
《メニュー》

平成28年は山桜会の100周年に当たる年です。その幕開けの新年会を
美味しいお料理とお馴染みのオペラで楽しくすごしませんか。
その他、抽選会など楽しい企画も盛りだくさん、スピーディ＆美味しい＆楽しい
パーティーに是非ご参加ください。

西田 真由子

西田 真由子 & 神戸オペラカンパニー  公演曲（抜粋）
プッチーニ作曲、歌劇 「ジャンニ  スキッキ」より「私のお父さん」
ビゼー作曲、歌劇 「カルメン」より「闘牛士の歌」
グノー作曲、歌劇 「ファウスト」より「宝石の歌」
プッチーニ作曲、歌劇 「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」

カプア作曲  「オーソレミオ」
ヴェルディ作曲、歌劇  「リゴレット」より「女心の歌」
滝廉太郎 作曲  「花」
ヴェルディ作曲、歌劇  「椿姫」より「乾杯の歌」

スタートの前菜は和と洋の食材をアレンジして盛り合わせに
致しました。おすすめはじっくりと煮込んだ柔らかな牛ホホ肉を
パイで包み焼きあげたシチューそしてリーガロイヤルホテル自慢
の海の幸たっぷりのピラフをご用意。
山桜会新年会特別メニューをどうぞお楽しみ下さい。

小学校101期
神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻
及び声楽専攻卒業
数々のオペラで主役を務め、第九ソ
リストとしても活躍

飯田 美奈子
「天国と地獄」「魔笛」「こうもり」な
ど多くのオペラに出演、「第九」「メ
サイア」のソリスト、海外での招待
演奏も多い。

森井 美貴
飯塚新人コンクール第１位、なにわ
芸術祭新人賞、KOBE国際音楽コン
クール最優秀賞を受賞。

神下 真由美
オペラ「椿姫」でデビュー以来「カル
メン」「フィガロの結婚」などに出演。

神田 裕史
オペラ「魔笛の主役や「第九」宗教曲
のソロなど、数多くの舞台に立ち好
評を得る。

安川 忠之
関西の主要なオペラに主役テノール
として数多く出演、また宗教曲やドイ
ツ歌曲の演奏にも取り組んでいる。

澤井 宏仁
オペラを中心に演奏活動を行い幅広
い音域と豊かな声量でこれまでに
200を超えるオペラに出演している。

横田 詠美
二度の渡英、英国王立音楽院
Mateja Marinkovic氏に師事。伊丹
フィルハーモニーでコンサートミスト
レスを務める。

金岡 優子
みつなかオペラ、カレッジオペラ
ハウス、伊丹オペラなど関西の主
なオペラ公演のコレペティとして活
躍している。

美味しいお料理 　よく聴くオペラ　 テーブル対抗クイズ抽選会　＆ ＆

ソプラノ ソプラノ ソプラノ

メゾソプラノ テノール テノール

バリトン バイオリン ピアノ

新年会平成28年
追手門学院校友会 

平成28年1月24日（日）

全席指定、テーブルビュッフェとなります

17時20分 開場　
17時30分 開宴  オープニング  君が代斉唱、 乾杯
18時00分頃 会食
18時20分頃 西田 真由子 & 神戸オペラカンパニー
 ソロ、 合唱、 バイオリン演奏等
18時40分 65歳 ・ 70歳同窓会
18時55分 テーブル対抗クイズ抽選会
19時15分 校歌斉唱
19時20分 全体写真撮影
19時25分 会長挨拶  100周年に向けて　　
19時30分 大阪締め
19時35分 お別れ抽選会　閉宴

