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「第42回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」が

もうすぐ開催されます!!
26団体の女声合唱団が一堂に会 して、今年も

おかあさんコーラス大会を開催いたします。参

加団体はこの日のために厳 しい練習に励み、そ

の成果 を存分に発揮 して必ずや素敵な演奏 を

ホールいっぱいに響かせてくださることでしょ

う。今年の大会も華やかで楽 しい大会になると

確信 しています。

右表のとおり出演順も決まり、どの団体も本

番に向けて猛練習中です !当日はぜひ会場に足

を運んでいただき、舞台でキラキラ輝 くおかあ

さんを力いっぱい応援 してください。

大会要領は次のとおりです。

日 時 :2019年6月 23日(日)10時30分開演

会 場 :廿日市市 ウ ッドワンさくらびあ

入場料 :前売券800円 当 日券1,000円

きっと楽 しい大会になります。皆様のご来場

を心からお待ちしております。

おかあさんコーラス部長  檜 谷 守

《出演団体と出演スケジュール》

コール ・フル ー メ

2 ヴォーカル
“
夢

"

3 フェミニンコール広島

4 コーロ ・ナ トウラーレ

5 東広島女声 ViaLactea

6 山陽高校 PttA“スマイルコーラス
"

7 コール ・卜ロイメン

8 コーロ ・フィオーレふるた

9 コール ・マイン黒瀬

コールゆうかり

コー ロ 0ペ ル レ

女声コーラス ポコアポコ

コーラスリんどう

広島女声合唱団

コール ・インウィ

ぱすてるもとおん

プティフルール ・アンサンブル

コーロ ・デ ・ヒラツル

フラウエンコール布野

20 尾道 コールあい

マミーシャンテ

22 アンダンテ

23 レディースコーフス虹

24 アンサンブルポケット

25 尾道女声合唱団まどか

26 大竹女声合唱団

昨年の大会より
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2019年度総会報告

4月 21日、RCC文 化センター会議室で県連

総会が開催 された。加盟96団体 (4/21現在)の

うち出席が64団体、委任状提出が26団体によ

り、連盟規約に則 り総会成立、所定の議題に

沿って理事長の議事進行により、次のように審

議がなされた。

寺沢副理事長より平成30年度事業報告、事務

局からの収支決算報告および補足後、三上監事

による会計監査報告があり、質疑なく議案は拍

手をもって承認された。続いて、竹本副理事長

より平成30年度県連の事業計画案を、福原副理

事長より全 日本 ・中国支部関連事業計画の説

明、事務局から収支予算案の説明をした。予算

案についての助言を頂き、感謝するとともに努

力の意思を伝えご理解を得た。2019年度事業計

画案と予算案は拍手をもって承認された。続い

て各専門部から本年度の各事業についての説明

2019年 度  広 島 県合 唱連 盟 事 業 計 画

事務局長 岩 崎美保子

と参加 。来場等のお願いをした。第58回広島県

合唱コンクールについての質問は全日本合唱連

盟事務局に確認後、翌日回答 した。被爆75周年

事業についての質問には、理事長より取組の方

向性を伝えた。最後に各加盟団体からの演奏会

開催告知を経て総会は閉会 した。以上、2019年

度総会の報告を致 します。平素の各加盟団体の

皆さまのご理解、ご協力、ご支援に感謝申し上

げます。今年度も合唱連盟開催の大会 0事業ヘ

の積極的なご参加と、加盟団体各位の益々の飛

躍を期待致 します。

【新規加盟団体の紹介】
・広島市立牛田小学校合唱部 (小学校)
0合唱団オリオン (一般)

＝圏

¨
:確轟

4 日 2019年度総会 RCC文化センター会議室7-34

6

土

日

合唱講習会
NHK全国学校音楽コンクール課題曲講習会&

全日本合唱連盟2019年度小学校指導者育成講習会

大谷研二 (合唱指揮者)

エリザベ ト音楽大学

ザビエルホール

日
第42回全日本おかあさん

コーラス中国支部広島大会

岸 信 介 (合唱指揮者 0全 日本合唱連盟理事長)

はつかいち文化ホール

ウッドワンさくらぴあ

鈴木捺香子 (合唱指揮者 ・京都府合唱連盟理事長)

内田陽一郎 (声楽家 ・広島県合唱連盟名誉会長)

折河宏治 (声楽家 ・エリザベ ト音楽大学准教授)

小林知世 (ピアニス ト)

8 日 第58回広島県合唱コンクール

安積道也 (指揮者 ・オルガニス ト)

広島市安佐南区民文化
センターホール

今井邦男 (合唱指揮者 0全日本合唱連盟常務理事)

清水敬一 (合唱指揮者・全日本合唱連盟東京支部長)

