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たかすぎ音楽教室の「第２９回発表会」が近づいてまいりました。７月１８日（月・祝）
に、桶川市民ホールにて開催します。開演時間は１１：００を予定しています。出演者の
みなさんは、開演前に集合写真の撮影があります。また同館内プチホール（リハーサル室）
にて、演奏順によるリハーサルをおこないます。詳細は後日お知らせしますが、ホールが
開館する午前９時から、本番に向けたさまざまなスケジュールがはじまりますので、ご協
力のほどよろしくお願いします。みなさんにとって、楽しい発表会になりますように。

たかすぎ音楽教室

２０２２年７月の予定

■７月のレッスンは、暦どおりにおこないます。
２９日（金）
、３０日（土）は５週目のためレッスンはお休みです。
■うたえ！ 木曜ほっとパーク（桶川・川越・鴻巣）
第２３９回７月１４日（木） １０：００ 桶川市民ホール
第１８０回７月２１日（木） １０：００ ウェスタ川越・リハーサル室（小ホール）
第 ６８回７月２２日（金） １０：００ クレアこうのす・小ホール
■混声合唱団ひびき（桶川・上尾）
７月５日・２６日（火） １８：３０ 感染防止対策をして練習（２回）
７月１０日（日） 桶川公民館にて一日練習 ９：３０～１６：３０
７月１２日（火） 桶川市民ホールにてリハーサル（夜間）
７月１８日（月・祝） 第７回演奏会 桶川市民ホール １４：３０開場／１５：００開演
■女声コーラス彩（蓮田）
７月４日・１１日（月） １３：００ 感染防止対策をして練習（２回）
後記

発表会の練習会が間近です。舞台はまだ１ヶ月さき

なので、いまの段階で曲が完成していなくてもだいじょうぶ。
ですが人前で弾くと、ふだんの練習やレッスン時では味わえな
い独特の緊張感につつまれるはずです。いちど体験しておく
と、その後の練習への向かいかたが変わってきます。
（こうき）

♪ 生徒募集中 ピアノ・声楽・ソルフェージュ・楽典 ♪
はじめての方から専門的に勉強したい方まで
ピアノ ３０分 ………… 月謝 5,500 円（税込）～
声 楽 ６０分 ………… 月謝 13,750 円（税込）
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ・楽典 ３０分… 月謝 5,500 円（税込）
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たかすぎ音楽教室の「第２９回発表会」が近づいてまいりました。７月１８日（月・祝）
に、桶川市民ホールにて開催します。開演時間は１１：００を予定しています。出演者の
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第１８０回７月２１日（木） １０：００ ウェスタ川越・リハーサル室（小ホール）
第 ６８回７月２２日（金） １０：００ クレアこうのす・小ホール
■混声合唱団ひびき（桶川・上尾）
７月５日・２６日（火） １８：３０ 感染防止対策をして練習（２回）
７月１０日（日） 桶川公民館にて一日練習 ９：３０～１６：３０
７月１２日（火） 桶川市民ホールにてリハーサル（夜間）
７月１８日（月・祝） 第７回演奏会 桶川市民ホール １４：３０開場／１５：００開演
■女声コーラス彩（蓮田）
７月４日・１１日（月） １３：００ 感染防止対策をして練習（２回）
後記

発表会の練習会が間近です。舞台はまだ１ヶ月さき

なので、いまの段階で曲が完成していなくてもだいじょうぶ。
ですが人前で弾くと、ふだんの練習やレッスン時では味わえな
い独特の緊張感につつまれるはずです。いちど体験しておく
と、その後の練習への向かいかたが変わってきます。
（こうき）

♪ 生徒募集中 ピアノ・声楽・ソルフェージュ・楽典 ♪
はじめての方から専門的に勉強したい方まで
ピアノ ３０分 ………… 月謝 5,500 円（税込）～
声 楽 ６０分 ………… 月謝 13,750 円（税込）
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ・楽典 ３０分… 月謝 5,500 円（税込）
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