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新春に役員改選のための第二回総会を開催

寒波と共に到来 した2015年師走、加盟各団の

皆様には新 しい年を迎える準備にお忙 しい毎日
と存 じます。被爆70周年を迎えた今夏は皆様の
ご協力のお陰で、「国連合唱団平和と希望のコ
ンサート広島公演」、「2015こどもコーラス・フェ
スティバルinひろしま」を始めとする記念事
業を成功裡に終える事が出来ました。

県連各事業も昨年度より多い参加団体を得
て、二次市民ホールきりりでの 「第38回おかあ
さんコーラス大会」、中国支部で一番に小学校
部門を取り入れて開催した 「第54回広島県合唱
コンクール」、コンクールと同じ安佐南区民文
化センターホールで開催した 「広島県合唱フェ
スティバル2015」の3事業も、会場一杯のお客
様の温かい拍手を得、盛会に終える事が出来ま
した。おかげ様で3事業全てが黒字決算の見込
です。

さて連盟では、例年春季総会を4月に開催し、
前年度事業報告と決算報告、当該年度の事業計
画と予算などについてお諮りしていますが、役

広島県合唱運盟理事長 谷  千 鶴子

員の任期が2年 と規約に定められ、2年 に 1回 、

春期総会に先だって役員改選の為の総会を開催
しています。本年度がその年に当たりますので、

第2回 総会を下記の様に開催致 します。

今回の役員改選に当っては、平成28・29年度
の事業の円滑な運営と充実、将来の県連を担う

人材育成を視野に入れて、ご審議頂きたいと思
います。総会は会員全員の出席を基本としてお

り、議決事項がありますので、返信用の葉書に

出 ・欠の可否と止むなく欠席の団体は、委任状
の欄に当該事項を記入され、署名捺印をして、

平成28年 1月 8日 必着でご返送下さい。

言己

日時 :平成28年 1月 17日(日)
14時～16時 (受付13時30分)

会場 :JMSア ステールプラザ4階 大会議室

議題 :1.平 成27年度中間事業報告について
2.平 成28年度役員改選について

3。平成28年度事業計画について 他

アンコンもいよいよ第10回目!!

今年度ヴォーカルアンサンブルコンテス トは
いよいよその開催の節目である10年を迎えます。

このコンテス ト (以下アンコン)は 合唱連盟
の一年間の締めくくりの行事となり合唱を愛す
る皆様の参加も年々増えておりご協力には大変

感謝致 しております。

加えて前回より新設された 「ジュニア&中 ・

高生の部」には多くのエントリーもあって、会
場一杯に若々しい響きが満ちていました。さら
にはアンコン独自の審査員の先生方からの直接
のご指導には毎回好評頂き、ステージ上の皆さ
んも大変満足しておられます。今回の審査 ・講
評してくださるのは合唱指揮者 ・全日本合唱連
盟副理事長の今井邦男先生、声楽家でエリザベ

ト音楽大学准教授の程政子先生、合唱指揮者 0

エリザベ ト音楽大学講師の松原千振先生です。

第10回アンコンは以下の通り実施致します。
日口寺 20161年3月20日lE)
場所 エ リザベ ト音楽大学 セ シリアホール

念すべき大会の開催 となります
声楽アンサンブル部長 原田典枝

開場 9時 30分  開 演 10時 (予定)
参加申込締め切 りは1月 22日le124時必着

参加団体が予定数を超えた場合は申し込み順

を考慮 して連盟で選考させて頂きます。また、

今回グランプリ受賞団体は翌21日(月祝)に行わ

れる「合唱の祭典」(主催 :エリザベ ト音楽大学、
16時から17時ごろ出演予定)に エキシビション

演奏者として招待されます。
それでは皆様ふるってのご参カロをお待ち申し

上げます。♪

昨年度グランプリ、高須小学校 Aチ ーム表彰式
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待つてました !! 松下耕先生 !～平成27年度合唱講習会のお知らせ～

