● 継続・退会手続きについて
「Club-Z」からの発送物の宛名ラベルに会員有効期限を表示し
ていますのでご確認ください。
継続年会費4,800円は登録頂いた金融機関にて有効期限月の
28日（休日の場合は翌営業日）に自動振替となります。
手続きに時間を要するため、有効期限の2ヶ月前までにご連絡く
ださい。

● 会員証について
会員証は、あなたがファンクラブの一員であることを示すもので
すので大切に保管してください。お手元に届いた時点で、ご自分
の会員番号をご確認の上、会員名をご記入ください。各種申込の
際、会員番号が必要となります。ファンクラブイベントなど、会員
証をご提示頂く場合があります。

● 会員登録について
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会員証および会員番号は、他人に貸与・譲渡することはできませ
ん。また、氏名は本名以外では登録できません。本名以外の登録
で不備や事故が生じた場合、Club-Zでは一切の責任を負いか
ねます。

● 会員証再発行について
会員証を紛失した場合は、Club-Zまでご連絡ください。再発行
には2週間ほどお時間を頂きます。

● 会報発行について
会報は、年4回発行です。発行月は未定です。
会報未着の再発送期間は次号会報の発行日までです。

● 発送物について
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姿月あさと ディナーショー
in ホテルハマツ
2012年7月22日
（日）
ホテルハマツ
福島県／郡山

ビジュアルレビュー

姿月あさと クラシックス
with 榊原 大
2012年9月17日
（月・祝）八ヶ岳音楽堂
長野県／南佐久郡

【特別企画】

待望のニューアルバム
レコーディングリポート

会報でしか見れない裏側レポート盛りだくさん！

Club-Zからの会報・ダイレクトメール・通信販売商品・チケット等
の発送状況は、電話インフォメーションテープ・ホームページで
お知らせしています。事故等による未着トラブルが発生する場合
があります。未着の発送物がある場合は早急にご連絡ください。
また、締切日指定があるお知らせは、期日後にご連絡を頂いた場
合お申し込みは出来ませんのでご注意下さい。

● 登録住所・電話番号等について
移転や結婚等の理由で変更がある場合、ハガキかメールで下記
の通りお知らせ下さい。
①会員番号 ②会員名 ③変更日 ④変更事項（旧） ⑤変更事項
（新）※電話番号は必ずご記入下さい。
ハガキは「Club-Z 変更」係宛、メールは件名に「変更」と明記し
てください。各申込の際の払込取扱票又は電話での住所変更は
お受けできません。
必ずハガキかメールにてお知らせください。
表札のお名前と会員名が異なる場合や表札が出ていない場合、
発
送物が届かないことがあります。表札のお名前が異なる場合は、
Club-Z登録住所に「○○方」とお付けください。

● 宛名ラベルについて
宛名ラベルの「会員名・住所・会員番号・有効期限」に誤りがある
場合、お手数ですがClub-Zまでお知らせください。
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● 姿月あさとスケジュールについて
TV・ラジオ等出演、雑誌掲載等のスケジュールは、電話インフォ
メーションテープ・ホームページでご案内しています。急なお知
らせや変更なども随時ご案内しています。放送日時・掲載日は、
間際に決定する場合があります。また、予告なく変更される場合
があります。ご了承ください。

● 姿月あさとオフィシャルホームページについて
ホームページアドレス http://www.shizukiasato.net
Club-Z会員限定ページ
ユーザー名：club-z （半角英字・すべて小文字）
パスワード：15863202（2012年11月5日12時より変更）

● ファンレターの宛先について
姿月あさとへのお手紙やプレゼントは「Club-Z 姿月あさと宛」
にお送りください。Club-Zが責任をもってお預かりし姿月に渡
します。

