
¥   2018 年12 月  深江ゆか&レヴォア イベントスケジュール  

12/2日 武蔵野自主グループ ベルけやき 13:30～15:00 、ベルフォーレ 15:30～18:00 

12/3月 □C 大船カルチャー12:30～14:00「パリカナイユ」「私の心はヴィオロン」 

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)  

12/6木  <ラマンダ ジャズカフェ>  vo:園田まゆみ Pf:吉田賢一 bass:成重幸紀 dr:野口迪生    tsax:高橋泰廣 

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

12/7金 銀巴里メモリアル・アワーvol.8  <第 7回 シャンソネット スペシャル> 

<昼の部> 花田和子、渡辺歌子、井関真人、深江ゆか、岸本悟明、竹下ユキ、畠山文男、江口純子、CATSU 

<夜の部> 仲マサコ、佐々木秀実、荒井洸子、広瀬敏郎、友部裕子、青木 FUKI、花木さち子、CATSU、藍澤幸頼 

@新橋・内幸町ホール 昼の部 13:30 /夜の部 18:00  前売り\7,000 当日\8,000(全自由) 昼夜通しは当日座席指定 

12/8土 □C 横浜カルチャー15:00～16:30 「愛は限りなく」 

12/10月 ソワレ・ド・ラマンダ   ほさか夏子(ゲスト)、松永寿子、中根りえ子、引田潤造 /亀井敦子  pf:藤原和矢  

18:30 /19:30/20:30  \2,000 要ドリンク   

12/11火 □C 自夜カルチャー19:00～20:30 「ドミノ」 

12/12水 ラリエゾン定期ライブ (小川景司、田尻勝久、高梨雄太郎、清水たか子、樋口亜弓、劉 玉瑛)  19:00/20:00 \3000 

12/13木 □C 自由が丘２カルチャー12:30～14:00 「スカーフ」 

<ラマンダ ジャズカフェ>  vo:園田まゆみ Pf:吉田賢一 bass:成重幸紀 dr:野口迪生    tsax:高橋泰廣 

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

12/14金 □C 自由が丘カルチャー 13:15～14:45 「毛皮のマリー」 ○中H 15:00～16:30「街燈」 

シャンソネット ライブ～銀巴里アワー～  \4,000 (要ドリンク)  ラマンダカルテット 

     槇小奈帆、杉原あつ子、川出祥代、高梨雄太郎  18:30 /19:30/20:30 \4,000(要１ドリンク) 

12/15土 □C 勉強会 12:30 ～14:00    □C 月例会 15:00～16:30 

ドミニクの(一日で一曲を唄えるようになる)フランス語で唄うシャンソン教室 11:00～17:00「雪が降る」   (要予約)・ 

12/16日 武蔵野自主グループ ベルけやき 13:30～15:00 、ベルフォーレ 15:30～18:00 

12/17月 □C 大船カルチャー12:30～14:00「パリカナイユ」「私の心はヴィオロン」 

12/18火 個人レッスン生勉強会 15:00～17:00 要事前登録  

ソワレ・ド・ラマンダ   広瀬敏郎(ゲスト)、須賀井玲子、清水康恵、田辺めぐみ /亀井敦子  pf:藤原和矢 

 18:30 /19:30/20:30  \2,000 要ドリンク   

12/19水 \5,000(要１ドリンク) 15:00～16:30 「帰り来ぬ青春」 

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

12/20木 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)・ 

丹藤先生ヴォイス・トレーニング個人 13:00～17:00 (要予約)・ 

12/21金 クリスマス会    開場 12:30/開演 13:00  \3,000 (レヴォア会員) \3,500 (一般生徒)楽譜 1 部用意してください。 

ラマンダ 2F  サロン  深江ゆか、井上裕規 、藤原和矢(pf)、  19:00 /20:00  \5,000(要１ドリンク) 

12/22土 □C 横浜カルチャー15:00～16:30 「愛は限りなく」 

12/25火 フランス語で歌う 14:30～17:30「私の回転木馬 」 

12/26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 

12/27木 □C 自由が丘２カルチャー12:30～15:30 「群衆」 

 

 



12/29金 シャンソネットライブ番外編 =年(齢)忘れライブ= 

～CATSU 第 3回内幸町ホールアワード シャンソンコンクール優勝記念～ 

昼の部 4:00 /夜の部 16:30  \5,000(１ドリンク付き) 

Pf藤原和矢 dr野口廸生 bass長尾雅道 guit井上善彬 

◆ □C 自夜は 12/11 火に変更です。 

◆  ○中 B は 12/28 ありません。2/1(金) 13:00～に振替となります。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

2019 年上半期予定 

◆ カルチャークラス発表会 

 

◆ 新年会・歌い初め 1 月 14日(月)   

・時 間  開場 13:00  ／開演 13:30～17:00 （当日のリハーサルはなし） 

・場 所  自由が丘「スペース ラマンダ」 プログラムは当日 ピアノ(藤原和矢)  

・参加費  \6,500レヴォア会員)   \7,000 (一般生徒)  懐石弁当付き 

 

◆ ひなまつりにみんなで歌おう  3 月 2 日(土)   

・時 間  開場 12:30  ／開演 13:00～17:00 （当日のリハーサルはなし） 

・場 所  自由が丘「スペース ラマンダ」 プログラムは当日 ピアノ(藤原和矢)  

・参加費  \3,000レヴォア会員)   \3,500 (一般生徒)   

・ドレスコード  ピンク色の物を身につけて来てください。 

・東日本大震災の為のガレージセールをします。不要なアクセサリー、ドレス等・・・何でも・・・お持ちください。 

 

◆ 交流会 5月 12日(日)  

地方のシャンソン愛好家の方たちとラマンダのステージで親睦と交流を図りましょう。pf藤原和矢 

・時 間 集 合 11:30(リハーサル) / 開 場 14:30   /  開 演 15:00 

・参加費 7,000円（１曲）※２曲歌う方は 2,000円追加となります。 ・入場料 1,000円（聞くだけの人） 

 

◆ 合同発表会 3月 29日（金）15:00開演（予定） @内幸町ホール（定員 200名） 

・リハーサル 3月 25日（月）13:00～  於:ラマンダ    ピアノ(藤原和矢) ベース (長尾雅道) ドラムス(野口廸生) 

・参加費   \54,000 ※レヴォア会員に限り 2曲歌うことができます(2曲で\65,000.）（入場無料） 

 

◆ 第 28 回 わたしの巴里祭  8 月 3日（土）15:00（開演予定）@内幸町ホール  

   詳細未定 

 

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 /   TEL 03-3724-9959  FAX03-3724-9967 

 

発 

表 

会 

 

大船  3/11 月 3/4 リハーサル 12:30～15:30 1/21  2/4  2/18   3/4 リハ < 3/18 はナシ> 

自２   3/14 木 2/28 リハーサル 12:30～15:30 1/10  1/24  2/14  2/28 リハ  <3/28 はナシ> 

自由が丘 3/22 金 2/8 リハーサル 13:00～16:00 1/11 1/25   2/8 リハ  2/22 <3/8 はナシ> 

横浜  3/23 土 2/23 リハーサル 12:30～15:30 1/12  1/26  2/9  2/23 リハ  <3/9 はナシ> 3/30 

自夜  3/24 日 3/12 リハーサル 19:00～20:30 1/23  2/13   3/12 リハ 

仏唄  5/14 火 4/23 リハーサル 14:30～17:30 1/22  2/26  3/26  4/23 リハ<7/23 又は 8/27 はナシ> 