受付開始 16：50　開宴 17：30　終宴予定 19：40

￥10,000    大学生以下  ￥5,000
お子様料理なしの場合は無料。子供料理の必要な方は別途お申し出ください。

（￥3,000）

場所 リーガロイヤルホテル  山楽の間
ＴＥＬ. 06-6448-1121

日時

浅井 知子 （小78期）
司 会

タイムスケジュール

会費

山桜会
100周年記念

総料理長
太田 昌利氏

お申込み方法は裏面をご参照ください

追手門学院
校歌

混声四部合唱

スペシャル演目

Entrées assorties
《前菜の盛り合わせ》

きのことシェーブルチーズ、干し柿のキッシュ
スモークサーモンの菜の花巻き

フォワグラムースのピスタチオ飾り  プチブリニを添えて
かさごのから揚げ  カボス風味

Crème de navet chaude avec tapioca noir
温かいかぶらのクリームスープ ブラックタピオカを浮かべて

Suprême de saumon poêlé au gratiné sauce marinière
サーモンのポワレ  ポテトのチーズ焼き  マリニエールソース

Joue de bœuf braisé en croûte
やわらか牛ホホ肉の赤ワインシチュー  パイ包み焼き

Pilaf de fruits de mer
リーガロイヤルのシーフードピラフ

Crème dulcey à la vanille et gelée d′agrumes
ホワイトチョコレートのクリームと柑橘のジュレ

Café
コーヒー



F A X 申 込 書 　 　 ◆お問合せ：山桜会事務局 　TEL.06-6940-3481
氏　　名

通信欄

⇒  お振込み合計金額をご確認の上、右欄にご記入ください。 円

ご　　住　　所 お申し込み日中ご連絡先

2016年1月13日(水)

●お申込み手順
（A）お申し込み後（B）会費のお振込みをお願い致します。 ※会費お振込みをもって正式申し込みとなります。
　  （A）お申し込みは3種類（FAX・郵送・ネット）のいずれかでお願いします。

①FAX：下記ＦＡＸ申込書に必要事項を記入し、山桜会事務局にＦＡＸしてください。
②郵送：会報誌Ｎｏ.96号同封の返信はがきに必要事項を記入し、山桜会事務局にお送りください。
③パソコンやスマートホンで山桜会ホームページからお申し込み下さい。

　  （B）会費お振込み
山桜会事務局へお申し込み後、会場準備のため必ず事前に下記口座へお振込みをお願いいたします。
お申し込みはお振込みをもって正式お申し込みとなりますので、事前のお振込みが無い場合、お席のご用意はいたしかねます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　※事務局にてお振込みを確認後、山桜会事務局よりチケットをお送りさせていただきます。当日ご持参下さい。

●お申込み期限 ：

●お振込口座 ：りそな銀行　大手支店 （普通）  0012199　追手門学院校友会山桜会

山桜会

平成28年 新年会追手門学院校友会 
山桜会

FAX.06-6940-3482

お申込み方法
100周年記念

平成28年度の新年会は山桜会100周年記念事業のため特別企画を御用意しました。卒業生の西田真由子さんと神
戸オペラカンパニーの競演により大スケールで聴ける環境を整え、100周年記念特別料理を味わいながら、敷居が高
いオペラもなじみ深い曲で楽しんで頂きます。また以前、校歌には四部合唱が存在していましたが、楽譜が行方不明
になっていました。今回はそれを復活させることに成功し、オペラ歌手による追手門学院校歌四部合唱を初披露いた
します。それ以外にも特別企画やサプライズ企画を多数用意していますので、このチャンスをお見逃しなく100周年の
新年会に参加し、歴史の生き証人になって下さい。

〒
－ －

□大人
□学生
□子供料理

10,000円
5,000円
3,000円

卒業校・期　　　小学校　　　　期　　　  大手前 中 ・ 高　　　　期　　　  茨木 中 ・ 高　　　　期　　　  ご家族　　　その他

平成28年山桜会新年会実行委員長　塩見 啓二
（小85・大手前中高28期）

（例：上記○名を山桜花子で振り込みます・何期の誰々と一緒の席を希望します。）

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな
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〒
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65歳・70歳
同窓会同時開催
詳しくは2015年12月1日発行の
会報誌Ｎｏ.96号をご覧下さい。

「新しことが起こる予感！驚きの連続！スペシャル新年会」


