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第28回コーラスワークショップに向けて

総会でご案内 したように来年の5月 3日 ～5

日に、広島で<第 28回コニラスワークショップ

inひろ しま>が 開催 されます。1992年に第 3

回コーラスワークショップが8人 の講師をお迎

えして広島で開催 され、開館 2年 目のアステー

ルプラザに全国の合唱愛好者が集まりました8

私は丁度その頃、夫の海外駐在で2年 半の米国

ミシガン州滞在中であったため、広島でのワー

クショップがどのように開催 されたのか知りま

せん。現在の理事の中でも竹本副理事長だけが

経験 されているようです。 コーラスワーク

ショップは、コンクールやおかあさん大会と違

い、選ばれた人だけが参加する事業ではなく、

合唱を愛好する皆さんが全国から集まって、同

じ時空の中で学び合い、交流 し合うと言う、全

日本合唱連盟の事業の中でも、最も素晴 しい事

業です。又、2005年に世界合唱シンポジウムが

京都で開催 されて以来、海外からの講師を招 く

事が出来るようになり、国際化も進んでいます。

コーラスワークショップは世界合唱シンポジウ

ムの国内版と言っても良いでしよう。

私は第21回松江、22回佐賀、26回岐阜でのワー

クショップに参加 しました。夫々の開催地の合

唱事情と土地柄、文化の特色が出ていてとても

楽 しいものでした。

第27回コーラスワークショップは、横浜港か

ら東日本で一番最初に西洋音楽文化が入ってき

た土地、合唱王国の神奈川県横浜市で開催 され

ました。来年の準備の為に広島から理事長を始

め3人 の副理事長、事務局長、研修部長が視察

に出かけました。3日 の朝、神奈川県連の役員

の方々が多忙な受付準備の中、笑顔で私たちを

迎えてくれました。講座が始まり、初日のオー

プンシンギングでは(故)水嶋良雄先生を敬愛さ

れる雨森文也先生の指導で、グレゴリオ聖歌に

よるアヴェ ヴ ェルム コ ルプスから始まりま

した。水嶋先生が育てて下さった広島県連を温

かく迎えて頂いている様でした。1990年代後半

にキングスシンガーズのカウンターテナーで活

躍された歌手で指揮者のナイジェル ・ショー ト

先生の音楽に触れ、その愛に満ちたご指導と指

揮ぶりにも感嘆 しました。 1日 目のスペシャル

コンサー トは5つ の神奈川県立高校合唱部の皆

広島県合唱連盟理事長 谷  千 鶴子

さんが、ショー ト先生の指揮で、あのヘンデル

の大山 :メサイア全曲を暗譜で堂々と演奏され

たのです。 2日 目の成果発表コンサー ト演奏終

了後、高校生の司会と企画運営で展開された口

ビーコンサー トは、その場にいた全ての合唱人

が感動と喜びに包まれました。1982年から4期

8年 間を神奈川県連理事長 として牽引された

(故)関屋晋先生が、「少年少女の時代から育て

ないと日
｀
本の合唱は発展 しない」と言われた理

念が見事に引き継がれた結果です。満席だった

メサイア全曲演奏の間、Nシ ョー ト先生にバ ト

ンを渡すまで指導を担当された松村理事長は、

ずっと通路に立ち続けて高校生達の演奏を見つ

め続けました。ロビーコンサー トでも彼等と一

緒に楽 しみ歌い、最後の曲 「かもめ」の指揮を

され、高校生と一体となっておられました。理

事長を始めとする神奈川県連役員の皆様の青少

年の合唱育成にかける姿勢と情熱の底力を見せ

て頂きました。

広島でのワークショップは、広島らしいワー

クショップを目指 します。神奈川県連の皆様の

様に笑顔で受講者をお迎えする事は勿論、あの

被爆という惨事を市民の力で乗り越えてきた国

際平和文化都市に相応 しい、講師 ・講座とスペ

シャルコンサー トを目指 します。スウェーデン

在住の作曲家 0ピアニス トのスティ
ーブ ・ドブ

ロゴス先生と本山秀毅先生指揮、9人 の弦楽合

奏 というオリジナル版の
“
Mass"全 曲、大谷

研二先生の指導とモデル合唱団にエリザベ トシ

ンガーズという指揮法マスタークラス。初日の

Nコ ンと合唱コンクール課題曲の講習も、本山・

大谷先生の他に、清水敬一、辻秀幸、松村努の

先生方、発声の指導は波多野睦美先生です。県

と市の姉妹都市ハワイ州と韓国大邸市からの合

唱団も参加 します。ご期待 ください !!

