
2014年 3月 10日 (月) /〃 ベ タ ノ″ テ

広島県合唱連盟事務局

〒739-1732

広島市安佐北区落合南
8-9-11岩崎美保子 内

Tel&Fax 082-843-0549

第8回 ヴォーカルアンサンブルコンテスト開催まもなく

第 8回 を数えますヴォーカルアンサンブルコ

ンテス トinひ ろしまは3月 16日0に 開催が近
づいて参りました。

今回のコンテス トには、審査講評委員として、

合唱指揮者の武田雅博先生をお迎えします。ま

た、毎回共催 して頂いているエリザベ ト音楽大

学からは声楽家の林裕美子先生と作曲家の坪北

紗綾香先生に審査講評をお務め頂きます。演奏
後すぐそのグループに対する講評が聴けるのも

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 20日(日)開催の広島県合

唱連盟総会にて加盟団体に配布 します。

皆様のご参加を心よりお待ちいたします。

日時 :平成26年8月 10日(日)
10時30分開演～16時30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 :

◆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

◆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 28歳以下、8名以上
②室内合唱の部    6名 以上24名以下
③同声合唱の部    25名 以上
④混声合唱の部    25名 以上

声楽アンサンブル部長 寺 沢希

広島で開催するアンコンの特徴となっておりま

す。
なお、今回より部門が設定され、各部門合計

で33団体のエン トリーがありました。観客の投

票によるオーディエンス賞、グランプリ受賞団

体による受賞者演奏も始まります。当日は是非
ご来場いただき、今年度最後の連盟行事を盛り

上げてくださることをお願いいたします。
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審査員 (敬称略、順不同):
片山みゆき 合 唱指揮者 ・武蔵野音楽大学講師

岩崎洋一 合 唱指揮者 ・福岡県合唱連盟理事長

伴谷晃二 作 曲家 ・エリザベ ト音楽大学名誉教

授

漬本恵康 ピ アニス ト0広島大学大学院教授

桂 政 子 声 楽家 ・エリザベ ト音楽大学准教授

申込締切 :6月 13日lel必着

説明会 :  7月 13日(日)10:0 0～12:00

安佐南区民文化センター大会議室

問合わせ :国分裕 丁EL&FAX 0829-56-2860

E―rnail:kokubu@violin口ocn口ne.ip

(現コンクール副部長、平成26年度
コンクール部長就任予定)

なお、平成26年度の中国合唱コンクールは、

広島県で開催されます。9月20日l■l・21日0、
会場は上野学園ホールです。

《出演団体 (出演順)》
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広大グリーOBOバ ーバーショッパーズ 四季が丘小学校Aチ ーム 室内合唱団
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2 安田学園安田女子高等学校音楽部Sun 10wers 尾道市立栗原小学校 B 20 レディースアンサンブル う～ら

3 安田学園安田女子高等学校音楽部六角形 藤の木小学校 山陽女学園高等部コーラス部

4 ノートルダム清心中学校音楽部なでしこ 熊野児童合唱団 22 四季が丘ジュニアコーラス

5 ノートルダム清心高等学校合唱部 クビリー 四季が丘小学校 Kチ ーム 23 広島市役所合唱団

6 ヴォーカルアンサンブル CoroLin 広島市立幡町小学校合唱クラブ 24 失恋ぽコラティエ

7 ensemble pomme ミ ー ヨ ノ 25 ノートルダム清心中学校音楽部 マリアン

8 広島大学合唱団男声≪雨男≫ 尾道市立栗原小学校A 26 東広島ユースクワイア
“∞"!nln仕
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9 Vocal Ensemb:e“ SACRE" 四季が丘小学校 Bチ ーム 27 広島大学グリークラブOB合唱団コール・ス回―ンチェ

10時から開会式、18時20分から表彰式を行います。出演時間は多少前後する可能性があります。

広島県合唱コンクール開催のお知らせ♪ :
コンクール部長 原 田典枝 :

平成26年度、第53回広島県合唱コンタールを ]

28 ノートルダム清心高等学校合唱部 ひまわり

29 ぽきっリー

30 スターボーイズ

コールミュゼ

コール・ビビッド

33 広島大学合唱団
"bri Hante
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ビバ !マ エス トロ ・大谷研二 !!指揮法講習会(1)と女声合唱講習会を終えて
研修部長 亀 井晴美

れました。まだまだ課題は山積みですが、これ
からの練習にいかしていこうと思っています。
本当に貴重な体験でした。(尾道女声合唱団ま
どか)