研修部長 亀 井晴美

指揮者 0指導者のための講座です。混声合唱の

ための 『信じる』が講習曲で、モデル合唱団を

使い講師の指導の下に、受講者の指揮法 ・指導

法の実技演習です。もう一曲、女声合唱のため

の 『じいちゃん』も歌います。この曲は2016年

全国合唱コンクール課題曲 F3として発表され

ました。聴講は可能です。出来るだけたくさん

の小 ・中 ・高校の先生方に参加していただきた

いと願っています。また、松下先生がかつて広

島で開かれた 「カンター ト」や、今年8月 に行

われた 「子どもコーラスフェスティバル」など

でも参会者が会場に入りきれず大きなホールで

講座が開かれるという松下先生の魅力あふれる

音楽を,ま た求心力の強いそのご指導を受けて

みてください。沢山の方の受講をお待ちしてい

ます。この講座は、12月始め各機関に要項を送
るとともに広島県合唱連盟ホームベージにアッ

プしています。ご覧ください。

問い合わせ :寺沢希  090-5706-1173

亀井晴美 082…221 0̈547

“遺呵酔貝J月卜  082-434…9386

松下耕先生を講師にお迎えして開く今年度の

合唱講習会は平成28年2月 6日 と2月 7日 です。

日時 ・講座内容 :

■ 2月 6日 0

合 唱 講 習 会 (女声):13 : 0 0～15: 3 0

コーラスクリニック :16: 0 0～19: 0 0 ( 3団体)

■2月 7日 (日)
コーラスクリニック :10: 3 0～12: 3 0 ( 2団体)

指導者のための 「実践=指揮法・オ旨導法講座」
13:30-17:30

会場 :JMSア ステールプラザ多目的スタジオ

合唱講習会 :

女声合唱とピアノのための 「たおやかな詩」が

テキストです。沢山の合唱団で歌われていると

思います。〈風〉〈三日月〉〈くちなし〉〈夕焼け〉
4曲 がこの度の講習曲です。
コーラスクリニック :

2日 を通 して5団 体を募集 しています。各団

奮って応募してください。松下先生の世界に触

れ、オ旨導していただくまたとない機会になるで

しょう。

実践=合 唱指揮法 ・指導法講座 :

