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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

平成26年度春季総会報告
4月 20日 RCC文 化センター会議室で県連春

季総会が開催 された。加盟団体107のうち出席

62、委任状提出32により連盟規約に則り総会成

立、所定の議題に沿って谷理事長より議事進行

がなされた。福原副理事長の平成25年度事業報

告に続き、事務局の収支決算報告後、岡田幹事

より監査結果の報告があり、決算は拍手をもっ

て承認された。続いて平成25年度第 2回 総会で

春季総会にて再提案となった連盟費改定につい

て谷事務局次長より予め総会開催案内に同封 し

た収支実績、計画、値上げ額に至るまでの算出

の経緯、複数パターンの提示の説明がされた。

昭和58年以降、値上げをせず、事業収益で運営

してきたが、事業の増加、事業収益の減少傾向

による繰越金の減少、消費税増税の影響を説明

し、各部門の加盟団体より意見を頂いた。挙手

による裁決にて決定を提案し、了承され、結果

圧倒的多数で改定案は②案の 「団員数によって

差をつける。団体会費は定額」に決定した。事

業のスリム化、黒字化、節約を継続して努力し、

さらに活気ある県連にしたい。議題は平成26年

度事業計画案に移り、寺沢副理事長より県連 0

事務局長 岩 崎美保子

福原副理事長より全日本 0中国支部関係の事業

計画を説明し承認された。続いて事務局より収

支予算案の説明をし、承認された。その他、谷

理事長より日米文化プロジェク トin広島事業

の報告、岡山シンフォニーホールで開催の 「第

3回 全日本男声合唱フェスティバル in岡山」

参加について広島県連で特別合唱団を編成し参

加するとの説明がされた。寺沢副理事長からは

急遠計画が進んでいる6月 8日 の NHK学 校音

楽コンクールの課題曲を講習曲として取り上げ

た講習会開催の御案内、各専門部より事業のア

ピールと参加の呼びかけ、ハーモニー部からは

購読のお願いと8冊 以上購読のメリットのお知

らせをし、各団による広報を経て総会は閉会した。

☆事務局からのお知らせ

♪コーラスグループ☆ベガ&セ シリアあきコー

ラスが新規加盟をされ、広島合唱同好会は退会

されました。

♪県連では新規加盟団体を募集しています。お

心当たりの方は事務局までご一報ください。

♪加盟合唱団の益々の飛躍と皆さま方のご健勝

を心よりお祈り申し上げます。

「第37回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」開催間近!!
おかあさんコーラス部長 檜 谷守

今年も30団体の女声合唱団が一堂に会し、標
記大会を開催いたします。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
や素敵な演奏をステージいっぱいに披露してく
ださることでしよう。とても華やかで楽しい大
会になると確信 しております。

当日はぜひ会場に足を運んでいただき、そん
なパワ=溢 れるおかあさんを力いっぱい応援し

てください。
大会要綱は次のとおりです。

日 時 :2014年 6月 22日(日)10時 20分開演

会 場 :広島国際会議場フェニックスホール

入場料 :前売券800円 当 日券1,000円

みなさまのご来場を心からお待ちしております。

《出演団体と出演スケジュール》

コールゆうかり

コー□ ・ベルレ

コー□0デ ・ヒラソル

フラウエンコール布野

プティフルール ・アンサンブル
フリ下ジヤ コ~ラ ス

ヴォーカル
“
夢
"

東広i島女声 Via Lactea

マミーシャンテ

コー□ 。ナ トウラーレ

アンサンブル・ポケット
ラルモニア ・エテルナ
コー□ 。フイオーレふるた

コーラスリんどう

広島山陽高校PttA“スマイルコーラス
"

大竹女声合唱団
コール ノヽウディ

女声コーラス ポコアポコ

尾道女声合0昌団 まどか

コール・マイン黒瀬
レディースコーラス虹
アンダンテ

広島女声合0昌団
コール ・インウイ
コール ・トロイメン
コール・ブルーメ
フェミニンコール広島

尾道コールあい
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第53回広島県合唱コンクァル♪♪開催
コンクール部長 国 分裕

