
2017 年9 月  深江ゆか&レヴォア イベントスケジュール  

9/1金 銀巴里アワー～シャンソネット スペシャル in 仙台～ 

出 演 : 仲マサコ、竹下ユキ、斉藤昭彦、貝山幸子   pf : 藤原和矢  syn : AKIO 

会 場 : ライヴドーム・スーダスト 仙台市青葉区本町 2-5-18(海鮮厨房かに正宗 4F) ℡ 022-265-1139  

<昼>14:00 <夜>19:00 チ \4,000(前売り) \4,500(当日) (要ドリンク) 

9/3日 武蔵野自主グループ<ベルフォーレ>13:30～15:00「風が連れ去った恋」 /<ベルけやき>15:30～18:30 発表会準備 

9/4月 □C 大船カルチャー 12:00～13:30 「愛は限りなく」    

小川景司先生ヴォイストレーニンググループ 13:00～(要申込)  /個人 14:00～ (要申込)  

9/5火 □C 自夜カルチャー 19:00～20:30「愛は限りなく」 

9/7水 名古屋「ジュネス」 深江ゆか pf藤原和矢   15:00 /19:00   TEL 052-264-1837 

9/8木 神戸「深江ゆかコンサート」 共演 ：拵井加代子、中西眞理、白土朋子 pf藤原和矢  

@神戸ポートピアホテル南館 3Fキーノーツ 12:30 6,500 円(お食事付き) 要予約 

9/9土 □C 横浜カルチャー 15:00～16:30 「詩人の魂」  

9/14木 □C 自由ヶ丘 2 カルチャー12:30～15:30 「ルナ・ロッサ」  

9/15金 シャンソネット ライブ～銀巴里アワー～   藤原和矢カルテット   \ 4,000 

(昼)西原啓子、花木さち子、高木椋太、小川景司     13:30 /14:30/15:30  

(夜)松宮一葉、岸本悟明、丹藤麻砂美、松城ゆきの   18:30 /19:30/20:30 

9/16土 □C 勉強会 12:30～ 登録制(単発\3,780)    □C 月例会 15:00～  歌う人\1,000  聞く人: 無料 

9/17日 武蔵野自主グループ<ベルフォーレ>13:30～15:00「想い出の瞳」 /<ベルけやき>15:30～18:30 発表会準備 

9/18月 □C 大船カルチャー 12:00～13:30 「愛は限りなく」    

9/19火 個人レッスン生勉強会 15:00～17:00 要事前登録 定期的(2 か月に 1 回以上)に個人レッスンを受けている方無料。 

不定期に受けているレヴォア会員の方は 2,625 円/1 回  4 か月分(10,500 円)前納   

レコパン オープン 17:30   ステージ 18:00/19:00    \2,000 (チケット制)  pf:藤原和矢 

秋濱めぐみ、梅澤惟彦、荻野利智子、阪本美香、首藤美幸、杉浦正行、鈴木清視、高橋みち子、千田和子、畑中恵子、  

9/20水 ○中A 15:00～16:30  発表会準備  

シャンソニエ「Qui」 (上野・池之端)  深江ゆか 、藤原和矢(pf)、AKIO(syn) 19:30～ ℡3831-0747 

9/21木 <ラマンダ ジャズカフェ>  一流ジャズミュージシャンの演奏が無料で聞ける 

     vo:園田まゆみ pf:吉田賢一 bass:上羽康志 dr:野口迪生 vib:板垣誠  

無料 要ドリンク 17:00～3 回  3 ステージ目はジャムセッション (参加者は\1,000/1 曲) 

9/22金 □C 自由ヶ丘カルチャー  13:30～14:30 「ドミノ」  ○中B 15:00～16:30 発表会準備 

シャンソネット ライブ～銀巴里アワー～    18:30 /19:30/20:30  \4,000  要ドリンク   

広瀬敏郎、加藤順子、畠山文男、太田恵愛   18:30 /19:30/20:30 

9/23土 □C 横浜カルチャー 15:00～16:30 「セ・シ・ボン」  

9/25月 シャンソニエ「蛙たち」 (銀座) 深江ゆか pf.藤原和矢  19:00～ ℡03-3571-4417 

9/26火 フレデリック先生 仏語で歌う「明日は月の上で」14:30～16:00   仏語個人レッスン(時間要相談) 

ラマンダ 2F  サロン  深江ゆか 、藤原和矢(pf)、AKIO(syn)   19:00 /20:00 

9/27水 □C 藤原和矢ピアニスト グループレッスン 12:00～13:30 / 14:00～15:30 要事前登録  

ラマンダ 2F サロン「★レジュンヌ★たか子の部屋」 清水たか子、田尻勝久 藤原和矢 (pf) 19:00 /20:00 \3,000 

9/28金 □C 自由ヶ丘 2 カルチャー12:30～15:30 「愛は君のよう」  

丹藤先生ヴォイス・トレーニング個人 12:00～17:00 要予約 

  



 

9/29金 

 

自由ヶ丘カルチャー  13:30～14:30 「愛の讃歌」  ○中H 15:00～16:30「いつ帰ってくるの」  

シャンソネット ライブ～銀巴里アワー～    18:30 /19:30/20:30   \4,000  要ドリンク     

宇野ゆう子、友部裕子、斉藤昭彦、鈴木希彩   18:30 /19:30/20:30 

9/30土 <がん撲滅第 10回シャンソン YOKOHAMAコンサート> 菅原洋一、深江ゆか、香田夏織 他  

@横浜・関内ホール 16:30 指定席 4,300 円 自由席 3,200 円 

藤原和矢ピアノサロン 2F   14:00～17:00  一般\6,000 /レヴォア会員－\5,000 (1 ドリンク付)         

  2曲歌えます。 ご自分のキーの楽譜をお持ち下さい。 (要予約) 

<予告>        

10/8日  <熊本地震復興支援チャリティコンサート> 山本リンダ、香川有美、栗原道子、深江ゆか 他 

@町田市民ホール 16:00 \5,000 

10/19木  <Je te veux> pf:ジェラール・タゲール 嶋本秀朗、深江ゆか、花木さち子、川島豊、深江ゆか 他 

@内幸町ホール 14:00  \7,500 

◆9/8金の○中H は 9/29金 に変更になります。 

◆9/8金の□C 自由が丘はありません。 

◆9/21 木のピアノサロンは 9/30 土に変更になります。 

 

ラマンダ 〒152-0035 目黒区自由が丘 1-7-6 くもんぴあ自由が丘ビル    TEL 03-3724-9959  FAX03-3724-9967 
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