● 質問について
・メールでの問い合わせ
件名に必ず「質問」と明記の上、①会員番号②会員名③質
問事項をご記入ください。
アドレス：club-z@shizukiasato.net
※携帯電話のメールからもご利用頂けますが、受信文字数が
少ない場合、全文を受信できないことがありますのでご注意
ください。また、パソコンからのメールを受信できるように受
信設定をご確認ください。
・お手紙での問い合わせ
①会員番号②会員名③質問事項を明記し、80円切手貼付の
返信用封筒を同封の上、
「Club-Z質問」係宛にお送りくだ
さい。
・お電話での問い合わせ
すぐにお答え出来る質問は、その場でお答え致します。調査
にお時間を頂く場合は改めてお電話頂くことになります。
※お問い合わせ内容に関して、ファンクラブに関する質問・アー
ティストの活動に関する質問にお答え致します。無記名の質問・
アーティストのプライバシーに関する質問には一切お答えできま
せん。
注）Club-Zに直接お越し頂いても応対致しかねます。
姿月あさとオフィシャルファンクラブ「Club-Z」
住
所：〒105-0004 東京都港区新橋 5 丁目28-7
新橋安達ビル 3 階
電話番号：03-3437-7032
時間外はインフォメーションテープでのご案内となります。
インフォメーションテープの内容は、
週1回の更新となります。
メ ー ル ：club-z@shizukiasato.net
受付時間：毎週火曜日13：00〜17：00
（祝日の場合は翌平日）
衣装協力
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姿月あさと初の郡山︑懐かしいけど新しい︑

日︑
福 島 県の郡 山に
い上ました︒
MCへ︑
姿月の楽し

﹁夢想遊泳﹂
︑﹁知床旅情﹂を歌

姿月が織りなすジャパニーズ・ポップスの世界
7月
い話で盛り上がりました︒
その

衣 装 変 え︑
ストライプのドレス

します︒
ここでアンコールによる

後﹁春よ︑
来い﹂︑﹁ SAY YES
﹂︑
﹁ Gold ﬁnger
﹂
︑﹁たしかなこと﹂
を歌い上げ︑一度ステージを後に

各 楽 器 がメロディを 奏でる

後はメンバー全員で手をつなぎ

げてごらん夜の星を﹂
を歌い︑
最

﹁ブランカ﹂
︑﹁夜明け﹂
︑﹁見上

︵写真上段右︶
で再登場︒

びていて︑
遠くのお客様も姿月
演は終わりました︒
︵写真下段左︶

今回は︑
ファンクラブ会員の方

ながらランウェイを 往 復 し︑
公

のみにプレゼントとして姿月直

をよく見えるようになっていま

を歌いながらステージへ向かい
筆のメッセージカードがテーブ

いらっしゃいますか？﹂
という問

めて私の歌 を 聞 く という 方は

に入りました︒姿月の
﹁今日初

カードをこの会 報 をご覧の皆

ね ︒実 際に 皆 様の席に 置いた

ファンクラブ会員ならではです

こういった特典がもらえるのも

ルの座席に置かれていました︒

いに対して会 場ではあ ちこち
さんだけにお届けします︒

メンバー紹 介では︑
榊 原さんが

感じられました︒

で手が挙り︑
地元の方の応援も

続いて
﹁ 異 邦 人﹂
を歌い︑
MC

ました︒

から登場︑﹁あの日に帰りたい﹂

した︒
そのランウェイの入り口側

ショーのよう なランウェイが伸

テージの中央からはファッション

のジャケットに 黒のパンツ ︒
ス

中︑
姿月登場︒衣装は短めの白

えしたいと思います︒

のディナーショーの模様をお伝

姿月あさと初となる郡山で

ショーが行われました︒

あ る ホテルハマツでディナ ー
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ら実際に舞台の上で着替えを

せられるんですよ﹂
という話か
することに
︵写真下段中央︶
︒

12. 夢／ドビュッシー

13. サンクトゥスⅡ
（パッヘルベルのカノンによる）／リベラ

14. 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」／マスカーニ

15. タンホイザー／ワーグナー

＜アンコール＞
愛の挨拶/エルガー
夜明け

2012年7月22日
（日）
ホテルハマツ 福島県／郡山
長野県／南佐久郡
2012年9月17日
（月・祝）八ヶ岳音楽堂

その後︑﹁ FROZEN LOVE
﹂
や

11. 別れの曲／ショパン

姿月あさと ディナーショー
in ホテルハマツ
姿月あさと クラシックス
with 榊原 大

﹁ 毎 回 姿 月さんの衣 装 を 着さ

10. オペラ
「カルメン」
より
『ハバネラ』／ビゼー

巻頭特集
8. SAY YES
9. Gold ﬁnger
10. たしかなこと
＜アンコール＞
11. ブランカ
12. 夜明け
13. 見上げてごらん夜の星を
あの日に帰りたい
異邦人
FROZEN LOVE
夢想遊泳
知床旅情
椰子の実
春よ、
来い
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ビジュアルレビュー

