Una Passeggiata d’Organo オルガンの散歩／U18 アトリエ 勉強会	
  	
 
今回より、オルガンの散歩と U18 勉強会の予定を一覧にしました。

すべて参加無料	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
「オルガンの散歩」は予約不要でございます。	
  直接会場へお越しください。
U18 勉強会へご参加下さるときは、準備の都合上、下記へご連絡下さい。
U18 アトリエ 勉強会
10 月 27 日（日）午後 2:00 から	
  イタリアンチェンバロで F.クープランを弾く会
3:00 から	
  イタリア語勉強会
4:00 から	
  発表会
自己紹介、曲紹介はイタリア語か、フランス語でお願いいたします。	
  英語不可。
27 domenica Ottobre 2013 於	
  山野辺宅
GG,FF~d3（GG#なし）の音域を持つ、イタリア様式の大型チェンバロでフランソワ・クープラン
等のフランスの音楽を弾いてみましょう。	
  なお、使用する楽器は 1695 年の Grimaldi をベースに
最高音を d3 とし、また、最低域以外を鉄弦とするために、新たに図面を起こしたものです。

新シリーズ	
 
どなたでもお越しください。	
  予約不要	
  入場無料	
  先着 100 名様	
  赤ちゃん子供大歓迎
オルガンの散歩その３６ 情熱編	
  11 月 6 日（水）午後 6:00 から
Una Passeggiata appassionata d’Organo 36	
  6 novembre 2013
Hachioji Hotel Newgrand 	
  Victoria chapel	
 
於	
  ビクトリアチャペル	
  八王子ホテルニューグランド内
八王子市大和田町６‐１‐６ tel 042 645 0015
スペイン、フランス、イタリア、ロシア等で作曲された、18 世紀以降の、短くも美しい音楽を特
集します。	
  南欧風の、形式にとらわれない自由な音楽をお楽しみ下さい。	
  一部、オーケストラ
曲を小編成で演奏するために、編曲版を用いていることをご了承下さい。
この様なモダン楽器による「オルガンの散歩」を来年も行う予定です。	
  弦楽器あるいは歌で参加
ご希望の方は下記へご連絡ください。	
  中学生、高校生対象

U18 勉強会
日時未定	
  Les 24 violons du Roy（フランス語）勉強会	
  第 2 回
「王の２４の violon 奏者」とはどういうものだったのか、フランス語で学びます。
Lully l’incommode (4) を用いてフランスの 17 世紀のオーケストラはどの様なものだったかを見て
みましょう。
18 才以下の方対象。	
  なお、１８才以下の方は、ご両親、お友達等どなたでもお誘いください。
ご参加予定の方にテキストをお送りします。	
  事前にお申し込み下さい

U18 アトリエ 勉強会
11 月 17 日	
  ラテン語勉強会	
  第２回	
  （三重野清顕）
午後 2 時から	
  テキスト解説	
  	
  	
  Regina Coeli 	
  ミサ固有文より Introitus(Requiem)
午後 3 時ごろから de Lalande や Victoria の音楽、により、実際に歌ってみましょう。	
  	
 
（Regina Coeli においてはフランス語式の発音となります。）
Regina cæli
Regina cæli, lætare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Introitus
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
今回は 12 月 26 日のオルガンの散歩で取り上げるこれらのラテン語による宗教曲の歌詞を勉強し
ます。	
  なお、この勉強会だけの参加も出来ます。18 才以下の方対象。	
  なお、18 才以下の方は、
ご両親、お友達等どなたでもお誘いください

どなたでもお越しください。	
  予約不要	
  入場無料	
  先着 100 名様	
  赤ちゃん子供大歓迎
オルガン散歩その３７ 	
  	
  12 月 26 日（木）	
  午後 6:00 から	
  	
  	
  	
 
Una Passeggiata d’Organo37 26 decembre 2013
Hachioji Hotel Newgrand 	
  Victoria chapel
於	
  ビクトリアチャペル	
  八王子ホテルニューグランド内
八王子市大和田町６‐１‐６ tel 042 645 0015
「オルガンの散歩」のプレコンオーケストラにヴァイオリン、チェロ等でご参加ください。	
  ラテ
ン度による合唱にもご参加ください。（18 才以下の方対象）
11 月の終わりから日曜日等に練習を行います。	
  器楽の合奏や、あるいはラテン語の合唱に参加
してみましょう。
“Psyche” Jean-Baptist Lully（フランス語）、”Regina Coeli” De Lalande 、Introitus, Missa Pro
Defunctis Tomas Ruiz de Victoria 等を取り上げます。
若い方が、石油化学生成物（ビニール、プラスチック類）で包装された食品をなるべく口にしない
様、気を配ります。
192-0914 八王子市片倉町８８８‐４４ 山野辺暁彦 tel/fax 042-635-3784	
  Akihiko
Yamanobe

