
2016`年3月 7日 (月) /〃 ベ タ ノ″ テ

広島県合唱運盟事務局

〒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
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第10回ヴォーカルアンサンブルコ

ル訴年lll'お将理春課″I:だヽ
されます。
日時 ♪  2016年 3月 20日(日)午前10時開演

場所 ♪  エ リザベ ト音楽大学セシリアホール

月最優「曇言:[][;言曇:旱曇髪量:百曇
ただきます。

耀 τr躍 塁ゃ?黒 議 躊 塊 概 躍
んでいただいております♪第10回の節目をたく

さんの方に楽 しんで頂きたく、ご来場をお待ち

いたしております。

広島県合唱コンクール開催のお知らせ♪
コンクール部長 渡 部展至

蔦言撃彗三二重詈I:言「言:曇檀:姿置書:
唱
響轟常含蓼嘉彎恐T弯重舞雪ま蒐τ理す。

言已

日時:花
毒::雰晶長賀昇恩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

部門および編成区分 :◆
     茶    電圭奮II:彗量毛票
あります。

◆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

§:ラ 言Eア l尖嘱議8朝 1晶 毛掻±
32名以下

ンテスト開催まもなく
声楽アンサンブル部長 原 田典枝

第10回ヴォーカルアンサンブルコンテス ト出演団体

1 ノートルダム清心高等学校合唱部 ・中学音楽部 な でしこの花

2 安田女子高等学校音楽部ベジタボーシスターズ

3 ティーンズ ・コーラス ・プロジェク ト
“
ときめき

"(混
声)

4 ノートルダム清心高等学校合唱部・中学音楽部 ひ まわり

5 ノー トルダム清心高等学校合唱部 ・中学音楽部 マ リアン

6 安田女子高等学校音楽部じゃがリガール L

7 ティーンズ ・コーラス ・プロジェク ト
“
ときめき

"(同
声)

8 尾道市立高須小学校Bチ ーム

9 幡町小学校合唱クラブ

熊野児童合唱団

尾道市立高須小学校Aチ ーム

ensemble ABAY0

広島大学合唱団 くわかば〉

男声合唱団 酔 響

Bon Giocare

6u r  l ove  >> ) i -X

Men's Vocal Ensemble“ 寺漢
"

合唱団うたがき

20 コール 。ビビッド

スターボーイズ

22 はも=れ 歌の島

広島市役所合唱団

o t - f i ) v v > t > J t v  ) *
25 コーロ☆ステルラ (福山暁の星女子高等学校)

26 響きあいシンガーズ

27 ensemble  marron
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蔦衰最三
敬

警遭指堰喜甲≧:日本合唱連盟東京

遅:全二    「言:季民「言漫霙詈肇壽
長

益田 遥  看 竃籍鍾者 ・広島文化学園短期大学

名誉教授
申込締切 :6月 17日lel必着
説明会:曇屁醤墨冨妥化電3蟹上哭会議室
問合わせ :渡部展至 丁EL&FAX 082-233-9682

(携帯)090-7991-3086
E‐rna‖:duke.ducks@s9口 dion.ne.ip
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松下先生って、やつばりGeniusだ わ !～講習会を終えて～