♪合唱の祭典 「合唱フェステイバル2015」を終えて

「広島県合唱フェスティバル2015」が去る10

月18日(日)広島市安佐南区民文化センターホール

で開催されました。
講評者に、県外より、清水雅彦 (合唱指揮者・

声楽家)、森山由紀美 (合唱指揮者 ・島根県合

唱連盟副理事長)、県内より、岡田千映子 (合

唱指揮者)、沖田孝司 (ヴィオラ奏者・作曲家)、

松本憲治 (作曲家 ・指揮者)の 5名 の先生方を

迎え、ア ドバイスを頂きました。各団体がそれ

ぞれ個性ある素晴らしい演奏を披露 し、他団体

の演奏を聴き合い、会場を盛 り上げました。

最後に清水雅彦先生の指揮で、恒例の 「大地

讃頌」の全員合唱を行い、多 くの仲間と出会い

交流を深め、感動のうちフィナーレを飾りまし

た。

今年は38団体の参加でしたが、同声 ・女声 ・

男声 ・混声と、さまざまな部門から参加 してい

ただきました。そして今年は本当に多 くのお客

様がご来場されました。

フェスティバル部長 三 浦 孝

合唱を愛する参加合唱団の皆さん、合唱ファ

ンの聴衆の皆さん、大会を支えてくださったス

タッフの方々のご苦労により無事終えることが

できました。本当にありがとうございました。

来年の 「広島県合唱フェスティバル2016」は

10月16日lE)、平成28年4月 1日 に開館を迎える

東広島芸術文化ホールくらら (東広島市)で 開

催致 します。来年も是非、ご参加下さいますよ

うお願い致 します。
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霧島少年少女合唱の祭典に参加して

広島ジュニアコーラスは、11月1日 に開催 さ

れた鹿児島国文祭霧島少年少女合唱の祭典に、

広島県代表として参加 しました。鹿児島県を始

め九州各県と兵庫、香川、宮城からの20団体が

参加 しましたが、ボディーパーカッションと村

田さち子作詞 ・鈴木憲夫作曲の 「歌よ あ の大

空に」初演の合同演奏にも参加 しました。6年

振りの県外遠征でしたが、中高生の見事なリー

ダーシップと協力で、また絆を深める事が出来

ました。団員達の感想文をご紹介 します。

☆国森友里愛 (5年生)

他県の団体の合唱を聴けて参考になったし、

宿舎で他団との交流もあり、仲良 くなれた人も

いて、とても楽 しかったです。鹿児島の方言も

聞けました。霧島市の歴史と文化も解りました。

力強い声の合唱団も優 しい声の合唱団もあり、

おもしろかったです。また霧島市に行ってみよ

うと思いました。

☆西川さよ (5年生)

いろんな合唱団の演奏がきけて、とても楽 し

かったです。私はその中でも鹿児島市立少年合

唱隊の 「チコタン」が良かったと思いました。

合唱団の力をすごく感じました。チコタンの気
持ちが聴いている人にも伝わって、こっちも楽

しくなりました。私も聴いている人に伝えよう

と言 う想いを込めて歌いたいなと思いました。

ボディーパーカッションも会場のみんなとやる

ことができてとても楽 しかったです。

☆森友知香 (中学3年 )

他県の合唱団の演奏を聴いて印象に残った事

は、歌の中での強弱や、気持ちの込め方が良い

合唱団が多 くあった事です。あいさつも良 くし

て貰いました。おかげでこちらからも明るくあ

いさつを返す事が出来ました。行き帰りの時、

鹿児島ならではの風景も沢山見る事が出来まし

た。桜島や空と海はものすごくきれいでした。

谷先生ご夫妻から色々な話を聞いて、鹿児島の

事が良 くわかりました。一番楽 しかったのは、

みんなで、鹿児島での演奏を成功させた事です。

第54回中国合唱コンクール結果
9月 19日、20日鳥取市とりぎん文化会館梨花

ホールで第54回中国合唱コンクールが開催 され

ました。広島県から出場 した団体の成績は以下

の通りです。

第54回中国合唱コンクール結果(広島県代表分)

第7回九州合唱コンクTル小学校部門結果

第 7回 九州合唱コンクール小学校部門が9月

26日に沖縄コンベンションセンターにて開催 さ

れました。広島県代表の成績は以下の通りです。

金賞  1鶴 学園 な ぎさ公園小学校 合 唱クラブ

第68回全日本合唱コンクール全国大会結果

第68回全日本合唱コンクール全国大会 ・大学

職場一般部門が11月21022日 に長崎ブリック

ホールにて開催 されました。広島県代表の成績

は以下の通りです。

銅賞  |ひ かリカレッジクワイア

安田学園安田女子中学校合唱部

広島女学院中学校合唱部

東広島市立高屋中学校合唱部

安田学園安田女子高等学校音楽部

広島市立舟入高等学校音楽部

比治山女子高等学校合唱部

崇徳高等学校グリークラブ

ひかリカレッジクワイア (市長賞 ・全国大会)

室内合唱団
“
零

"

合唱団ぼっきり

合唱団ある

広島オルフェオン
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告
◆合唱団うたがき うたがきこえるコンサート

10

>日 時 :1月 16日l■114時
>場 所 :広島市東区民文化センタースタジオ1
>入 場料 :500円 (中学生以下無料)
>曲 目 :ハンガリーの合唱曲 コ ダーイ、バー