昨年、43年ぶりに福山市で開催 した広島県合

唱コンクールには、県東部の多くの合唱団に参

加 していただき有難うございました8今 年は、

広島市に戻って下記のとおりに開催 します。皆

様のご参加とご来場をお待ち申し上げます。

日時 :8月 10日(日)10時 30分開演予定

会場 :広島市安佐南区民文化センターホール

部門 :◆中学校部門

◆高等学校部門

◆大学職場一般部門

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 0エ リザベ ト音楽大学名誉教

l受

濱本恵康 :ピアニス ト・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

入場券 :前売券800円。当日券999円

(小学生500円、当日券のみ)

研修部副部長
マミーシャンテ

金子 則 子

♪合唱の祭典「合唱フェステイバル2014」
フェスティバル部 三 浦 孝

もり てつやロ

今年の合唱フェスティバルは、例年に戻し平

成26年10月19日(日)に行います。場所は久しぶり

に広島市から離れ、三原市芸術文化センターボ

ポロで開催いたします。今年も昨年と同様に各

ブロックごとに出演団体全員に客席に着席して

いただき、ステージ上で演奏順の抽選する方法

で行います。児童 0中学高校 ・大学 ・職場一般

そしておかあさんとさまざまな部門からの参加

を期待しています。合唱を通じて、より多くの

仲間と出会い交流を深め、美しいハーモニーを

ホールいっぱいに拡げましょう。

★参加案内、要項及び申込書は6月下旬、郵送

にて各団の代表の方に発送致します。

★申し込み締め切り日は8月 8日lelです。申込

順に希望ブロックヘ入れさせて戴きます。

★説明会は9月 7日(日)14:00～16:00 三原市芸

術文化センターポポロ リ ハーサル室にて行

います。

★講評者には、県外より、鈴木捺香子 (合唱指

揮者・京都府合唱連盟理事長)、鈴木憲夫 (作

曲家)、県内より、井野口慧子 (詩人)、内田

陽一郎 (声楽家0広島県合唱連盟名誉会長)、

小川秀樹 (広島アーティス ト協会代表 0吹奏

楽指揮者)の 5名 の先生方をお迎えします。

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

呉地区担当理事
コール ・インウィ

清水 路 子

キ
ー
亀
ト

コンクール部副部長

Men's Vocal Ensemb:e寺漢

渡部 展 至

異動理事

声楽アンサンブル部長副理事長
声楽アンサンブル部長

広島オルフェオン

檜谷 守研修部副部長おかあさんコーラス部長

広島メンネルコール

国分 裕
コンクール部副部長コンクール部長

ぱすてるイとおん
コンクール部長事務局次長



/  〃 ベ タ  ノ″ テ 2014年 6月 11日 (水)

「NYで の平和と希望のコンサニト」

思えば長く、困難な道のりであった。「平和
と希望のコンサート」それは2011年広島県合唱

連盟創立50周年記念の祝賀会から始まぅたが、

その夢のスタートは意外に早くやってきた。
2012年5月 20日、国連合唱団の広島公演を成

功に終え、祝賀交流会参加者たちの紅潮 した笑

顔と心を繋いだハーモニーが会場いっぱいに広

がった。幸せな瞬間だった。翌日、長崎に向か

う彼 らを宮島まで案内 した折に 「2015年被爆70

周年の広島を再訪問 したい。」 という熱い想い

を語る国連合唱団の池亀さんに、私は広島の合

唱団も国連での演奏会を願っていると語った。

即座に彼女から協力の申し出が出た。この年の

暮には、予てから交流のあったニューヨークヤ

ングピープルズコニラス (YPC)の 創始者で

芸術監督のF.ニュネズ氏からメールが届いた。

2013年夏に広島でYPCの コンサー トをしたい

が、協力 して貰えないかという内容だった。私

は確信 した。「これで、ニューヨークに行ける !

