ロンドン コンサート出演企画オファー 出演者募集
主催：アレグロ・ミュージック・プラン
後援：ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）
一般社団法人

東京国際芸術協会

ロンドン（英国）にてリサイタル開催企画♪
「ロンドンで、人生の思い出になる体験をされませんか？」
ロンドンで英国国教会のランチタイムリサイタル(30 分)に出演、ソロコンサートをしていただ
く企画です。現地では日本人通訳・お世話人が付く他、様々なインフォメーションの提供や、
オプショナルの手配を承ります。リサイタル会場の英国国教会は、長年にわたり「ランチタイ
ムリサイタル」を開催している音楽の伝統教会です。世界一の芸術都市ロンドンで、この機会
にぜひ演奏してみてはいかがでしょう。企画リサイタル開催可能日時はホームページに記載し
ております。演奏時間は 30 分です。全て 1 人のソロでも、歌や楽器を数曲合間にはさんで 30
分など 2 人で合計 30 分のプログラムでも可能です。現地ロンドンではアテンダント（通訳とお
世話をする日本人女性）が要所要所をサポートさせていただきます（ご到着時の空港出迎えと
ホテルチェックイン、リサイタル当日の送迎、リハーサルと本番のヘルプ等）
。英語が全くでき
なくても、スムーズかつ立派にリサイタルをしていただくことができます。
↑英国国教会

ロンドン・リサイタル企画参加費用に含まれる内容
1.リサイタルのアレンジ代（リサイタル開催オルガナイズ、英文のプログラム原稿作成代）
2.お世話人（日本人アテンダント）手配とそのお仕事代
3.額縁入り演奏会記念写真
4.ピアノ練習室の予約（オプショナル）
5.英国伝統 アフタヌーンティーの手配（オプショナル）
6.古城ホテル宿泊のアレンジ（オプショナル）
7.演奏会の伴奏者の手配と伴奏料（オプショナル）
8.専門家によるビデオの撮影（オプショナル）注;アテンダントへの撮影依頼はお断りしております。
※「オプショナル」はご希望者のみ。別途発生する料金の実費は、参加者ご負担になります。

ロンドンリサイタル 2019 年
毎週金曜日(詳細の空き状況は弊会 HP リサイタル可能日をご覧ください)
※注意 今企画は人気のため、希望日が既に満席になっている場合もあります。約 10 ヶ月前のご予約であれば、日程の確
保が容易になります。

ロンドンリサイタル企画参加費用
お一人参加の場合は 185,000 円、お二人でご参加の場合は各自 92,500 円になります。

申込方法（手続きの流れ）
1.第 1-3 希望日、氏名、演奏楽器を info@tiaa-jp.com まで連絡する。
2.上記の希望日の空きを確認、参加希望者に連絡が行く。
3. 参加料金 185,000 円をご連絡日より 1 週間以内に指定の口座にお振込みいただく。
ゆうちょ銀行 〇〇八（ゼロゼロハチ）支店 普通預金
口座番号：0257235
名義:一般社団法人 東京国際芸術協会
4. 上記 3 の入金確認後、リサイタル開催日が確定する。

航空券とキャンセルについて
キャンセルの場合、料金の全額返金はできかねます。申し込み後のキャンセルの際は、取消料として事務手続き代金 30000
円をお支払い頂きます。加えて、リサイタルより数えて 1 ヶ月以前の場合は参加費の 40 パーセント、1 か月前まで 50 パ
ーセント、3 週間前まで 60 パーセント、2 週間前まで 70 パーセント、1 週間前まで 80 パーセント、1 週間前から前日ま
で 90 パーセント、前日のキャンセルは全額をお支払いただきます。航空券は日々高騰していき、直前になると 25 万円位
に値上がりします。格安航空券も出ておりますのでインターネット等で早めにお手配されることをお勧めいたします。
なお、ご希望の方や海外旅行が初めての方につきましては協会にて手配を承っておりますのでご相談ください。
※航空券手配に関しては東京国際芸術協会より下記の旅行会社に委託します。
株式会社東京国際ツアーズ
観光庁長官登録旅行業 1353 号 （社）日本旅行業協会正会員
〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301
TEL 03-6808-7820 FAX 03-3806-8556 master@ti-tours.com

※渡航手続き関連で必要な個人情報を株式会社東京国際ツアーズと共有いたします。
手続き等の確認で株式会社東京国際ツアーズより直接ご連絡を差し上げる場合もございますので予めご了承ください。
※航空券につきましては早期割引運賃航空券を利用するため、原則予約変更不可です。
予約の変更や取り消しの場合は航空会社所定の手数料及び弊社手数料を頂戴します。

お問合せ・お申込先
東京国際芸術協会
〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301
TEL:03-6806-7108 FAX:03-3806-8555
http://www.tiaa-jp.com E-mail: info@tiaa-jp.com

