2009 年 1 月 25 日（日）
午後 1 時 30 分開場 午後 2 時開演
【曲目】

■ベートーヴェン
■ベートーヴェン

プロメテウスの創造物 作品４３ 序曲
交響曲第 9 番 作品１２５ 合唱付

【指揮】
指揮】遠藤浩史

合 唱
演 奏

【ソリスト】
ソリスト】

ソプラノ

メゾソプラノ

山口 道子

橘 今日子

テノール

バリトン

大野 徹也

黒田 博

「はむらの第九
はむらの第九」
第九 」合唱団
羽村市フィルハーモニー
羽村市フィルハーモニー管弦楽団
フィルハーモニー管弦楽団

羽村市生涯学習センター
羽村市生涯学習センターゆとろぎ
センターゆとろぎ

大ホール
（全席自由席）
全席自由席）

入場料 大人 1,000 円 小学生～高校生 500 円
＊未就学児不可 ＊一時保育有（有料・要予約）

●羽村市図書館

ゆとろぎ

■チケット取扱所 ■ゆとろぎチケットカウンター（9:00～17:00／月休）
■羽村市スポーツセンター（9:00～17:00／月休／℡042－555－0033）
※駐車場に限りがありますのでご了承ください。
※未就学児の保育あります。（１回（１人）700 円／１歳６か月～未就学児／定員先着 15 名／要申込）

P

●富士見小

デニーズ●

●たましん

羽村駅
至小作

主 催 ： 羽 村 市 教 育 委 員 会 共同企画運営：ゆとろぎ協働事業運営市民の会・羽村市文化協会
問合せ：羽村市生涯学習センターゆとろぎ ℡042-570-0707 http://www.hamura-tokyo.jp

JR 青梅線

至福生

Soprano ソプラノ
青木明子 阿部晃子 雨倉千代美 荒川美穂
有井節子 阿武みつ子 飯田如美 井上寛子
井上三保子 臼井育子 遠藤美恵子
遠藤陽子 大江洋子 大越壽 岡田志奈子
岡田由美子 岡根和子 小作喜美恵
柏崎千香子 川島恵梨子 北智子
北峯代 小杉明子 児玉清子 小林恵
小嶺裕子 櫻井三津子 櫻沢由美子
笹川眞帆子 沢田石明子 島田洋子
杉本佳枝 鈴木夏江 鈴木レン子
西内ふみ子 関根明子 外山和子 竹内淑子
千葉美那子 堤晴子 角田治代 中込篤子
中根枝実子 橋本裕子 平松睦 藤原真弓
細井敬子 増田信子 松永直美 松村喜代子
松本桂子 宮下裕子 森本泰子 八島恭子
若槻直美 渡辺あや子
Alto アルト
秋本洋子 荒巻啓子 有村福子 石井佳子
石戸谷恵子 岩淵由美子 梅沢佑子
梅林好子 江久保千英 大友宏子 大貫和子
大野三枝子 小田切洋子 片山光子
加藤令子 金井千枝子 川口陽子 川杉弘美
川那部歌子 久保田光子 久保埜喜代子
栗原英子 小勝眞佐枝 小島秀子 齋藤正子
佐久間栄子 佐藤貴子 柴千恵子 清水正子
下村弥生 杉浦康枝 関根陽子 関野由加利
武田明美 田村朋子 鶴我佳子 戸塚弘子
中根雅子 中原政子 永井正子 並木谿子
西尾三和子 西村裕子

西山裕美子 白野美津子
馬場さだ江 原裕子 原島ツユ子
原野安子 稗方朝子 人見和子
平野昌子 廣瀬啓子 福岡洋子
藤次かつ子 藤田伊智子
北条京子 増田和子 増田八重
松本久子 溝口正恵 三井富子
宮川博子 武藤容子 森眞喜子
森元玲子 吉川洋子 吉田知代子
吉野倫子 米山春江 渡辺多美子
Tenor テノール
宇宿薫 大舘光広 加瀬哲夫
絹村一昭 小林力也 指田定三
志田保夫 西内淳 古川光昭
松崎栄一 松本惇 水野義裕
山崎謙介
Bass バス
遠藤征宏 遠藤拓夫 大井哲也
小峰節治 佐伯広 島田俊司
島田正悟 武政健太郎 千田鉄男
長崎幸司 並木一夫 並木太一
古市譲 村上尤一 杢克彦
森田古 門馬高徳 横田矗
吉澤幸雄 渡部徹
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プロメテウスの創造物 作品４３ 序曲
交響曲第 9 番 作品１２５ 合唱付
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●羽村市図書館
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※駐車場に限りがありますのでご了承ください。
※未就学児の保育あります。（１回（１人）700 円／１歳６か月～未就学児／定員先着 15 名）

●富士見小
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