「女声合唱講習会に参加 して」
指揮者 大 崎巳樹代

大谷研二先生をお迎えしての合唱講習会に参
加 しました。優 しく楽 しいご指導の中に、女声
コーラスに必要な三要素 『清 らかさ、柔 らかさ、
ほのかな色気』を追い求め、その声になるまで

決 して諦めないその姿勢。大谷先生の指揮で

歌ったボブ 0チ ルコッ ト作曲の <お ぼろ月夜
><村 祭 ><故 郷 >で 沢山の勉強が出来ました。
今回強 く印象に残った言葉は、「音程の悪さや
声の揺れを、自らが拒否する美意識を持ち続け

〔私たちの合唱団は音で勝負 !に しよう。〕こ
の言葉を糧にして、合唱指揮に励んでいきたい

と思います。(ラルモニア ・エテルナ)

今年の合唱講習会は1月26日と2月 1日。2
月23日と3月 2日 の計 4日 。現在前半の指揮法
講習会(1)とコーラスクリニック ・女声合唱講習
会が'斉んだところである。バッハ、モーツアル

ト、あの時代のマエス ト回の再来か !?を思わ
せる威風の大谷研二先生であった。
微動もせぬその姿勢から発せられる言葉に受

講者みな魅了されてしまった。学識と経験に裏
打ちされたその的確な表現は優 しいけれど音に
対する妥協を許さぬ姿勢でどこまでもまっすぐ
で清澄な音を要求された。
指揮法講習会は全 3回 のうちの 1回 日、13人

の参加。講義と実技。中身は実に濃い。 1団体
のみとなったコーラスクリニックは団員33人の

演奏、聴講 した人50名。今大ブレーク中の大藤
史作曲の 「あなたへのうた」の中から。もう1
団体応募が欲 しかったクリニックであった。女
声合唱受講者は182人で会場は熱気にあふれ納
得の頷きと笑いが絶えなかった。

次いでクリニック受講の指揮者と女声合唱講
習会に参加された同じく指揮者のお二人に寄稿
していただいた。

「コーラスクリニックを受けて」
指揮者 山 北恵子

2月 1日、大谷研二先生のコーラスクリニッ
クを受講 しました。私たちの受講曲は大藤史作
曲の <さ くら>で した。この曲は、今 まで取
り組んだことのないポップスの曲で初挑戦で
す。とても緊張 しました。先生のお話の中に「女
声合唱の魅力は清 らかさ、優 しさ、ほのかな色
気、この3つ であり、これをいつも意識 して練
習する必要がある」。なるほどと再認識させら

心からこころへ 広島からニューヨークヘ

2つの「平和と希望のコンサート」開催
理事長 谷 千鶴子

平和と希望の合唱団広島とエリザベ ト音楽大

学室内合唱団は、3月 23日に広島を発ち25日に

NY国 連本部経済社会理事会会議場、26日に聖
ヨセフ教会で 「平和と希望のコンサー ト」を開

催 します。25日のコンサー トは、日本政府国連

代表部と共催で、大谷研二氏の指揮 0山本観山

氏の尺八による 「追分節考」で開幕 し、国連合
口昌団 。Children"s Orchestra Societyの弦楽 オ

ケによる 「私は想う」の初演と 「大地讃頌」で

幕を開じます。
26日には1830年代に NYで 最初に建てられた

カ トリックの聖ヨセフ教会で、フィリピンレイ

テ島台風被災者支援コンサー トを開催 します。

昨年夏に広島で素晴らしい演奏を聴かせてくれ

たYPCと NYの 誇る UGC大 学グリークラブ

OBの メンバーによる20人の男声合唱 丁he ten

との共演です。3月 に入りましたら、県連のホー

ムベージとフェイスブックを通 じて、 リアルタ

イムの映像も交え、ご紹介 します。どうぞご期

待 ください。

国連本部経済社会理事会会議場
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第2回総会報告と26年度春季総会ご案内
事務局長 岩 崎美保子

1月 19日(日)午後 2時 からアステールプラザ大

会議室において平成25年度第 2回 総会を開催 し

ました。平成26年度春期総会に先立つ役員改選
のための2年 に 1度 の今回の総会では、平成23

年度総会から継続 してお話申上げておりました

連盟費改定の提案を含め、次の審議が成されま

した。

① 平成25年度中間事業報告

② 連盟費改定について

③ 役員改選

④ 平成26年度事業計画 (案)