沼丸晴彦 (合唱指揮者 ・和歌山県合唱連盟理事長)

9 土

日

第58回中国合唱コンクール 青山恵子 (声楽家)江 上孝則 (指揮者)金 川明裕 (合唱指揮者) S、くやま芸術文化ホール

リーデンローズ清水雅彦 (合唱指揮者)新 実徳英 (作曲家)

日
広島県合唱フェスティバル

2019

太 田 務 (合唱指揮者)

三次市民ホールきりり勝部俊行 (合唱指揮者・全日本合唱連盟中国支部長)

斉田好男 (指揮者 ・全日本合唱連盟関西支部長)

山脇卓也 (合唱指揮者)

20

月・祝 2019年度第2回総会(役員改選) 」MSアステールプラザ大会議室

日
第14回ヴォーカルアンサンブル

コンテストinひろしま

松村 努 (合唱指揮者 ・全日本合唱連盟常務理事)

小林良子 (声楽家 ・エリザベ ト音楽大学専任講師)

未定

エリザベ ト音楽大学
セシリアホール

2 ８

９

土

日

広島県合唱講習会 波多野睦美 (声楽家) ふくやまリーデンローズノlホヽール

JMSアステールプラザオーケストラ等練習場
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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。皆様のご参加とご来場を

心よりお待ちいたします。

日 時 :20 1 9年8月 11日 (日・祝)

10時30分開演～18時00分終演 (予定)

:安佐南区民文化センターホール

:◆中学校部門 (午前)

◆高等学校部門 (午前)

◆小学校部門 (午後)

◆大学職場一般部門 (午後)
:(敬称略、五十音順)

道也 (あずみ み ちや)

指揮者 ・オルガニス ト

邦男 (いまい く にお)

合唱指揮者 0全 日本合唱連盟常務理事

清水 敬 ― (しみず け いいち)

合唱指揮者 ・全日本合唱連盟東京支部長

沼丸 晴 彦 (ぬままる は るひこ)

合唱指揮者 ・和歌山県合唱連盟理事長

入場券 :前売券800円、当日券999円

(小学生は当日券のみで500円)

♪11月3日 (日 0祝)に は、第72回全日本合唱

コンクール全国大会小学校部門として第 1回全

日本小学校合唱コンクール全国大会が、新宿文

化センター大ホール (東京都)に て開催 されま

す。

♪第58回中国合唱コンクール

9月 21日l■l高等学校部門 ・大職一般部門

(大学ユース合唱)

9月 22日lH)中学校部門 ・大職一般部門

(室内 ・同声 。混声)

♪第72回全日本合唱コンクール全国大会

10月26日l■l高等学校部門

(A・ Bグ ループ)

10月27日(日)中学校部門

(混声合唱 ・同声合唱)

11月23日 (土・祝)大 職一般部門

(大学ユース合唱 ・室内合唱)

11月24日lH)大職一般部門

(同声合唱、混声合唱)

