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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

「第38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!!

今年は昨年よりも多い31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ょう。とても華

やかで楽しい大会になると確信しており、私も

今から楽しみでしかたありません。

当日はぜひ会場に足を運んでいただき、そん  み なさまのご来場を心からお待ちしております。
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5 コール ハウディ

6 コーロ ・ナ トゥラーレ

7 音の花東

8 コーロ ・フィオーレふるた

《出演団体と出演スケジュール》

9 コールゆうかり

東広 島女声 Via Lactea

フラウエンコール布野

コール ・マイン黒瀬

コーラス リ んどう

オレンジコーラス

ラルモニア ・エテルナ

アンサンブル ・ポケット

女声コーラスポコアポコ

コーロ 0ベ ル レ

フリージャ・コーラス

20 大竹女声合唱団

癬講

おかあさんコーラス部長 檜 谷 守

なパワー温れる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 :2015年6月 28日(日)10時20分開演

会 場 :三次市民ホール き りり

入場料 :前売券800円 当 日券1,000円

レディースコーラス虹

22 尾道女声合唱団まどか

23 アンダンテ

24 プティフルール 0ア ンサンブル

25 コール 0イ ンウィ

フェミニンコール広島

27 広島女声合唱団

28 コール ・フルー メ

29 コール ・卜ロイメン

30 尾道コールあい

コーロ ・デ ・ヒラソル

平成27年度春季総会報告
4月 19日RCC文 化センターで県連春季総会

が開催 された。加盟団体100のうち出席67、委

任状提出30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26年度事業報告に続

き、事務局の収支決算報告後、会計監査報告に

ついては、三上、岡田両監事とも所用につき欠

席のため、理事長よリメッセージが代読された。

質疑なく事業報告 0決算は拍手をもって承認さ

れた。続いて寺沢副理事長より平成27年度事業

計画案、福原副理事長より全日本 ・中国支部関

係事業計画の説明、事務局より収支予算案の説

明をした。事業収益見込み、通信費に関するク

ロネコDM便 契約 を補足、 さらに谷理事長よ

り全日本合唱連盟会費、維持会員費、エリザベ

ト音楽大学との共催事業についての現状報告と

説明をした。計画案 0予算案ともに特に質疑は

なく、拍手をもって承認された。続いて谷理事

長より監事交代と理事の部署担当の提案がされ

事務局長 岩 崎美保子

承認された。また、広島市被爆70周年記念事業
「2015こどもコーラス0フェスティバルinひ
ろしま」「国連合唱団平和と希望のコンサート
Ⅱ」に開催について協力と来場のお願いをした。
各専門部より事業のアピールと参加の呼びか

け、各団による広報を経て総会は閉会した。

【監事】
退任 岡 田久史 就 任 竹 本輝男

【声楽アンサンブル部長】
就任 原 田典枝 (ぱすてる`とおん)
【事務局員】

就任 久 保京子 (広島中央合唱団)

【総会開催後の新規加盟団体】
♪ひかりカレッジクワイヤ (一般)

♪尾道市立高須小学校合唱部 (小学校)

♪ヴォーカルアンサンブル凛 (一般)

5月 20日現在103団体が加盟 しています。加

盟団体各位の益々の飛躍と皆様方のご健康を心

よりお祈 り申し上げます。
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2015こどもコーラス・フェステイバル&国連合唱団平和と希望のコンサート広島公演
広島県合唱連盟理事長 谷  千 鶴子

8月 1日 ・2日 に開催される〈2015こどもコー

ラス :フ ェステイバル inひろしま〉の詳細が

決まりました。県連加盟団体の皆様には、既に
チラシとチケットのご案内が届いていると思い
ます。先ず演奏l贋と所属県連、ア トリエが判る
ように出演団体をお知らせします。
1広 島女学院中学校合唱部 (広島)2山 陰少年
少女合唱団リトルフェニックス (鳥取)3ぶ ん

ごおおのジュニアコーラス (大分)4鳥 取市少

年少女合唱団 (鳥取)5ウ ラジオス トック児童

合唱団 「赤い帆」 (ロシア)☆ 松下耕教室

6キ ンダーコーア花輝 (静岡)7総 社ジュニア
コーラス (岡山)8み すず少年少女合唱団 (山
口)9 MJCア ンサンブル (福島)☆ 伊東恵司

教室 10直 方少年少女合唱団(福岡)11池田ジュ
ニア合唱団 (大阪)12福 井少年少女合唱団 (福

井)13希 望児童合唱団 (台湾)☆ 戸崎文葉教室

14善通寺少年少女合唱団 (香川)15諫 早ジュ
ニア合唱団 (長崎)16キ ンダーコーア鳩笛の会

(愛知 )17宝 塚 少年 少女 合 唱 団 (兵庫 )
18Voice of Young in Hiroshima(″:島 ) ☆ヽ
Francisco Nunez教室 1日 0の 午後 5時 15分
～6時 45分アステールのオーケス トラ等練習室

