
2019年 3月 15日 (金) /〃 ベ ノ ゴ″ テ

広島県合唱連盟事務局
〒732-0006
広島市東区戸坂桜西町5-20

岩崎美保子 内
Tel&Fax:082-205-4958

2019年度以降の広島県合唱連盟の指標

26年ぶりに広島で開催 したコーラスワーク

ショップで始まり、2月 の合唱講習会で2018年

度の全ての事業を終えた。広島県合唱連盟は、

着実に若い世代のエネルギーと向上心が育って

きている。元号も平成から新 しい名前に変わり、

2019年度は9月 にふくやま芸術文化ホールリー

デンローズで、初めての中国合唱コンクールを

開催する。また、11月には第 1回全日本小学校

合唱コンクール全国大会が東京の新宿文化セン

ターホールで開催 される。これに先立って講師

に大谷研二先生をお迎えして開催予定の NHK

学校音楽コンクール課題曲講習会に、初めての

小学校合唱コンクール全国大会課題曲の講習会

も盛り込む準備を進めている。

被爆75周年を迎える2020年には、日本で開催

する2度 目のオリンピックと共に、国の行事で

ある 「全国都市緑化フェアー」が広島で開催さ

れる。東京オリンピックに世界各地から集まる

海外からの皆さんを、「人類初の被爆都市広島」
から 「平和と希望の象徴」として見事に復興し
た広島にお迎えして、開催される全国規模の国
の事業である。 1月末に松井広島市長が実行委

員長となり、県内の各市町村長を始めとする各

理事長 谷  千 鶴子

界の代表の方々による実行委員会が設立され

た。この事業に初めて吹奏楽連盟と合唱連盟の

代表が実行委員として加わることになり、私も

出席してきた。広島市の中央公園一帯をメイン

会場として、市民球場跡地がその本部となり、

花と緑と音楽の街 「広島」らしい全国都市緑化
フェアーをロオ旨すと言うことになる。
また2020年は被爆75周年でもある。被爆体験

の証言をされている方々の体験に基づいて生ま

れた 「レクイエム碑」「原爆小景」「サ|は とわ

に美しく」等、多くの合唱音楽がある。被爆75

周年を迎えるにあたって、2019年は広島県合唱
連盟が 「平和への発信とその継承」に何が出来
るのかを皆さんと考えていく年なのかもしれな
い。2021年には広島県合唱連盟は創立60周年を

迎える。今年7月 に5年 に一度、世界中から20

万人の音楽愛好者を迎えて開催されるエス トニ

ア:タリンの音楽祭への旅に、広島から11人の

参加を得て実施される。武器を一切使わずに

人々の歌の輪で、旧ソ連からの独立を果たした
エス トニアの人々の 「音楽が平和を生み出した

力と音楽によるメッセージ」を、広島県民とし

て学習してきたい。

平成31年度総会のご案内

今年度の合唱連盟事業も皆さま方のご参加と

多大なご協力を頂き無事に終了致 しました。御

礼申し上げます。

平成31年度総会 を4月 21日(日)午後 2日寺から

RCC文 化センター会議室 7-34(広 島市中区橋

本町 5-11)で 開催 します。総会は30年度事業

報告 0決算報告ならびに31年度事業計画 ・予算

案の審議をいただきます。各団登録の会員のご

出席はもとより、指揮者の方々も是非ご出席を

いただきたいと存 じます。広島の合唱界の向上

と発展のためのご意見を期待致 します。

総会のご案内は3月 初旬に発送いたします。

加盟申込の手続きは3月 末までの書類提出、5

月末までの加盟費納入で完了いたします。総会

の出欠の葉書返信も含めて、お忘れなく御手配

ください。また、新規加盟希望の団体について

事務局長 岩 崎美保子

の御情報は県合唱連盟事務局まで御一報くださ
い。

昨年の総会より
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広島県合唱コンクール開催のお知らせ ♪

コンクール部長 渡 部展至

2019年度、第58回広島県合唱コンクールを下
記のとおり開催 します。開催要項、参加要項お
よび参加申込書は、4月21日lB)開催の広島県合
唱連盟総会にて加盟団体に配布するとともに連
盟ホームページに掲載します。
今年度は、小学校部門の全国大会が開催され

