
¥   2019 年5 月  深江ゆか&レヴォア イベントスケジュール  

5/1水 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 

5/4土 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「未定」 (要予約) 

5/5日 武蔵野自主グループ ベルフォーレ第１1 回発表会    @武蔵野市民文化会館 15:00 無料 

5/6月 □C 大船カルチャー12:30～14:00 「青いジャヴァ」 「私の回転木馬」 

5/7火 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)  要予約        

  2 曲歌えます。 ご自分のキーの楽譜をお持ち下さい。  

□C 自夜カルチャー 「夜のメロディー」19:00～20:30 

5/8水 ソワレ・ド・ラマンダ  (ゲスト) 深江ゆか 鈴木清視、梅澤惟彦、杉浦正行、引田潤造   

pf:藤原和矢 18:30/19:30/20:30  \2,000 (要ドリンク) 

5/9木 □C 自由が丘２カルチャー「目を閉じて」12:30～14:00  

丹藤先生ヴォイス・トレーニング個人 12:00～17:00 (要予約) 

5/10金 □C 自由が丘カルチャー13:15～16:15 「ラボエーム」    ○中H 15:00～16:30 「最後のコーヒー」 

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

     阿部レイ、青木 FUKI、川島豊、木戸口ミカ   18:30 /19:30/20:30 

5/11土 □C 横浜カルチャー15:00～16:30 「パリ祭」 

香川有美 =春 ! 東京ソロライブツアー=   pf:藤原和矢/perc:坪根剛介    19:00 \6,000(要ドリンク) 

5/12日 =シャンソン交流会=  pf : 藤原和矢    15:00  \1,000  要ドリンク /懇親会 \3,000 

年に一度、東京･自由が丘に佐賀、金沢、名古屋・・・と全国からシャンソン愛好家の方々が集い、歌い、親交を深めるイベント 

5/13月 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 

5/14火 フランス語で唄う クラス 発表会    15:00 無料 

5/15水 ○中A  15:00～16:30 「あとには何もない」    

ラマンダ 2F  サロン 八田朋子バースデーライブ 19:00/20:00                                          

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 

5/16木 ジュルネ・ド・ラマンダ (ゲスト) 宇野ゆう子  村上玲子、浅野澄暎、北林淑子 / 亀井敦子  

 pf:藤原和矢 14:00/15:00/16:00  \2,000 (要ドリンク) 

5/17金 シャンソネット ライブ～銀巴里アワー～  \4,000  藤原和矢カルテット 

     松宮一葉、水織ゆみ、CATSU、八田朋子   18:30 /19:30/20:30 

5/18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 

5/19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 

5/20月 □C 大船カルチャー12:30～14:00 「私の回転木馬」  

5/21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   

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  

5/22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 ジャズ・カフェ>  一流ミュージシャンのジャズを!  \3,000(1 ドリンク付き)17:00～３回ステージ  

3 ステージ目はジャムセッション。ご自分のキーの楽譜をお持ち下さい。(参加費 2 曲\1000) 

5/23木 □C 自由が丘２カルチャー 「目を閉じて」12:30～14:00 

<ラマンダ ジャズ・カフェ>  一流ミュージシャンのジャズを!  \3,000(1 ドリンク付き)17:00～３回ステージ  

3 ステージ目はジャムセッション。ご自分のキーの楽譜をお持ち下さい。(参加費 2 曲\1000) 

 



5/24金 □C 自由が丘カルチャー13:15～14:45「未定」   ○中B 15:00～16:30 「真夜中の海辺」 

マリクレール祭り  CATSU、清水たか子、八田朋子 acc:えびさわなをき   17:00/19:10 

5/25土 □C 横浜カルチャー15:00～16:30 「パリ祭」   

マリクレール祭り  日野美子、河津延樹   key:藤原和矢    17:00/19:10  

5/26日 マリクレール祭り  深江ゆか、宮原健一郎  key:藤原和矢    16:00/18:10 

5/27月 シャンソニエ「蛙たち」  深江ゆか pf.藤原和矢  19:00～ ℡03-3571-4417  

5/29火 名古屋 ピアノバー「ジュネス」 深江ゆか pf.藤原和矢  15:00/19:00    TEL 052-264-1837 

5/31金 ジュルネ・ド・ラマンダ (ゲスト) 野坂暘子  石田美江子、宮平勝彦、須賀井玲子 / 清水たか子  

 pf:藤原和矢 14:00/15:00/16:00  \2,000 (要ドリンク) 

 

★5/5 日  <深江ゆかシャンソン教室> 武蔵野自主グループ・ベルフォーレ 第 11 回発表会 

  場所:武蔵野市民文化会館 問い合わせ ℡0422-51-1692(土方)  15:00 開演 無料 

★5/24 金 5/25 土 5/6 日 <マリクレール祭り =街角のシャンソニエ= >  

毎年開催される自由が丘のお祭り。南口緑道の屋外特設ステージで無料のシャンソンライブ。 

5/24(金) CATSU、清水たか子、八田朋子  acc:えびさわなをき   17:00/19:10 

5/25(土)  日野美子、河津延樹   key:藤原和矢    17:00/19:10  

5/26(日) 深江ゆか、宮原健一郎  key:藤原和矢    16:00/18:10 

 

〒152-0035 目黒区自由が丘 1-7-6 くもんぴあ自由が丘ビル 

 