で指導者の為の講習会も開催 されます。2日 の

フェスティバル入場券は1,500円(中学生以下

500円)で す。

大ホールで、「国連合唱団平和と希望のコンサー

ト」が開催されます。客演指揮 :大谷研二で共
演する 「平和と希望の合唱団Ⅱ」90名の練習も
5月17日に開始致しました。

入場券は2,000円全自由席です。また、当日と
コンサー トの準備をお手伝い下さる方を県連加

盟団体の皆様から募集いたします。詳細は加盟

各団に文書でご案内 していますが、世界各国か

ら国連の職員として働いている国連合唱団の

方々と交流 して戴 く良い機会です。ぜひ、ご応

募下さい。

国連合唱団
平和と希望のコンサート

広島公演

2015年8月6H〈.本)._開演18:30暢場17時45分) i響

JMSアステ‐ルプラザ大ホ十ル    ■ |■1

どちらも入場券は6月 1日 よりJMSア ステー

ルプラザ情報コーナーで発売中です。詳細につ

いては、広島県合唱連盟ホームページをご覧 く

ださい。遠隔地の方は事務局にお問い合わせく

ださい。お問合せ先 窒 &fax 082-230-2937 谷
容 &fax 080-1913-5943岩崎 ま で8月 6日 午後 6時 30分か らJMSア ステール
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昨年度よりはじまった初夏の講習会 (通称 :

Nコ ン課題曲講習会)、好評につき、今年も開

催することになりました。昨年は小中高を一日

で開催いたしましたが、今年は中高生 。一般と

小学校を2日 間に分けて開催いたします。

初日は6月20日l■l、午後の部が中・高生を対
象としたNコ ン課題曲講習会 (中学 「プレゼ
ント」、高校 「メイプルシロップ」)、夜の部が
一般を対象とした全日本合唱コンクールの課題
曲講 習会 (Gl:パ レス トリーナ 「Super
lumina babylonis」)で す。講師は本山秀毅先
生です。ともに参加 した合唱団員を本山先生が

指導するワークショップの形となります。

翌21日0は 小学生と指導者を対象とした講習

会、小学校の先生を対象とした合唱指揮法 ・指

導法講座と児童を対象としたワークショップで

す。講師は昨年に引き続き武田雅博先生。講習

会は昨年同様二本立てとなっており、午前中は

小学校の課題曲 「地球をつつむ歌声」の楽曲分

析の講座、午後からは各小学校合同合唱団を武

田先生が才旨導する形のワークショップ。その後、

各小学校からなるモデル合唱団を実際に指揮す

る指揮法 0指導法の実践編となります。

昨年もこの指導者のための講習は大変好評で

「全日本合唱コンクール&NHK全 国学校音楽コンクール課題曲講習会」開催!
広島県合唱連盟副理事長 寺 沢 希

した。午前におこなわれる合唱指揮法 。指導法

事前講習 (楽曲分析)だ けでも大変有意義なも

のになると確信 しております。指導に悩まれて

いる先生方、もう少 し定員まで余裕があります

ので是非受講をご検討 ください。必ず大きなヒ

ン トが見つかると思し`ます。

事前講習以外はすべて聴講可能です。こちら

もまだまだ空きがあります。皆様のご来場をお

待ちしております。
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ォーカルアンサンブル

ト開催結果
声楽アンサンブル部長 寺 沢 希

去る3月 15日(日)、第 9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。前回より新設された「ノjヽ

学生部門」、「アンサンブル部門」、「室内合唱 0

重唱部門」に加えて 「ジュニア&中 高生部門」
に分かれて過去最高の計36団体の競演が繰 り広

げられました。今回の特色はなんといっても小

学生部門の大健闘です。グランプリとエリザベ

ト賞を小学生が獲得 したのをはじめ、 5団 体が

優秀賞を受賞いたしました。また、今回から各

審査員独自視点による 「審査員特別賞」が新設

され表彰式に華を添えました。

アンコンもいよいよ来年は節目の10回目を迎

えます。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 20日lB)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 トの結果は右表の通りです。
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尾道市立高須小学校 Aチ ーム (小学生部門)

四季が丘小学校 「ハッピー12」合唱団 (小学生部門)
零～ ensemble ABAYO～ (アンサンブル部門)