支部理事会 ・全 日本合唱運盟総会の報告

広島県合唱連盟理事長 谷  千 鶴子

令和元年を迎えようとする4月 28日、中国支

部理事会が、朝日新聞広島総局会議室で開催 さ

れた。今年度の主要議題は各県のおかあさん大

会参加団体数減の状況と、11月に初めて東京で

開催 される小学校部門全国大会への取り組みに

つぃてである。おかあさん大会については全国

的に高齢化で合唱団が存続出来なかったり、出

場する団体数が減少 している。キューピー株式

会社の補助金のお陰で、全国的には赤字になら

ないが、支部 5県 の中では10団体が集まらず、

急遠一般の女声合唱団から公募で集めて開催に

漕ぎつけている県もある。将来、2県 での合同

開催もあるだろう。

小学校部門については5県 が全国大会への出

場を期待できる様では無いが、ふくやまリーデ

ンローズ大ホールでの中国コンクール開催担当

の広島県連は、 1日 目にコンクール県大会の小

学校部門で優秀な成績を収めた団体が、エキシ

ビジョンで演奏する事が出来るように提案 し、

承認された。

続いて令和元年5月 19日、全日本合唱連盟総

会が築地の朝日新聞東京本社で開催 された。長

年事業担当として活躍されてきた梅田昌和氏が

事務局長として初めて臨んだ総会だ。午前中に、

平成30年度の事業報告、決算報告、令和元年度

の事業計画、予算案が審議され、承認されたが

ここでも各事業に対する少子高齢化により、事

業と加盟費の減収が話題になり、こどもコーラ

ス大会、男声合唱フェステイバルを本年度は開

催 しない事、コーラスワークショップが3日 か

ら2日 に縮小される事が承認された。午後から

は、2020年度以降のコンクール開催規定の質疑

応答が自熱 し、コンクール部会での審議決定事

項が承認に至 らず、次回に持ち越されたのは異

例の展開だった。私にとって、今回の全日本合

唱連盟総会は、少子高齢化に向かい、全国的な

事業に参加できない合唱人や団体の仲間たち

に、合唱連盟はどの様な役害Jを果たせるのか、

果たすべきなのかを考えさせられる総会 となり

ました。

審査員

安積

今井
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少年少女合唱 と日本伝統音楽 とのコラボ

広島ジュニアコーラス代表 谷  千 鶴子

広島ジュニアコーラスは近年、枠に捉われな

い活動をしてきた。世代、地域、ジャンル、国を超

えた活動等、様々であるが、これらの活動を通

じ、子どもたちの成長には目を見張るものがあ

る。2013年には広島県連公募合唱団の NY国 連

本部での演奏会の為に、「平和 と希望」を主題に

した子どもの詩が公募され、16人の団員が応募

し、 5人 が入賞を果たし、6年 生の団員の詩「私

は想 う」が最優秀賞を受賞 し、NYの 作曲家によ

り合唱曲となり、2014年の国連での演奏会で初

演された。この事が子どもたちの詩の取り組み

を大きく変え、新実徳英先生の作曲により、団員

の詩による合唱組曲も生まれた。音楽は耳から

学ぶ文化だ。合唱団の子どもたちはどう歌った

ら自分たちの演奏で、詩人と作曲者の想いを聴

衆の皆さんに伝える事が出来るかを常に心がけ

るようになった。旋律、リズム、ハーモニーによ

る様々な色合いを感じ取り、指導者と共に合唱

音楽を作り上げていく喜びを得たのだ。

さて、日本の伝統音楽は、4度 間の異なる組

み合わせによる4つ の旋法からなる。わらべ歌

や民謡、三味線や琴の音楽、雅楽の旋法、沖縄

の旋法による音楽である。 4月 の定期演奏会で

は久々に日本の旋法による音楽と、昭和の子ど

もたちの遊びをテーマに開催 した。幼児から高

校生までの団員が自然に、北越戯譜を始めとす

る5曲 を歌い上げ、同時に太鼓本舗かぶら屋の

皆さんと共演も楽 しんだ。

8月 にジュニアは広島県少年少女合唱連盟定

期演奏会の主管を務めることになり、先の演奏会

の経験を一歩進めて、6つ の少年少女合唱団と日

本伝統楽器による合同演奏を企画 している。曲は

懐かしいわらべ歌や夏祭りの囃子歌4曲 からな

る「子供の四季」だが、15種の弦 0管 e打楽器によ

る邦楽奏者の華麗な演奏により、初めての経験を

楽 しむ6つ の合唱団の力演が期待される。会場

は広島市西区民文化センターホール、8月 18日日

曜午後2時 開演です。是非、ご来場ください。

◆ 」oint  C o n c e r t  2 0 1 9  -「歌うということ」―

▽出演 :合唱団ある、広島大学合唱団、神戸大

学混声合唱団アポロン

▽日時 :6月 30日(日)13時30分

▽場所 :広島大学サタケメモリアルホール

▽入場料 :500円

▽曲目 :無伴奏混声合唱のための「カウボーイ・

ポップ」より、「沈黙もまた、重力に抗って」混声

合唱のために他

◆広島県少年少女合唱連盟第41回定期演奏会
▽日日寺:8月 18日(日)14日寺

▽場所 :広島市西区民文化センターホール

▽入場料 :600円

▽曲目 :加盟6団 体 (広島少年合唱隊、広島ジュ

ピター少年少女合唱団、呉少年合唱団、東広島

児童合唱団、みよしKIRIRI児童合唱団、広島

ジュニアコーラス)の演奏、ゲス ト(くまの 。み

らい合唱団、太鼓童子こかぶ広島、和楽器集団

ぐる一ぷ
“
樹

")と
の共演

◆呉混声合唱団第46回定期演奏会
▽日日寺: 9月16日 (月 0祝)14日寺30分

▽場所 :呉信用金庫ホール(旧呉市文化ホール)
▽入場料 :無料
▽曲目 :混声合唱組曲「花によせて」から、呉混

50周年記念ステージ 「唱歌の四季」他

◆コーロ・ベルレ第5回演奏会
アヽ日日寺:10月6日 (日)14日寺

▽場所 :広島県民文化センターホール

▽入場料 :無料
▽曲目 :女声合唱とピアノのための 「みらいの

うた」、さだまさし名曲集他

▽広報担当連絡先▽

〒730-0852広島市中区猫屋町3日24‐1404

広島県合唱連盟広報担当 大 石啓造

丁EL&FAX:082-297-1181 E口mail:oishik@mac口com