平和を熱望する広島の合唱人の夢が果たせる !」

3月 に前年の国連合唱団広島公演実行委員会

が基になり、新たに日米文化交流プロジェク ト

in広島実行委員会が誕生 し、記者発表、公募

合唱団募集と進んだ。5月 の全日本総会の翌日、

私たち夫婦は、私用の旅の途中でニューヨーク

に立ち寄った。国連本部で池亀さん他、関係者

とお会いして会合を持ち、総領事館、市長秘書

室、NY在 住 日系人会各組織を訪問 して協力を

お願いするためだ。帰国後も外務省と大谷研二

先生との打ち合わせと多忙な日々が続き、 8月

には 「平和と希望のこどもの詩」の選定と合唱

団発会式と進んだ。その後は暫く、10月の第63

回全日本合唱コンクール全国大会に専念 した。

11月3日 、全国大会を無事に終えホッとする間

もなく、突然 NYの 池亀さんから信 じられぬ情

報が入った。私たちの演奏会の共催者となるは

ずだった UN一 HABl丁A丁 (人間居住計画)の

企画が自紙に戻ったと言う。日下、日本政府代

表部と協議中という内容だった。幸いにもその

後、12月には外務省のご尽力で、日本政府代表

部が共催を引き受けてくれ、演奏会実現の目途

が立った。「わたしは想 う」の合唱譜もNYか

ら届いた。だが国連も教会も会場が未定の状態

であった。12月14日から大谷先生の 「平和と希

広島県合唱連盟理事長 谷  千 鶴子

望の合唱団広島」の練習が始まった頃、国連で

の演奏会場が経済社会理事会会議場に内定 した

という嬉 しい知 らせが届いた。 1月 9日 には

YPCと の演奏会場がマンハッタンにある聖ヨ

セフ教会と決まった。それからが多忙を極めた。

チラシの作製、プログラムの編集、エリザベ ト

音楽大学をお借 りしての練習、協賛金集め、旅

行の日程詳細決定、NYで のリハーサル会場の

確保、共演者の国連合唱団、チル ドレンズ0オー

ケス トラ協会との折衝、会場経費に関する日本

政府代表部との交渉、全てが堰を切った様に押

し寄せてくる。ブレーン欄の村上明希さん、外

務省国連協力課の豊田明日香さん、日本政府代

表部の植田潤子 さん、YPCの 小野山さんとの

メールが昼夜を問わず飛び交った。何 と、全て

の目処がたったのは、出発の2日 前であった。

3月 23日、出発の日が来た。帰国するまでの

体調管理は必須。大谷先生にも元気で本領を発

揮 して戴きたい。勿論、合唱団のみんなにも !

3月 25日ニューアーク空港に着いた時、地平線

に沈む真っ赤な夕日が美 しかった。この夕陽が

いつまでもバラ色であるように、火の色や血の

色に変わる事など無いように、私たちは 「広島

の心、平和の祈 りと希望」を国連と教会の演奏

会で届けねばならない。みんなで誓い合った。

25日国連本部経済社会理事会会議場、26日聖

ヨセフ教会、2つ の演奏会は聴衆の温かい拍手

と笑顔に包まれた。合唱団全員の笑顔が広がっ

た。どの顔も満足と喜びに溢れていた。

この2つ の演奏会の報告を講演と映像、そし

てヽミニコンサー トでお届けします。 7月 24日lbl

午後 6時 30分開演 広 島県民文化センターホー

ル。入場無料です。ぜひご来場 ください。
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第8回 ヴォーカルアンサンブル
コンテス ト開催結果

声楽アンサンブル部長 寺 沢 希

去る3月 16日(日)、第8回 アンサンブルコンテ
ス トが、エリザベ ト音楽大学セシリアホールに
おいて開催されました。今回より新設された「ノjヽ
学生部門」、「アンサンブル部門」、「室内合唱 ・

重唱部門」に分かれて計33団体の競演が繰り広
げられました。また新設の初代 「オーディエン
ス賞」には小学生が、新企画のグランプリ団体
による 「受賞演奏」も大好評で成功裏のうちに
幕を開じました。アンコンも8回 を数え、過去
の積み重ね上に、いろいろな可能性が見えてき
ました。よリー層の充実のために更なる新機軸
を打ち出していきたいと考えております。次回
は3月 15日(日)開催を予定しております。多くの
皆様のご参加、ご来場を心待ちにしております。
今回のコンテス トの結果は以下の通りです。