高校生によるメサイア全曲演奏
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「第40回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」がもうすぐ開催されます|!
おかあさんコーラス部長 檜 谷守

《出演団体と出演スケジュール》

レディースコーラス虹

2 コール ・卜ロイメン

3 尾道女声合唱団まどか

4 オレンジコーラス

5 音の花東

6 山陽高校 PttA“スマイルコーラス
"

7 大竹女声合唱団

8 コTラ スつばさ

9 コー ロ ・ベ ル レ

フラウエンコール布野

プティブルール ・アンサンブル

アンサンブル ・ポケッ ト

ヴォーカル
“
夢

"

東広島女声ビア 。ラクテア

フリージャ ・コーラス

コーラスリんどう

コーロ・デ ・ヒラツル

マミーシャンテ

女声コーラス ポ コアポコ

20 コールゆうかり

コーロ ・フィオーレふるた

コーロ ・ナ トゥラーレ22

23 ぱすてるもとおん

24 ラルモニア ・エテルナ

25 尾道コールあい

26 広島女声合唱団

27 フェミニンコール広島

28 アンダンテ

29 コール ・マイン黒瀬

30 コール ・インウィ

コール ・フル ー メ

31団体の女声合唱団が一堂に会 し、今年もお

かあさんコーラス大会を開催いたします。参加

団体はこの日のために厳 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ホー

ルいっぱぃに響かせてくださることでしょう。

毎年ながら華やかで楽 しい大会になると確信 し

ています。特に今年は全国大会が岡山と近県で

開催 されることもあり、全国に駒を進めんと意

気込みも相当なものです。

当日はぜひ会場に足を運んでいただき、そん

なキラキラ輝 く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 :2017年6月 25日(日)10時20分開演

会 場 :JMSア ステールプラザ大ホール

入場料 :前売券800円 当 日券1,000円

皆様のご来場を心からお待ちしております。

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

平成29年度、第56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29年8月 20日(日)

10時00分開演～17時00分終演予定

会場 :東広島芸術文化ホールくらら

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)

今年も広島県合唱連盟として独自に 「小学校

部門」を設けます。

審査員 (敬称略、順不同):

岸  信 介 合 唱指揮者 ・全日本合唱連盟

理事長

片山 謙 二 合 唱指揮者 ・全日本合唱連盟

常務理事コンクール部長

新居 誠 司 合 唱指揮者 ・全日本合唱連盟

四国支部長

鈴木捺香子 合 唱指揮者 0声楽家

入場券 :前売券800円、当日券1,000円

(小学生は当日券のみで500円)
昨年の大会より
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平成29年度総会報告

4月 16日、RCC文 化センター会議室で県連

春季総会が開催 されたも加盟団体101のうち出

席が70団体、委任状提出が27団体により、連盟

規約に則り総会成立、所定の議題に沿って理事

長の議事進行により、下記の審議がなされた。

福原副理事長の平成28年度事業報告に続き、

事務局の収支決算報告と補足後、三上監事によ

る会計監査報告があり、質疑なく事業報告 ・収

支決算は拍手をもって承認された。続いて、寺

沢副理事長から平成29年度県連の事業計画案、

全日本 ・中国支部関連事業計画の説明、事務局

から収支予算案の説明をした。計画案 ・予算案

ともに特に質疑はなく、拍手をもって承認され

た。続いて各専門部から本年度の各事業につい

ての説明と参加・来場等のお願いをした。また、

平成29年度 広 島県合唱連盟事業計画

事務局長 岩 崎美保子

理事長から 「2018コーラスワークショップ in

ひろしま」について、開催日程 ・会場 0講師の

先生方についての説明とスペシャルコンサー ト

のお知 らせをした。最後に 「全日本合唱連盟70

周年の記念表彰」についての説明をし、受賞合

唱団を代表 し、広島大学合唱団と広島メンネル

コールに理事長から賞状が伝達された。県民文

化祭参加案内などの広報を経て総会は閉会 した。

総会後の加盟団体は下記の3団 体で、 5月 29

日現在の加盟は104団体である。
・広島市立職町小学校合唱クラブ
・尾道市立栗原小学校コーラス部
0尾道市立高須小学校合唱部

合唱連盟開催の大会 0事業へのご参加と、加

盟団体各位の益々の飛躍を期待 したい。

29

6

土

日

NHK全 国学校音楽コンクール

課題曲講習会
大谷研二 (合唱指揮者)          ゃ

エリザベ ト音楽大学ザ

ビエルホール他

25 日

第4 0回全 日本 お か あ さ ん

コーフス

中国支部広島大会

長谷川冴子 (合唱指揮者・全日本合唱連盟常務理事)

JM Sア ステールプラザ

大ホール

勝部俊行 (合唱指揮者・全日本合唱連盟中国副支部長)

内田陽―郎 (声楽家 ・広島県合唱連盟名誉会長)

折河宏治 (声楽家 ・エリザベ ト音楽大学准教授)

縄裕次郎 (合唱指揮者)

8 20 日
第5 6回広 島県合唱 コンクー

ル

岸信介 (合唱指揮者 0全 日本合唱連盟理事長)

東広島芸術文化ホール

くらら大ホール
片山謙二 (合唱指揮者 ・全日本合唱連盟常務理事)

新居誠司 (合唱指揮者・全日本合唱連盟四国支部長)

鈴木捺香子 (合唱指揮者 0声楽家)

日
広島県合唱フェスティバル

2017

浅井敬萱 (合唱指揮者 ・全日本合唱連盟名誉会長)

はつかいち文化ホール

さくらびあ大ホール

堀内征治 (全日本合唱連盟名誉会員)