機鼈 I【翻翻饉難:難:癬霧鸞鐵構蕩:
コール ・ビビッド

四季が丘小学校 「キラキラ」合唱団
四季が丘小学校 「ハッピー12」合唱団
尾道市立高須小学校 Aチ ーム

栗原小学校栗りん

四季が丘小学校 「スマイル」合唱団
安田女子高等学校音楽部 じゃがリガール

安田女子高等学校音楽部 オレンジ

零～ ensemble ABAYO～

ローズ ブ リランテ

ヴォーカルアンサンブルころりん 。ポム

アンサンブルwabiSabi
スターボーイズ

ァ フマエ ・ロマエ

広島大学グリークラブOB合 唱団コール ・ス回―ンチェ

あい love シ ンガーズ

コーラスグループ ラ♪ドルチェ

しまなみ SINGERS

はも一れ 歌の島

|∫|ざ|ざ|ざ|ざ|∫|ざ

リーデン ピ アチェーレ

Kammerchor "Hiroshima Kantorei"
響きあいシンガーズ

尾道市立高須小学校 Bチ ーム

栗原小学校マロン

広島市立南観音小学校合唱クラブ

広島市立幡町小学校
ノー トルダム青心高等学校合唱部 ・中学音楽部 ひまわり
ノー トルダム青心高等学校合唱部 マリアン

ノー トルダム青心高等学校合唱部 なでしこ

山陽女学園高等部コーラス部

広大グリー OB・ バーバーショッパーズ

ゼロメン

広島大学合唱団
合唱団 うたがき

ファニーフレンディーズ

広島市立峨町小学校 (小学生部門)

ぽぽぽぽぽぽぽ (佐藤先生選出)
ノー トルダム清心高等学校合唱部なでしこ (桂先生選出)

広島市立南観音小学校合唱クラブ (坪北先生選出)



/〃 ベ ク ノ″ テ 2015年 6月 8日 (月)

広島県合唱コンクール開催のお知らせ♪
コンクール部長 国 分 裕

平成27年度、第54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 :平成27年8月 9日 (日)

10時30分開演～17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 :◆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)

今年から広島県合唱連盟として独自に 「小学
校部門」を設けます。中国支部大会や全国大

会に進むことは出来ませんが、優秀な団体は、
九州支部大会に推薦されます。

審査員 (敬称略、順不同):
武田 雅 博 合 唱指揮者
本山 秀 毅 合 唱指揮者
佐々木 悠  オ ルガニス ト

林 裕 美子 声 楽家
藤井 美 雪 声 楽家

入場券 :前売券800円、当日券1,000円

(小学生500円、当日券のみ)

♪合唱の祭典「合唱フェスティバル2015」
フェスティバル部 三 浦孝、もりてつやE

合唱フェスティバルを、来る平成27年10月18

日0に 行います。昨年は三原市で行いましたが、

今年は広島市に戻り、広島市安佐南区民文化セ

ンターホール (広島市安佐南区中筋一丁目22-

17)で 開催いたします。合唱フェスティバルは

児童 0小中学高校 ・大学 ・職場一般そしておか

あさんとさまざまな部門が集 う合唱の祭典で

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 7日 lelです。

★説明会は9月 6日 (日)14:00～16:00 ア ステー

ルプラザ大会議室にて行います。(参加案内

にてご連絡致 します。)

★講評者には、県外より、清水雅彦 (声楽家 ・

合唱指揮者)、森山由紀美 (合唱指揮者 0島

根県合唱連盟副理事長)、県内より、沖田孝

司 (ビオラ奏者 ・作曲家)、岡田千映子 (合

唱指揮者)、松本憲治 (作曲家)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。

◆合唱団ある第29回定期演奏会
>日 日寺: 6月27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 :混声合唱とピアノのための 「その日
…August 6-」、混声合唱のための 「ふることの
ふみ」‐他

◆広島メンネルコール創立60周年記念 ・第45回定
期演奏会

>日 日寺: 7月 5日 (日)14日寺
>場所 :アステールプラザ大ホール
>入場オ斗:1,000円

>曲 目 :男声合唱のためのレクイエム 「碑」、「AME
NIMO MAKEZ∪」※2015年委嘱作品 (世界初演)他

◆広島市役所合唱団第24回定期演奏会
>日 日寺: 7月12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:男声合唱とピアノのための 「新しい歌」、
男声合唱のためのヒットメドレー 「SORA」 他

>賛助出演 :コール ・卜ロイメン

◆第50回広島中央合唱団定期演奏会
>日日寺: 7月19日(日)14日寺
>場 所 :アステールプラザ大ホール

>入 場料 :大人3,000円 (前売2,500円)学 生 (高
校生以下)1,500円 (前売1,000円)

>曲 目 :スティーヴ ・ドブロゴス作曲 ・委嘱初演
「聖フランシスコの平和の祈り」、スタバ ト・マー

テル他
◆2015広島合唱団演奏会
>日 日寺: 7月26日(日)14日寺
>場所 :広島県民文化センターホール

>入場料 :2,000円(指定席)1,500円 (自由席)
>曲 目:交響曲 「炎の歌」、ヒロシマの有る国で、
いのちの記憶、川の流れのように他

◆コール尾道35周年、尾道ジュニアコーラス25周
年記念合同演奏会

>日 日寺: 8月2日 (日)14日寺
>場所 :しまなみ交流館 (テア トロシェルネ)
>入場料 :1,000円

>曲 目:女声合唱組曲 「三度とない人生だから」、
三善晃作品より 「北の海」他、合同演奏 ・童謡
メ ドレー他

◆第42回呉混声合唱団定期演奏会
>日 日寺: 9月13日(日)14日寺
>場所 :呉市文化ホール

>入場料 :無料
>曲 目:混声合唱のためのカンタータ 「土の歌」、
混声合唱組曲 「まほろば」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
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