ます。各部門とも奮ってのご参加を心よりお待
ちしています。

言己
日時 :2019年8月 11日 (日・山の日)

10時00分開演～18時00分終演 (予定)
会場 :広島市安佐南区民文化センターホール

部門および編成区分 :

◆小学校部門  6名 以上
◆中学校部門
①混声合唱の部 8名 以上

②同声合唱の部 8名 以上

第13回ヴォーカルアンサンブルコンテス ト♪

声楽アンサンブル部長 原 田典枝

2019年の歌い始めを、ヴォーカルアンサンブ
ルコンテス トに出演の団体、当日お集まりの聴
衆の皆様と共有できました事に改めて感謝申し
上げます。

1月20日、エリザベ ト音楽大学セシリアホー

ルで33団体の声の競演にいよいよの期待を高め
てホールにご来場の皆様は各々の演奏をお楽 し
みいただきました。

アンサンブルコンテス トの特色は各演奏後の

審査員の先生方の的確、且つ愛情溢れる講評を
一同で共有できると言う点にあります。なるほ
ど…そんな所をさらに深 く意識 して歌い合えば
この演奏が際立ち、仲間の絆が歌によりさらに

強い繋がりに発展する。会場納得の講評に演奏
の素敵な点にも気づき大きな拍手が送 られてい
ました。

年毎に新 しいグループや小学生の皆さんのご

参加も増え、加えて連続出場の方々も益々勢い
をましてアンサンブルコンテス トを盛り上げて
くださいました。

共催のエリザベ ト音楽大学、合唱連盟のス

タッフの皆さんの見事なアンサンブルが今回も
温かいハーモニー溢れるコンテス ト開催に繋
がったことと心に深く留めた一日となりました。

どうぞ来年も皆様で豊かなアンサンブルコン

テス ト開催にお力添えいただけますようお願い

申し上げます。

◆高等学校部門
①Aグループ (小編成の部)8名 以上32名以下
②Bグループ (大編成の部)33名以上
◆大学職場一般部門
①大学ユース合唱の部 8名 以上 (28歳以下)
②室内合唱の部
③同声合唱の部
④混声合唱の部

6名 以上24名以下

8名 以上

8名 以上

沼丸 晴 彦 合 唱指揮者・和歌山県合唱連盟理事長
申込締切 :6月 15日l■l必着

説 明 会 :6月 30日(日)10:00-12:00

安佐南区民文化センター 。大会議室
問 合 せ :渡部展至 丁巨L&FAX 082-233-9682

(携帯)090-7991-3086
E"rrlall:duke.ducks@s9口dion口ne口jp
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岬[ 三lo甲ヴォーカルアンサンブル::lンテストhひろしま受賞結果

呉港高等学校ブラスバンド部 (ジュニア&中 高生部門)

鶴学園なぎさ公園小学校合唱クラブ (小学生爾
重広島市立高屋中学校合唱部_A(ジ 三ニァ&中 高生部Fl)

Men's Vocal Ensemble“ 寺漢
"

Chorsal≪コールサル≫
コーフスグループ☆ベガ
安田学園安田女子高等学校音楽部 apple

安田学園安田女子高等学校音楽部ころと石百百丁丁IT
ノートルダム清心高等学校合唱部 pansy
生二上生三ム清心高等学校合唱部 apttcot
東広島市立高屋中学校合唱部 B
囲剛囲鵬ヨ扁熙欄榊鏑測田僻盤盤i壼11護霊轟翻奎11難11轟総彗:載難饉菫菫111職11:撃i華:職聯:華難難喜華:彗難豊導彗壺:
Ensemble Furuchika

はい、|ざっきりはん
広島市役所合唱団
ぼっきり半端ないって
コーラスグループラ♪ドルチェ

SnOWdrOp(待 雪草)
合唱団くすのき
The Bell Emmanuel rings
広島市立南観音小学校合唱クラ
広島市立東野小学校合唱クラブ東野コン0ブリオ
広島市立神崎小学校合唱クラブ
尾道市立高須小学校夢キラ合唱部 A