桂政子 (声楽家 ・エリザベ ト音楽大学准教授)

佐藤恭子 (ピアニス ト・エリザベ ト音楽大学名誉教授)

松本憲治 (作曲家 ・指揮者)

日 第九ひろしま2017 指揮 :曽我大介 広島サンプラザ

30
日

第1 2回ヴォーカルアンサン

ブルコンテス トi nひろしま

清水敬― (合唱指揮者・全日本合唱連盟東京支部長)
エリザベ ト音楽大学セ

シリアホール羽山弘子 (声楽家 ・エリザベ ト音楽大学准教授)

未定

日 平成29年度第2回総会(役員改選) 広島市東区民文化センター会議室(予定)
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日韓共同オベラ 「ラ・ボエーム」
隅田もも

先 日5月 5日 、広島ジュニアコーラスは、オペ

ラ 「ラ・ボエーム」に出演 させていただきました。
お話 を頂いた時は、初めての体験でそんな大 きな
舞台に立たせていただけるなんて !と、半分信 じ
られないような喜びがありました。練習に全力で
取 り組みましたが、一筋縄ではいきませんでした。
練習 を開始 してからは、驚 きと苦労の連続。慣れ
ないイタリア語、追いつ くのに精いっぱいな歌の
スピー ド、動 きなが らの歌唱。 どれかが上手 くい

けば、どれかが疎かになると言 う繰 り返 しでした。
正直厳 しい、無理なのでは…と思った事 もありま
した。 しか しある方「々 に出あって、そんな考えは

吹き飛びました。

ある方々とは、そう、オペラ公演 をするために

来て下 さった韓国の劇団の方々、スタッフの皆様、
合唱指揮者、演出家、マエス トロと言 った全ての

方々です。オペラに対する情熱、歌 というものの

見方、考え方、演技へのこだわり。様々な方 との

出会いの中で、私 はこのままではダメだ。 もっと
この作品 と正面から向き合い、最高の舞台を創 り
たい。全ての方のこれまでを無駄になんて したく
ない、 と 思 うようになりました。そこからは今 ま
でよりもさらに練習に熱が入 りました。演出家の

要望もしっかり聴いて周 りを見るように しました。
すると見えて くるのは、あのスタッフさんはこの

時、こんな風に動いて下 さっているんだとか、舞
台上では、 どの役者の方 もずっと成 りきって動い

ている !と いったことで した。誰が欠けても完成
しないものだと言 う事がわかりました。この舞台

裏の光景があるからこそ、表舞台で耀 くことが出

来るんだと感動 しました。両面からオペラを見る
ことでた くさん学んだ し、 もっと素敵なものに し
ようと思いました。

思い出すと、今でも鮮やかによみがえる本番。
カーテンコールの時の達成感 と感動は決 して忘れ
ません。 この舞台に立てたこと、そ してたくさん
の方 との出会いに本当に感謝 したいです。

◆広島メンネルコール第47回定期演奏会
>日 日寺: 7月 2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 :多田武彦名曲集、メンネルあの歌、こ
の歌2017、男声合唱組曲 「水のいのち」他

◆再結成35周年広島市役所合唱団第26回定期演
奏会

>日 日寺: 7月 9日 (日)14日寺
>場 所 :広島市安芸区民文化センターホール
>入 場料 :800円

>曲 目 :男声合唱組曲 「京洛の四季」、男声合
唱による吉田正作品集 「有楽町で逢いましょ
う」他

>賛 助出演 :コール 0回マンツェ
◆第44回呉混声合唱団定期演奏会
>日 日寺: 8月27日(日)14日寺
>場所 :呉市文化ホール
>入場米斗:無料
>曲 目 :「金子みす のゞ8つ の詩」より、合唱
組曲 「原爆 ドーム」他

>賛助出演 :呉少年合唱団
◆みよしK:R:R:児童合唱団 第 2回定期演奏会
>日 日寺: 9月17日(日)14日寺
>場 所 :二次市民ホールきりり大ホール
>入 場料 :シングル700円、ペア1,000円
>曲 目 :第 1部 「歌って、いいね」、第2部  合
唱劇 「アニメ0アイドルソングは永遠に」他

◆広島女声合唱団第41回定期演奏会
>日 日寺:10月 1 日(日)14日寺
>場所 :広島市西区民文化センターホール

>入場料 :900円

>曲 目 :千原英喜 『良寛相聞』、『鈴木憲夫の世
界』、『九ちゃんが歌ったうた～上を向いて歩
こう』、 Steve Dobrogosz『 Mass』 他

>賛助出演 :Men's Vocal Ensemble“寺漢
"

◆混声合唱団コア ・リーデンローズ第8回定期
演奏会

>日 日寺:10月 1 日(日)14日寺
>場所 :県民文化センターふくやま
>入場料 :1,000円(中学生以下無料)
>曲 目 :ジャズで…ミサ曲?、永六輔 懐 かし
の昭和の歌、邦楽と混声合唱他

>賛助出演 :禁 福 山絲竹の会、花のジュニア
合口昌団 Fukuyama

▽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‐mail:oishik@mac口com