ルドシュの作品より、高田二郎作曲 「心象ス
ケ,チ J、相澤直人の作品より、他

◆広島大学東雲混声合唱団パストラール定期演
奏会第52回バストラール ・コンサート

>日時 :1月 23日l■117時
>場所 :安芸区民文化センターホール
>入場料 :無料
>曲 目:バストラール今年のあゆみ、木下牧子
作品集、企画ステージ、混声合唱組曲 「沈黙
のありか」他

◆室内合唱団
“
零
"セ

カンドコンサート
>日時 :1月 24日(日)16時
>場所 :日本基督教団広島流川教会
>入場料 :1,500円 (高校生以下500円)
>曲 目:混声合唱のための 「AIlёluia」、無伴奏
混声合唱組曲 「蝶を夢む」、「エレミアの哀歌」
他

◆コール 0ロマンツェ第31回演奏会
>日 日寺: 2月14日(日)14口寺
>場所 :広島県民文化センターホール
>入場料 :800円
>曲 目:混声合唱とピアノのための 「くちびる
に歌を」、ロマンツェより愛をこめて他

>賛助出演 :grazia&genttore

◆ Men's VocJ Ensemb:e“寺漢
"第

5回定期
演奏会

>日 口寺: 2月14日(日)16日寺
>場所 :日本基督教団広島流川教会
>入場料 :900円 (高校生以下無料)
>曲 目:男声合唱による宗教音楽の系譜NQ 4、
シアタービース

“
キリシタン残照

"(完
結編〉、

永訣の朝他
◆広島カントライ第2回定期演奏会
>日 口寺: 2月27日は)8日寺
>場所 :日本基督教団広島流川教会
>入場料 :1,200円 (前売券 1,000円)
>曲 目:ラフマニノフ 『徹夜祷』より 「晩課」、
メンデルスゾーン 「アヴェ・マリア」他

◆ :MPact～いよコラXム ジクスXぼ っきり
ジョイントコンサート～

>出演 :合唱団ぼっきり、|口C.Chorale(愛媛)、
Ensemble Mudcs(京都)

>日 口寺: 2月28日(日)14口寺
>場所 :広島市西区民文化センターホール
>入場料 :一般1,500円、大学生以下800円
>曲 目:混声合唱のための 「地球へのバラー

ド」、混声合唱曲 「永訣の朝」、混声合唱組曲
「水のいのち」他

二日日、いよいよわたし達の出番です。ゆっ
くり深呼吸をして、ステージに上がりました。
とても大きなホールでしたが緊張することもな
く思い切 り歌えました。その後は他校の発表を
聴きました。どの学校も各県の代表校だけに、
とても上手だったので、自信は全 くありません
でしたが、金賞を受賞することが出来ました。
今年も暑い夏でしたが毎日がんばって練習 し

た甲斐がありました。本当によかったです。

◆混声合唱団コア ・リーデンローズ結成15周年
記念第7回 定期演奏会

>日 日寺: 3月13日(日)14日寺
>場所 :ふ くやま芸術文化ホール リ ーデン
ローズ大ホール

>入場料 :1,000円
>曲 目:「ハルピンの空にとどけ」、東京混声合
唱団愛唱曲集、丸山和範委嘱作品 「太陽の賛
歌」他

◆広島女声合唱団創立55周年記念第40回定期演
奏会～オーストラリア・アデレニドの友と歌
う

>日日寺: 4月10日(日)14口寺
>場所 :西区民文化センターホール
>入場料 :900円
>曲 目:日本人の作曲家による宗教曲をあつめ
て、君死にたまふことなかれ、Freedom to百logy
他

◆比治山女子中学 ,高等学校合唱部第22回定期
演奏会

>日口寺: 5月 1日(日)14日寺
>場所 :広島市南区民文化センターホール
>入場料 :無料
>曲 目:ヴィラ=ロ ボス「ミサ曲」、レット0イッ

ト・ゴー～ありのままで～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

TEL&FAX:082-297-1181 E‐mai::oishikOmac.com