尾道市立栗原小学校 栗 リン

広島市立南観音小学校合唱クラブ Bチ ーム
尾道市立栗原小学校 マ ロン

尾道市立高須小学校夢キラ合唱部 B

∠_Tトルダム清心中学校音楽部 な でしこ宅急便
ノー トルダム清心中学校音楽部 こ こあ
コーロ ・ステルラ (福山暁の星女子中学 ・高等学校)
スターボーイズ

v > t > ) t v t t l v
合唱団うたがき

広島市立神崎小学校合唱クラブ (

Snowdrop(待 雪草)(長 谷川先生選出)
尾道市立栗原小学校 栗 リン (小林先生選出)
ュI口 ,ステルラ (福山暁の星女子中学・高等学校)(佐々木先生選出)
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平成30年度合唱講習会報告

2月 2日 、 3日 、JMSア ステールプラザ多
目的スタジオにて、本年度は合唱指揮者 。大阪
音楽大学学長、本山秀毅先生をお迎えし開催 し
ました。 1日 日、分かり易い具体的な指導に、
多 くの気付きを共有でき、また受講曲 「群青」
を是非共に歌いたいと参加された方々に、先生
が熱 く語 られる合唱の力も実感できました。講
習会 2日 目は指揮法 ・指導法講習会。もう一日
指導を受けたいと聴講参加された方々も沢山居
られました。コーラスクリニックには、寺漢、
広島カン トライの2団 体が受講されました。ご

参加頂きました皆様、2日 目のモデル合唱団を

勤めて下さった、ノー トルダム清心、東広島市
立高屋、安田学園女子各中学校の皆様、有難 う
ございました。お二人の受講者が感想を書いて
下さいました。

合唱講習会を受講して

ヴォーカルアンサンブル凛 竹 本勢津子

2日 間にわたり、本山秀毅先生の講習を受講
させていただきました。

1日 目の発声では、「呼吸」と 「響き」につ
いて。腹式呼吸の最も自然な流れを教えて頂
き、声の運びが変わっていきました。響き、に
ついては 「奥歯を上げて」の一言で、スッと全
員の音色が明るくなり、驚きの瞬間でした。「群
青」が生まれたエピソードも直接伺うことがで
き、かけがえのない時間となりました。
2日 目の 「指揮法 ・指導法講習会」では、器

楽とは違う、合唱指揮ならではのポイントを教
えて頂きました。まず、「言葉」があり、その

言葉を指揮する、ということ。決して音符を歌
うような指揮にならないことを一貫して教えて
くださいました。モデル合唱団の中学生にとっ
ても有意義な講習になるよう、練習に生かせる
ア ドバイスを盛り込んでくださいました。

研修部長 金 子則子

本山先生、そしてこの合唱講習会を開いて下
さった全ての方に心からお礼申し上げます。

指揮法を受講 して

福山暁の星女子中学 ・高等学校 奥 野紀子

「このソプラノのメロディー、どんな風に歌
わせたいですか?」私は本山先生に質問され、
とっさに「明るい温かい声で…」と答えました。
すると先生はこう言われました。「明るい声っ
て投げかけた時にどんな反応になりますか?歌
い手の受け止め方まで責任を持った発言になっ
てますか?その声を出すにはどうするのか、そ
れを伝える言葉は?」 (あぁ、基本的なことが
おろそかだ…ガーン !)一 このように、本山先
生は指揮やそれに伴う指導の仕方をわかりやす
く教えて下さいました。私は 「ガーン !」の連
続でしたが、先生のお人柄と柔らかな関西弁の
せいでしょうか、会場は終始和やかな雰囲気で
した。そしてなんと言っても、モデル合唱の生
徒さんの素晴らしい声 !清らかな歌声に包まれ
て学ぶ喜び !「夢みたものは」の詩ではありま
せんが、まさにここに 「一つの幸福」がありま
した。関わって下さった全ての皆様に心より感
謝しております。
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:

◆福山暁の星女子中学・高等学校コーロ0ステルラ

と室内管弦楽クラブ Le Concett de Pttntemps
～春の演奏会～

▽日時 :3月 23日l■113時30分
▽場所 :県民文化センターふくやま
▽入場料 :無料
▽曲目 :フ ォーレ作曲 「小ミサ曲」、デイリー

作曲 「アヴェ・マリア」他

◆第24回ひらのファミリーコーラスコンサート
▽日時 :4月 28日(日)13時45分
▽場所 :広島市南区民文化センターホール

▽入場料 :無料
▽出演:大竹女声合唱団、コーロ・デ0ヒラソル、コー

ロ0ナトゥラーレ、コールマイン黒瀬、他全12団体

◆混声合唱団コア・リーデンローズ第9回定期演奏会
▽日日寺:4月 28日(日)14日寺
▽場所 :県民文化センターふくやま

▽入場料 :1,000円 (中学生以下無料)
▽曲目 :祈 りのステージ、わらべうた民謡、新

しい歌他

◆東広島児童合唱団第38回定期演奏会
▽日口寺: 5月 5日  (日 ・祝)14日寺
▽場所 :広島大学サタケメモリアルホール

▽入場料 :800円

▽曲目 :愛唱曲、ミュージカル 「天使にラブソ

ングを」他

◆広島オルフェオン第34回定期演奏会
▽日日寺: 6月 2日 (日)14日寺
▽場所 :広島市西区民文化センター

▽入場料 :800円 (全席自由)
▽曲目 :男声合唱のための熱唱曲集 「夢をあき

らめないで」、男声合唱組曲 「白き花鳥図」他
▽賛助出演 :崇徳高等学校グリークラブ

◆広島市役所合唱団第28回定期演奏会
▽日日寺: 6月 2日 (日)14日寺
▽場所 :広島市東区民文化センターホール

▽入場料 :800円

▽曲目 :合唱組曲 「雪と花火」、「暗くて泣きた

くなる男声合唱曲集」より他
▽賛助出演 :アンサンブル ・ポケット

◆合唱団ある第33回定期演奏会
V日 目寺: 6月 8日 l■118日寺30分
▽場所 :JMSア ステールプラザ 大ホール

▽入場料 :1,000円 (中学生以下入場無料)
▽曲目:混声合唱のための「原爆小景 (完結版)」
より、「念佛踊」他

「第42回全日本おかあさんコーラス

中国支部広島大会」開催のお知らせ
おかあさんコーラス部長 檜 谷 守

来たる6月 23日(日)表記大会を開催 します。今

年は廿日市市のさくらぴあです !42回を数える

今大会ですが、この舞台を心待ちにしている方

も多 くいらっしゃるのではないでしょうか。私

も今から楽 しみです !!

今年も広島県内外の著名な先生方をお招きじ

て講評をいただきます (順不同敬称略)。

○岸  信 介/合 唱指揮者

○鈴木捺香子/合 唱指揮者

○内田陽一郎/声 楽家

○折河 宏 治/声 楽家

〇小林 知 世/ピ アニス ト

今年の全国大会は金沢市で開催 されます。全

国大会をめざしてがんばりましょう。なにより

参加者全員で大いに盛りあがり、一緒に楽 しい

大会を作りあげましょう。

皆様からの多くの参加をお待ちしております。

◆第13回廿日市市合唱祭
▽日日寺: 6月 9日 (日)11日寺

▽場所 :はつかいち文化ホール ウ ッドワンさ

くらびあ大ホール

▽入場料 :無料
▽出演 :廿日市市内の30団体の合唱団

◆広島合唱団創立65周年ふたつの音楽会
▽日日寺: 7月 6日 l■114日寺、 17日寺30分

▽場所 :広島県民文化センターホール

▽入場料:指定席2,500円、一般自由席2,000円、

障 ・中 ・高生1,000円、小学生500円

▽曲目 :山ノ木竹志コンサート、ピースコンサート

◆広島メンネルコール第49回定期演奏会
▽ 日日寺: 7月 7日 (日)14日寺

▽場所 :JM Sア ステールプラザ大ホール

▽入場料 :1, 0 0 0円

▽曲目 :無伴奏男声合唱のための「優 しき歌」、

男声合唱とピアノのための「慕詩―こいうた」他

◆第54回広島中央合唱団定期演奏会
▽日時 :7月 15日 (月0祝)14日寺
▽場所 :安芸区民文化センター

▽入場料:900円、学生600円 (中学生以下無料)
▽曲目 :混声合唱組曲「水のいのち」、メンデル

スゾーン作曲オラトリオエリアより第1部全曲他

▽広報担当連絡先▽

〒730-0852広島市中区猫屋町3‐24o1404

広島県合唱運盟広報担当 大 石啓造

TEL&FAX:082…297-1181 E‐mail:oishik@mac.com