告■額
◆合唱団ある第28回定期演奏会
>日 日寺: 6月28日l■118日寺30分

>場 所 :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 「Agnus Dei=空海 ・真言 ・

絶唱」、J‐Popス テージ、混声合唱組曲 「嫁ぐ娘に」他

◆広島メンネルコール第44回定期演奏会

>日 日寺: 7月 5日 l■114日寺

>場所 :アステールプラザ大ホール

>入場料 :1,000円

>曲 目:男声合唱組曲 「蛙」、男声合唱とピアノのため
の 「新しい歌」、メンネルあの歌、この歌…2014他

◆広島合唱団創立60周年記念演奏会

>日 日寺: 7月 6日 (日)14目寺

>場 所 :アステールプラザ大ホール

>入 場料 :(指定)2,000円 、(一般)1,500円 、(中・高・

障)500円 、(小)200円
>曲 目:イ タリア歌曲メドレー、群青、ビアノと混声

合唱のための 「生命の本、空へ」他

>ゲ ス ト:国鉄広島ナッパーズ、太鼓集団慈音

◆広島市役所合唱団第23回定期演奏会
>日 日寺: 7月13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 :「De Profundis深き淵より」、男声合唱曲 「光
の錐」、男声合唱のためのメドレー 「四季の風景」他

◆合唱団ぽつきり (広島)X Chor Doma(福 岡)ジ ョ

イントコンサート

>日 日寺: 7月20日(日)16日寺

>場 所 :日本福音ルーテル広島教会

>入 場料 :1,000円 (大学生以下無料)
>曲 目 :ぽっきリア ・ラ ・カル ト、混声合唱とピアノ

のための 「初心のうた」、合唱のための 『12のインヴェ
ンション』より「知覧節」「米鵜まだら」、「まいまい」他

◆みよし児童合唱団第20回記念定期演奏会
>日 日寺: 7月21日(月ヴD14日寺

>場 所 :二次市文化会館大ホール

>入 場料 :シングル700円、ペア1,000円

>曲 目 :合唱劇「ヘンゼルずとグレーテルず」他

>賛助出演 :男声合唱フロイデ

◆国境と世代を繋いだ国連平和と希望のコンサート

>日 日寺: 7月24日la118日寺30分

>場所 :広島県民文化センターホール

>入場米斗:無料

◆広島女声合唱団第39回定期演奏会

>日日寺::10月6日(日)14日寺

>場所 :安芸区民文化センターホール

>入場料 1900円

>曲 目:女声合唱とビアノのための 「あなたへのうた」、

S.Dobrogosz作曲 「Misuzu」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担当 大 石啓造

丁EL&FAX:082-297-1181 E‐mai!:oishik@mac.com

スターボーイズ

広島市立職町小学校合唱クラブ
ぽきっリー

広島市立職町小学校合唱クラブ

ヴォーカルアンサンブル CoroLin
Vocal Ensemble“ SACRE"

四季が丘小学校 Kチ ーム

広島市立職町小学校合唱クラブ

尾道市立栗原小学校 A

室内合唱団
“
零

"

レディースアンサンブル う～ら
失恋ぼコラティエ

広島大学グリークラブOB合 唱団 コール・スローンチェ
ぽきっリー

スターボーイズ
コール・ビビッド

広大グリー OB・ バーバーショッパーズ

安田女子高等学校音楽部 Sun ttowers

安田女子高等学校音楽部 六角形
ノートルダム清心中学校音楽部 なでしこ
ノー トルダム清心高等学校合唱部 クビリー

ensemble pomme
広島大学合唱団男声 《雨男》
四季が丘小学校Aチ ーム

尾道市立栗原小学校 B

藤の木小学校
熊野児童合唱団
ミー ヨノ

四季が丘小学校 Bチ ーム

山陽女学園高等部コーラス部
四季が丘ジュニアコーラス

広島市役所合唱団
ノー トルダム清心中学校音楽部 マ リアン

東広島ユースクワイア
“∞"ininly

ノー トルダム清心高等学校合唱部ひまわり
コールミュゼ

広島大学合唱団
"b百

11ante"