今年も研修部の最大の行事である合唱講習会

が終わった。講師は作曲家 ・合唱指揮者松下耕

先生。広島とはご縁の深い先生ではあるが、研

修部 。合唱講習会に関 しては今回が初めてであ

る。期待度も高かったのであろう、昨年12月1

日要項発送の翌日に先ずクリニック出場の申込

みがあり、締切りを待たずして5枠が定数に達

する早い出足であった。

合唱講習会は3部 構成。①女声合唱講習会

180人、②コーラスクリニック=5団 体、150人、

聴講70人。他の団体の演奏を聞く人も多く常時

満席であった。③指揮者のための 「指揮法 ・指

導法実践講座」特に③の受講者6人 は募集開始

ほどなく決定。大学生3人 、小 ・中 ・高の先生
一人づつ。モデル合唱団90人を前に指揮を実習

するわけである。その緊張たるやいかばかりで

あったかと推察する。先生の講義は微に入り細

に入り、楽理あり芸術論あり、特に興味をそそ

られたのは専門分野での指揮者教育の実際を身

をもって教えられたこと。体調を崩され咳こま

れることも多く終始マイクを使われながら渾身

の指導をしていただいた。

90人のモデル合唱団は、安田女子中学校合唱

部、MVE“ 寺漢
"、

広島市役所合唱団の方々。

多目的スタジオを横長に、会場半分をモデル合

唱団が占め、ビアノを挟んで実習指揮者が対峙

して座り、指揮をふる。その後ろには、講師の

言葉を一言も聞き漏らすまいと、自分も小さく

研修部長 亀 井晴美

指揮をとりながら講座の成り行きを見守る指揮

法聴講者40人余り。熱気というよりは壮観 !の
一言に尽きる4時 間であった。以下はクリニッ

クと実践オ旨揮法講座でステージに立たれたお二

人に原稿をお願いした。

◇混声合唱さくら指揮者 藤 咲真介

混声合唱団さくら (廿日市市)は クリニック

に初めて参加。曲は鳥取民謡の湯かむり唄。無

伴奏で8声 に分かれ、ボディーパーカッション

も入る難曲です。作曲家本人の貴重なお話 と

ユーモア溢れる楽 しいご指導でこの曲への興味

がどんどん深まり、とても楽 しい時間を過ごす

ことが出来ました。この経験を生かし今年の合

唱フェステイバルのステージでこの作品の素晴

らしさを皆様にお届けできるよう更に勉強と練

習を重ねていきたいと思っています。

◇大学生 広 島カントライ 角 田歩

耕先生の指導を目の当たりにし、音楽家に

よって生み落とされた作品をリスペク トし愛

し、全てを表現する義務責任があることを学び

ました。全員が受けた 「前奏の作り方」におい

て、耕先生の演奏する前奏を聞きながら、こん

なにも愛を持って作られた前奏を何の意図なく

伴奏者に委ねていたこと、とりもなおさず逃げ

てぃたことを痛感しました。今後の合唱活動を、

全ての者への尊敬の念を忘れずより良いものに

してぃきたく思います。

」
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第2回総会報告と28年度総会のご案内
事務局長 岩 崎美保子

1月 17日O JMSア ステールプラザ大会議室

において平成27年度第 2回 総会 を開催 しまし

た。平成28年度総会に先立つ役員改選のための

2年 に 1度 の今回の総会では以下の審議を行い

ました。

①平成27年度中間事業報告

②役員改選

③平成28年度事業計画案

④その他、合唱コンクール開催規定の変更説明、

各専門部からの報告 ・案内

そして、恒例の加盟合唱団からの演奏会告知

を行い閉会 しました。平成28029年 度役員は右

表のように決定 しました。

平成28年度総会は4月 17日(日)午後 2時 から広

島国際会議場大会議室 「ダリア」(広島市中区中

島町 1番 5号 )で開催 します。総会では27年度

事業報告 ・決算報告ならびに28年度事業計画 ・

予算案の審議を頂きます。広島の合唱界の向上

と発展のためのご意見を期待 します。また、総

会終了後、懇親会(茶話会)を開き、情報交換な

ど会員相互の親睦を図りたいと計画 していま

す。是非ご参加 ください。総会 0懇親会のご案

内は3月 初旬に発送いたします。加盟申込の手

続きは3月 末までの書類提出、 5月 末までの加

盟費納入で完了いたします。総会 0懇親会の出

欠の葉書返信も含めて、お忘れなきよう御手配

ください。また、新規加盟希望の団体についての

御情報は県合唱連盟事務局まで御一報ください。

広島メンネルコール 国 分裕

2009年理事に就任以来 7年 間合唱コンクール

の運営を担当してきました。毎年8月 の広島県

合唱コンクールの開催に加えて、09年と14年に

は広島市での中国合唱コンクール、13年には福

山市での全日本合唱コンクール (中学校 ・高等

学校部門)の 運営にも携わり、夫々、連盟加盟

合唱団各位の絶大なるご協力を得て無事終える

ことが出来ました。ありがとうございました。

今後のコンクール事業の発展をお祈 りします。

レディースコーラス虹 杉 原加世子

2期 4年 間、東部地区担当をさせて頂きまし

た。 4年 の間には、中学高校の合唱コンクール

全国大会が福山で開催 され、準備に忙 しい日々

を送ったのが、つい先日のようです。東部地区

の発展を願い、次の理事さんにバ トンタッチ致

します。大変お世話になりました。

広島女声合唱団 亀 井晴美

平成19年から講習会講師としておいでいただ

いた先生方は信長貴富先生、鈴木捺香子先生、

鈴木憲夫先生、岸信介先生、大志万明子先生、

池辺晋―郎先生、大谷研二先生、辻裕久先生、

そして今年度の松下耕先生である。いずれのお

方も日本の現音楽界、合唱界の トップリーダー

であられる。私はあくまでも事務方であり、各

先生方の持たれる宇宙をいかに広 く濃 く講習会

受講者に体感 してもらうかのお手伝いであった

ように思う。沢山の方々に助けていただいた。

心からお礼を申し上げます。

尾道女声合唱団まどか 石 崎幸枝

いつもハーモニーをご愛読下さいまして真に

ありがとうございます。年間4回 、仲間が我家

に集まリワイワイ楽 しく皆様の団に発送させて

頂きました。と同時にハーモニーに対 して増々

愛着も深まり熟読する内に音楽への知識、情報

も増えたようです。皆様の多大なご協力のもと、

広島県はハーモニー購読冊数全国上位 を続けて

います。今後共よろしくお願いいたします。

平成28029年 度広島県合唱運盟役員

名誉会長 内田 陽―郎

顧 問

水嶋 良雄

山本 定男

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 0中国合唱連盟理事 福原 泰弘 合唱団ある

副理事長 寺沢 希 学識経験者

副理事長 竹本 輝男 学識経験者

事務局長 岩崎 美保子 フェミニンコール広島

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昆藤咲 真介 混声合口昌さくら

コンクール部
部長 渡部 展至 Mers v∝al EnsemЫe寺漢

"