曲目リスト 1. 亡き王女のためのパヴァーヌ／ラヴェル
2. Ｇ線上のアリア／Ｊ.Ｓ.バッハ
3. アヴェマリア／カッチーニ

4. アルハンブラの想い出／タレガ
5. 悲愴／ベートーヴェン

6. 我が祖国から
「モルダウ」／スメタナ
7. リベルタンゴ／ピアソラ

8. トルコマーチ
（ピアノソロ）／Ｗ．
Ａ．
モーツァルト
9. 海の上のピアニスト／モリコーネ
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Report & Information from Manager
10月1日

９月15・16日

エリザベート 顔合わせ 稽古スタート。

10月5日
レコーデイング最後の作業、
マスタリング
立ち会い。
最終的な音決め、
曲間決めな
ど、
真剣です。
アルバム完成しました！

9月30日

大阪都島の太閤園
でディナートーク
ショー。
トークのあ
と
「夜明け」を歌い
ました。

華 麗 なるミュージ
カル音楽の世界ガ
ラコンサート本番。
姿月は「ビギン・ザ・
ビギン」、
「レベッカ」
「時が来た」の３曲
を歌唱しました。

９月17日

八ヶ岳高原音楽堂コンサート本番。午前
中はアルバムのジャケット撮影などを行
いました。

９月28日

9

「パーゴルフ」誌で狭山茶の取材。
この模
様は10月30日発売の同誌に掲載予定
です。

10月14日

フジテレビ系「ごきげんよう」収録。皆さ
んご覧いただけましたか？楽しいトーク
でした。

リストランテケン イベント
シェフの宮川氏
との料理実演な
どあり、終 始 楽
しい会となりま
した。

10月18日〜20日
10月17日〜20日まで、大阪と名古屋へ
CDプロモーションに行きました。
17日は大阪で朝日新聞取材。
18日は読売テレビ
「情報ライブミヤネ屋」生
出演の他、新聞の取材、FM収録など。19日
は名古屋に移動、中京テレビ「ラッキーブラ
ンチ」生出演の他、
ラジオ、新聞取材などを
受けました。20日はCBC「花咲かタイムズ」
に生出演しました。

;

,

❶FM大阪にて収録中
❷NHK大阪
藤村周子さんと
❸東海ラジオ
源石和輝さん、
堀真理子さんと。

❶

❷

❸

９月13日
★出演情報

11月中旬から、朝日新聞大阪版にて、姿月のインタビュー記事の連載が
始まります。掲載は大阪版のみですが、
デジタル版(インターネット版／有料）
で、全国の皆
様にもご覧いただけます。開始日が決定いたしましたらホームページで発表いたします。

◇ラジオ出演
●11月1日
（木）14:14〜 FM大阪「LOVE FLAP」
（13:00〜16:00）内「ECO FLAP」
（姿月の出演は14:14位からの予定です。）
●11月6日
（月）18:00〜18:50 NHKFM（大阪）
「FMサウンドポケット なみはな」
●11月7日
（火）、8日
（水）、9日
（木）東海ラジオ
「源石和輝 モルゲン！！」
（6:00〜9:00、姿月の出演は8:45位からの予定です。）
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榊原大さんと八ヶ岳コンサートのリハー
サル。

９月14日

新 緑に囲 まれた八ヶ岳 音 楽 堂でのコンサートの模 様 を 写 真のみのレ

榊原大さんとTHE PRAYER VIIの打
ち合わせ

,

９月１２〜１９日

ビューというかたちでお送り致しました︒
コンサート終了後は︑ Club-Z
会員
の皆さん限定のサイン会が行われました︒
多くの皆様にご参加いただきま

10月15日

レコーディングがスタートしました。詳細
はレコーディングレポートをご覧くださ
い 。最 初 から 最
後まで、本人がこ
だわり抜いた作
品です。皆様是非
お聴きください。

して︑
まことにありがとうございました︒

稽古前にタカラヅカ・スカイ・ステージの取材。
OGエンターテイメントTV NAVI#135
11月5日
（月）
23:00〜
（初回放送）

Z

9月29日

姿月あさと クラシックス
with 榊原 大
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9月

-

4

レコーディング、
ミックスダウン立ち会
い。
レコーディング大詰めです。
また、エリザベート衣装合わせなどもお
こないました。

8月１１日

ビジュアルレビュー

,

華 麗 なるミュージ
カルガラコンサート
リハーサル。
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