⑤ その他各専門部からの報告と岡山県で開催

される全 日本合唱連盟主催 「男声合唱フェ

スティバル」についての御案内と説明。

閉会後、恒例の加盟合唱団からの演奏会告知

を行いました。連盟費改定については収支実績0

計画、値上げ額に至るまでの算出の経緯を提示
の上、春季総会にて再提案となりました。

平成26・27年度の役員は右表のように決定い

たしました。

平成26年度春季総会は、 4月 20日(日)午後 2時

からRCC文 化センター会議室 (広島市中区橋

本町 5-11)で 開催 します。総会の御案内は3

月初旬に発送いたします。加盟継続の手続きは

3月 末までの書類送付、4月 末までの連盟費納

入で完了いたします。総会の出欠の葉書返信も

含めて、お忘れなきようお手配 ください。また、

新規加盟希望の団体についてのご情報は県合唱

連盟事務局までご一報下さいも

(丁el&Fax 082-843-0549・ 080-1913-5943)

コール 0ブルーメ 山 野上純子
2005年から9年 間おかあさんコーラス大会の

運営に携わってきました。出演者のみの時には

気づきもしなかった次から次に出てくる準備作

業、当日の心配り、終了 してからの諸作業。80

人近い当日実行委員の手伝いによって開催 され

てきた大会。多 くの女声合唱団の皆様が大きな
ステージで演奏 し、何にも代えがたい思い出を

作って下さったことを嬉 しく思います。

たくさんのことを学び、教えられたことを感

謝いたします。ありがとうございました。

混声合唱団コア ・リーデンローズ 輌 川司

「感謝 !ありがとう!」理事退任に当たり、
この言葉以外にありません。「共に歌い共に学
ばせて戴いた6年 間」でした。理事各位並びに

各合唱団の皆様方に心より御礼申し上げます。

フラワーコーラス 川 上充子
この度、理事を退任させて頂きます。

私のような者が思いがけず永い間、理事を続け

られたと感無量です。これも多くの方々に出会
い、支えて頂いたおかげと感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。これからも広

島県合唱連盟が大きく発展されますようお祈り

しています。

アンサンブル ・ポケット 森 利子

このたび呉地区担当理事の任期 を終えまし

た。毎月合唱連盟の理事会に参加させていただ

き、各行事に私達が安心 して大きい舞台で輝い

て唄うことが出来るのも、度重なる会議を開い

て準備 してくださる理事の方々始め大勢のス

タッフのお陰だと改めて痛感 しました。理事の

皆様との出会いは学ぶことが多 く感謝です !

東城コールエコー 近 藤久子

遠隔地のため、監査の日程にご配慮いただき

お礼申し上げます。関係諸帳簿を拝見する中で

役員の皆様の相当なご尽力と同時に、合唱連盟

のパワーを感じました。音楽は正に世界の共通

語であり、感動の広がる世界もそこにあります。

今後益々のご発展を祈念 しております。

平成26年度広島県合唱連盟役員名簿

名誉会長 内田 陽 一郎

顧 問

水嶋 良 雄

山本 定男

塩出 興 二

山岸 靖

大上 義輝

門野 光伸

理事長・中国合唱連盟理事 谷 千 鶴子 広島ジュニアコーラス

副理事長 増井 憲 治 広島中央合唱団

副理事長・中国合唱連盟理事 福原 泰弘 合唱団ある

副理事長・声楽アンサンブル部長寺沢 希 学識経験者

おかあさん
コーラス部

部 長 檜谷 守 広島オルフェオン

冨J音5J展 藤咲 真 介 瀬己テ著雀トロ昌さくら

コンクール部
部長 国分 裕 広島メンネルコール

冨1音БJ昆 渡部 展 至 ‖en's Vocal Ensemble ″寺漢
″

研修部
部長 亀井 晴 美 広島女声合唱団

冨」音5J展 金子 則子 マミーシャンテ

フェスティバル部
部長 三浦 孝 広島市役所合唱団

副部長 もり て つや. コール・卜ロイメン

/ \  - t:  -frB 部長 石崎 幸 枝 尾道女声合唱団まどか

声楽アンサンブル部冨JttSJ展岡村 要 安田女子高等学校音楽部

県東部地区担当 杉原 加 世子 レディスコーラス虹

呉地区担当 清水 路 子 コール・インウィ

事務局長 岩崎 美 保子 フェミニンコール広島

事務局次長
1会計

谷 信 義 学識経験者

河野 迪 子 学識経験者

特別事業 原田 典 枝 学識経験者

広 報 大石 啓造 マツダ合唱団

監事
岡田 久 史 東広島混声合唱団

三上 和イ申 フラウエンコール布野
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>日時 :4月 13日(日)13時45分