冨J音5J展久保 京子 広島中央合唱団

フェスティバル部
部長 三浦 孝 広島市役所合唱団

冨J音5J風もりてつや。コール ・トロイメン

研修部
部長 金 子 則子 マミーシャンテ

冨」音5J展三田 彩カロ 合唱団ぽっきり

声楽アンサンブル部
部長 原田 典枝 アンサンブル 0ポケット

副部長 岡村 要 安田女子高等学校音楽部

/\- t: -frts 部長 平野 芳子 コーロ ・ナ トゥラーレ

県東部地区担当 奥野 紀子 福山暁の星女子中学)昌等学校コーロステルラ

呉地区担当 清水 路子 呉YWCA女声コ…ラスシャローム

事務局次長

肝
谷 信義 混声合唱団 「銀の鈴」

河野 迪子 学識経験者

大石 啓造 マツダ合唱団

監事
三上 和イ申 フラウエンコール布野

荒木 清希 コール ・ロマンツェ
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◆安田学園安田女子高等学校音楽部 「スプリン

グコンサート」
>日 口寺: 3月26日l■114日寺
>場 所 :安田リヨウ記念講堂 (安田学園白島
キャンパス内)

>入場米斗:無料
>曲 目 :女声合唱曲集 「きまぐれうた」、美女
と野獣、安田女子中学校合唱部ステージ他

◆東広島女声Via Lactea 18周年コンサート

>日 日寺: 4月 9日 l■114日寺

>場 所 :東広島芸術文化ホールくらら小ホール

>入 場米斗:無料

>曲 目 :遥かなる海へ、とうさんの海ほか小品

集、黙礼、風 と木と光に～黙礼Ⅱ～

◆第21回ひらのファミリーコーラスコンサート

>日 日寺: 4月24日(日)13日寺45分

>場所 :南区民文化センターホール

>入場料 :無料
>出演 :大竹女声合唱団、コーロ・デ 0ヒラソ
ル、コーロ 0ナ トゥラーレ、コールマイン黒

瀬、他14団体

◆比治山女子中学 0高等学校合唱部第22回定期
演奏会

>日 日寺: 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・

イット・ゴー～ありのままで～他

◆東広島児童合唱団創立35周年記念第35回定期
演奏会

>日 時 :4月 29日 (金・祝)14F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 :私たちの愛唱曲から、ミュージカル

「美女と野獣」他

◆創立10周年記念第10回廿日市市合唱祭
>日 日寺: 5月22日(日)11日寺
>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

>出 演 :廿日市市27団体と佐伯区 1団体 。大竹

市 1団体の合計29合唱団

◆～こどもの詩による 「愛と平和と希望」を贈
るコンサー ト～第21回広島ジュニアコーラ
ス 0フェミニンコール広島定期演奏会

>日 日寺: 6月 5日 (日)14日寺
>場所 :JMSア ステールプラザ大ホール

>入 場料 :一般 :19000円、高校生以下600円

(前売りのみ)
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「第39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

おかあさんコーラス部長 檜 谷 守

来たる6月 26日(日)アステールプラザにて表記

大会を開催いたします。39回を数える今大会で

すが、この舞台を心待ちにしている方も多 くい

らっしゃるのではないでしょうか。私も今から

楽 しみです !!

今年も広島内外の著名な先生方をお招きして

講評をいただきます (順不同敬称略)。

○鈴木 憲 夫/作 曲家

○市村 公 子/合 唱指揮者 ・愛媛県連理事長

○新宅 雅 和/ピ アニス ト0広島文化学園大学

講師

○乗松 恵 美/声 楽家 ・エリザベ ト音大非常勤

講師

○告野谷直子/合 唱指揮者

今年は広島市での開催です。参加者全員で大

いに盛り上がりましょう。皆様からの多 くの参

加をお待ちしております。

>曲 目:世界の愛と平和の歌を集めて、こども
の詩による 「うたう、うたう、うたうっ!」
児童とピアノのために (委嘱初演)他

>客演指揮 :新実徳英
◆広島オルフェオン第31回定期演奏会
>日 日寺: 6月5日(日)14口寺
>場所 :西区民文化センターホール

>入場料 :800円 (全席自由)
>曲 目:男声合唱組曲 「秋の瞳」、男声合唱と
ピアノのための 「時代」他

>賛助出演 :崇徳高等学校グリープラブ

◆合唱団ある第30回定期演奏会～千原英喜委嘱
作品初演演奏会～

>日 日寺: 6月18日l■118日寺30分
>場所 :JMS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:混声合唱組曲 「世の中には途方も無い

仁もあるものぢや」、混声合唱曲集 「木とと
もに人とともに」他

◆広島メンネルコール第46回定期演奏会
>日 日寺: 6月19日(日)14日寺
>場所 :JMSア ステールプラザ大ホール

>入場料 :1,000円

>曲 目:男声合唱のための 「典礼聖歌」第一集
より、男声合唱組曲 「明日へ続く道」他

▽広報担当連絡先▽

〒730-0852 広島市中区猫屋町3‐24-1404

広島県合唱運盟広報担当 大 石啓造

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