体験レポート「ロンドンでのピアノリサイタル企画に参加して」

ピアノ教師:副島智子

「ロンドン・リサイタル企画」に参加しました。リサイタルが印象的だったので、ご紹介させていただきます。
これは、
英国ロンドンの教会にて、
長年伝統的に開催しているランチタイムリサイタルに出演するというものです。
リサイタル演奏時間は 30 分ですが、充実した密度の濃い時間で、皆さん熱心に集中して聴いてくださいました。
ロンドンで英国人聴衆の前でピアノを弾くことはもちろん、ロンドンを訪れるのも初めてであった私は、一人旅
で大変緊張しておりました。が、現地へ行ってみると、そんな心配は無用であったことがわかりました。ロンドン・
ヒースロー空港へ到着するとアテンダントの方が出迎えてくださり、ホテルまでのご案内とチェックインのお手伝
いをしてくださいました。アテンダントは大変親切な方で、彼女自ら作成の「ロンドン市内歩き方マニュアル」を
下さいました。丁寧で至れり尽くせりの説明とご案内でした。初めてのロンドンでしたが、意外にも簡単に自分で
自由に散策することができました。滞在中、この魅力的な街の観光を満喫しました。世界一の芸術都市ロンドン。
毎晩すてきなコンサートへ出かけ、英国の伝統的なアフタヌーンティー体験等を楽しみ、感激の毎日でした。この
企画内にある「イギリスの古城宿泊」も忘れられない思い出になりました。
↑↓コンサートの風景
リサイタル当日の朝、アテンダントの方
がホテルへ迎えに来て、一緒に会場へ行き
ました。午前 10 時からリハーサル開始。
その間、彼女はつきっきりで私の通訳やお
世話をして下さいました。配慮あるきめ細
かなサポートに感謝しております。会場の
教会は、心に染み入るような美しいステン
ドグラスが多数飾られた立派な英国国教
会でした。歴史と伝統のある教会で、ピア
ノの優雅な音がヨーロッパの空気に木魂します。リサイタル前には皆さんに紅茶のサーヴィスがなされ、さすが英国と
↑ロンドン名物二階建てバス
感動しました。私もいただきます。さあ、本番。英国人聴衆は「Welcome（ようこそ）！さあ、聞かせて下さいね！」と
↓ 英国伝統のアフタヌーンティー
いうように皆さんニコニコしています。コンサートの冒頭、音楽監督が上品なクイーンズイングリッシュで私の事を聴
衆に紹介して下さいました。ショパンのワルツ 2 曲とバラード 4 番を一生懸命弾き、あっという間に 30 分が経過しまし
た。心温まる気持ちの良い雰囲気の中、割れんばかりの拍手をいただきました。ドレスを着替えて出てくると、待って
いた聴衆の方々が私に駆け寄って来られました。
「貴女のタッチが私は好き･･･云々」と、専門的な話をしてくださる方
や「貴女のピアノで気持ちの良いお昼を過ごせたよ」と熱心に聴いてくださった方等々。皆さん、とてもフレンドリー
で気さくに声をかけて下さいました。
「聴衆のリアクション」が日本とは全く違うと感じました。彼らは「音楽」を身近
に感じ共に生活しているのだなあ、楽しんでいるのだなあと思いました。これは私の中で大きな驚きで、本当に新鮮な
事でした。
長く海外旅行もしていなかった私が、いきなり世界の大都市ロンドンで演奏する機会を得たのです！まさしく「夢のような体験」でした！人生が豊
かになりました。思い切って参加してみて本当によかったです。この「ロンドン・リサイタル企画」は、春と夏、定期的に企画されています。ピアノ
ソロだけでなく、ピアノと声楽や楽器のデュオ等複数参加も可能とのこと、ぜひ思い切って演奏して来て下さい。自信をもってお勧め致します。

オプショナル；古城ホテルのご案内；
「古城ホテルでの優雅なご滞在はいかがですか？」
ロンドン中心部より約 30 分の場所にある壮麗な文化遺産の館。広大な緑に囲まれた美しい牧場の
中に位置し、伝統英国式の重厚でクラシックな内装のホテルです。客室は可憐で優美。テラスか
らは丘陵の素晴らしい景色をお楽しみいただけます。庭園を見渡す併設レストランでは素晴らし
いグルメ料理を提供いたします。軽食とドリンクはリラッ
クスした Bar（バー）でお楽しみください。朝食は広大な
緑の庭をみおろす明るいダイニングルームにて伝統的な
英国ブレックファーストを。屋外温水スイミングプールや
サウナでリラックス、ジムでエクササイズができます。ゴ
ルフは 18 ホールのチャンピオンシップコースがあり、
ゴルフ用品のレンタルやプロゴルファーによるレッスン
の受講も可能です。ホテル客室は全 199 室。
↑古城ホテルと庭

右上：玄関レセプション
右下：階段(内部)
左上：ラウンジルーム
左下：部屋(内部)
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郡

電話番号

（
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国 籍

※申請中の方は申請中と記入し、取得次第書面（FAX･メール可）にてご連絡ください

<氏名>
緊急連絡先

<続柄>

〒
TEL

演奏曲目
（予定で可）

<日本語>

学歴・賞歴

<英語>

<漢字>

現在までに
師事した先生

航空券手配

<ローマ字>

※航空券手配を希望する方のみご記入ください
□成田発 □関空発 □その他 ※アレンジが必要な場合はご希望の詳細をご記入ください。

滞在日程
※おおよそのスケジュール
をご記入下さい。
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日