>場所 :広島市南区民文化センターホール

>入場米斗:無料

>出演 :大竹女声合唱団、コーロ・デ 0ヒラソル、コー

ロ・ナ トゥラーレ、コール ・マイン黒瀬、女声合唱団

いろは他

◆比治山女子中学 ・高等学校合唱部第20回定期演奏会

>日 日寺: 4月27日(日)14日寺

>場所 :広島市南区民文化センターホール

>入場米斗:無料

>曲 目:ラフマニノフ :ヴォカリーズ、ラター :クリス

マスララバイt源 田俊一郎 :ホームソング他

◆広島ジュニアコーラス創立35年記念 第 20回広島

ジュニアコーラス ・フェミニンコール広島定期演奏会

>日 日寺: 4月27日(日)14日寺

>場 所 :アステールプラザ大ホール

>入 場料 :前売リー般 :1,000円、学生600円、

当日:1,500円

>曲 目 :私たちの初演曲を集めて こ どもの詩による

「平和とは」委嘱初演 他

>客 演指揮 :新実徳英

◆男声合唱団コール 0フロイデ第13回定期演奏会

>日 時 :4月 27日(日)14日寺

>場 所 :福山市神辺文化会館大ホール

>入 場料 :1,000円

>曲 目 :ビートルズがやって来た !、男声合唱曲 「枯木

と太陽の歌」他

◆東広島児童合唱団第33回定期演奏会

>日 時 :4月 29日(火祝)14R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 :愛唱曲から虫の絵本 「テントウムシ」、ジブリ

ソング 「さんぽ」、オズのまほう使い他

◆第8回 廿日市市合唱祭

>日 時 :5月 18日(日)11日寺30分

>場 所 :はつかいち文化ホール (さくらびあ大ホール)

>入場米斗:無料

◆第53回広島合唱同好会定期演奏会

>日 目寺: 5月25日(日)14日寺

>場所 :アステールプラザ大ホール

>入場料 :900円

>曲 目 :混声合唱曲集 「空とぶうさぎ」より、東京混声

合唱団愛唱曲集より、思い出のJ‐POPよ り他

◆伴谷晃二 合 唱作品レクチャーコンサTト

>日目寺: 6月1日(日)14目寺

>場 所 :エリザベ ト音楽大学ホール

「第37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

‡ 来だtt脅皇獣S、マ貪腱淋 _電了

:               l言
申 でしょうか。今年も次のとおり、広島内外の著

名な
窪            ≧)

揮者

十   〇 小玉 妙 /声 楽家

り           J    讐:|[雷
社軍二上亜塁塁重菫≧.8__8‐‐8‐‐・‐‐8‐‐0‐‐8‐・8‐‐8‐‐8‐‐8‐‐8‐

>出 演 :コ ール 。ブルーメ、広島市役所合唱団他、広

島観音高校 OB合 唱団

>曲 目:女声合唱組曲 「愛が…」、男声合唱組曲 「光の錐」、

混声合唱組曲 「メリーゴーランド」

◆女声コーラス ポ コアポコ第3回定期演奏会

>日 日寺: 6月7日 l■115日寺

>場所 :三次市みわ文化センター サ ンホール

>入場料 :500円

>曲 目:Salve Regina、Ave Matta、赤いスイトピー、

サウンドオブミュージックより他

◆広島オルフェオン第29回定期演奏会

>日 日寺: 6月8日 (日)14口寺

>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 :男声合唱とピアノのための 「ふじの山」、男声

合唱組曲 「雪明りの路」他

>賛助出演 :崇徳高等学校グリークラブ

◆第49回広島中央合唱団定期演奏会

>日時 :6月 29日(日)14時30分

>場所 :安芸区民文化センター

>入場料 :大人 :1,200円 学 生 (高校生以下)700円

>曲 目 :トルミス作曲 「シニッカのうた」、鈴木憲夫作

曲 「雨ニモマケズ」、チルコット作曲 「A IⅢe Jazz

Mass」他

▽広報担当連絡先▽

〒730…0852 広 島市中区猫屋町3-24-1404

広島県合唱連盟広報部 大 石啓造

丁EL&FAX:082-297-1181 E―mall:oishik@mac.com
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