブル・ノスタルジー 
   －ルネサンス時代の合唱曲から 
   －大中 恩 作曲の合唱曲から 

 ♪賛助出演；なかよしコーラス 
   －“水に寄せる曲”から 

 ♪合同演奏 
   －源田 俊一郎 編曲 「ふるさとの四季」 

   「ワンステージメンバー募集中です。」 
 



   問い合わせ先  熊谷 忠彦 TEL/FAX 045-894-0118 Mail：kuma.tada9396@email.plala.or.jp 

ホームページ  URL http://yk-nostalgie.wix.com/ensemble ※“アンサンブル・ノスタルジー”で検索可能 

練習予定     ※練習時間は、練習会場により30分程度の前後の変更があります。  

   10月28日(日)   17：30～19:30       戸塚区民文化センター 「練習室4」     （ 16:30～17:30  ＜自主練習＞ ）  

  11月11日(日)   17：30～19:30      横浜市 南公会堂 「リハーサル室」     （ ＜自主 練習なし＞ ）  

☆ 11月18日(日)   17：30～19:30 <追加>  戸塚区民文化センター 「リハーサル室」 （ ＜自主 練習なし＞ ）  

  11月25日(日)   17：30～19:30       戸塚区民文化 センター「練習室１」    （ 16:30～17:30  ＜自主練習＞ ） 

  12月 9日(日)   14：00～16:30       男女参画共同センター 南横浜「音楽室」 「ふるさとの四季」 合同練習 

☆ 12月16日(日)  18：00～20:00 <追加>  男女参画共同センター 南横浜「音楽室」  

  12月23日(日)   17：00～19:00       男女参画共同センター 南横浜「音楽室」 （ 16:00～17:00  ＜自主練習＞ ） 

   1月13日(日)   17：00～19:00       男女参画共同センター 南横浜「音楽室」 （ 16:00～17:00  ＜自主練習＞ ） 

☆  1月20日(日)   17：30～19:30 <追加> 戸塚区民文化センター 「練習室１」     （ 16:30～17:30  ＜自主練習＞ ）  

   1月27日(日)   17：30～19:30       戸塚区民文化 センター「練習室１」     （ 16:30～17:30  ＜自主練習＞ ）                            

＜2018年＞ 
♪2月月17日(土)  『ヨコハマ・コーラルフェスト』 ＜済＞  
    演奏曲目： ビクトリア作曲 『モテット集』から  「 Ave Maria 」、「Gaudent  In  Coelis」 、「Jesu  Dulcis Memoria」 

♪6月24日  『神奈川県合唱祭』に出演  ＜済＞  演奏録音・講師ご講評はホームページの「Topics③」をご視聴ください。 

           演奏曲目 大中 恩 作曲 混声合唱組曲 『風と花粉』より  

＜2019年＞（予定） ⇒詳細はホームページをご参照ください。 

♪ 2月16日(土)  『ヨコハマ・コーラルフェスト』出演  ・演奏曲目：「マドリガーレ」から 

♪ 9月22日(日)  『創立5周年記念演奏会』 ・鎌倉芸術館小ホール 
           

今までに取り上げた主な曲目 
  日本の合唱曲  大中 恩 作曲 混声合唱組曲 『風と花粉』  

  『パレストリーナ・モテット集』より 「Sicut cervus」、「Super flumina Babilonis」 

  『アルカデルト作曲・マドリガーレ』 「Il bianco e dolce cigno」 

   『ビクトリア作曲・モテット集』より 「O magnum mysterium」 、「 Ave Maria 」、 「Gaudent  In  Coelis」 、「Jesu  Dulcis Memoria」 

練習会場へのアクセス図 

『さくらプラザ』：戸塚区民文化センター 
男女共同参画センター 横浜南 

４F：練習室 

【交通アクセス】 
①京浜急行線 南太田駅下車 徒歩3分、 
②横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅下車 徒歩7分 

2018年10月 

【交通アクセス】 
①市営地下鉄「阪東橋」駅（出口１Ｂ） 徒歩約８分 
②京浜急行「黄金町」駅 徒歩約１４分 
③最寄バス停 「浦舟町」徒歩約２分 
 市営：68・102・158・324（急行横浜駅前行き）系統、 
 京急：110系統 

『横浜市 南公会堂』 （南区総合庁舎内） 

ご見学、大歓迎！ 
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