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広島県合唱連盟事務局
〒732-0006

広島市東区戸坂桜西町5-20

岩崎美保子 内
Tel :080-1913-5943
Fax :082-205-4958

第12回ヴォーカルアンサンブルコンテストinひろしま♪
《初春に輝く彩とりどりのハーモニーを素敵なホールでお楽しみいただけます》

2018年の幕開けを飾るヴォーカルアンサンブ

ルコンテス トは以下のように開催予定です。

声楽アンサンブル部長 原 田典枝

出演団体 (出演申込順)

日 時 ♪2018年1月 14日lB)午前10時開演

場 所 ♪エリザベ ト音楽大学セシリアホール

入場券 ♪1000円 (前 売 り800円)

出場される団体の皆様の個性豊かな声楽アン

サンブルの響きをお楽 しみいただける素敵なひ

と時です。

当日は審査 0講評委員として (順不同 0敬称

略)

清水敬― (合唱指揮者 ・全日本合唱連盟

東京支部長)

羽山弘子 (声楽家 0エ リザベ ト音楽大学

准教授)

佐々木悠 (オルガニス ト0エ リザベ ト音楽大学

専任講師)

以上の3名 の先生方をお迎えして各団体演奏

にご講評をいただくこととなっております。

1年 の始まりを演奏はもとよりご来場の皆様

の温かい声援で会場一杯にアンサンブルを奏で

ることのできる幸せな新年の 1日 を夢に描いて

おります。

ご協力を宜 しくお願い致 します。

前回のグランプリ受賞
「Men℃Voca:Ensemb!e“寺漢

"」
の演奏

ザ ・メイプルメイツ

2 猪名川グリークラブ。

3 コーラスグループ ラ ♪ドルチェ

4 合唱団うたがき

5 Men's Vocal Ensemble tキ ,美
"

6 広島大学合唱団(28029)

7 ヴォーカルアンサンブル 凛

8 コール ・ビビッド

9 広島市役所合唱団

r - - z j t v - 7 * ^ ,

安田学園安田女子高等学校音楽部 ころころコロッケーず

2 安田学園安田女子高等学校音楽部 Lemonade

3 広島大学附属中高合唱班 オ リーブ

4 広島大学附属中高合唱班 グ リーン

5 コーロ・ステルラ(福山暁の星女子中学 ・高等学校)

6 ノー トルダム清心中 ・高等学校合唱部 き きょう

7 ノー トルダム清心中 。高等学校合唱部 す みれ

8 ノー トルダム清心中 ・高等学校合唱部 れ んげ

9 呉港高等学校ブラスバン ド部

山陽女学園高等部コーラス部

広島市立舟入高等学校 音 楽部

靱
広島市立東野小学校合唱クラブ 東 野コン・ブリオ

2 鶴学園 な ぎさ公園小学校 合 唱クラブAチ ーム

3 鶴学園 な ぎさ公園小学校 合 唱クラブBチ ーム

4 広島市立幡町小学校 合 唱クラブA

5 広島市立幡町小学校 合 唱クラブB

6 尾道市立栗原小学校 マ ロン

7 尾道市立栗原小学校 栗 りん

Ensemble Furuchika

2 26

3 nick

4 スターボーイズ
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第28回コーラスワークショップ in広島 広島県合唱運盟理事長 谷  千 鶴子

合唱は世代も国境も超えて人と人をつなぐ架
け橋です。戦後広島の復興には、音楽が人々の

心に大きな力を与えてくれました。
2018年ゴールデンウイークに広島で開催する

コーラスワークショップの詳細が決まりました。

会場はJMSア ステールプラザ、 3日 の11時30

分から受付開始です。外国人講師に広島とご縁
の深いスウェーデン在住の作曲家でピアニス ト

S.ド ブロゴス先生をお迎えし、Mass全 6曲 を
3日 間5講 座でじっくり学びます。指揮は本山
秀毅先生、広響のメンバー9人 の弦楽アンサン

ブルも共演 します。3日 から始まる指揮法マス

タークラスは、大谷研二先生の指導で8人 の受

講生が学びます。何 とモデル合唱団はエリザベ

トシンガーズ。受講曲はルネッサンス楽曲<0
magnum mystettum>0回マン派J.Brahmsの 「お
お、美 しき夜よ」・三善晃の 「嫁 ぐ娘に」から 「か

どで」の3曲 です。2つ の講座は聴講も可能です。

初 日の3日 は NHK全 国学校音楽コンクール

課題曲と第71回全日本合唱コンクール課題曲を、

大谷研二 ・清水敬一 ・辻秀幸 ・松村努 ・本山秀

毅の5人 の先生方が担当。波多野睦美先生の基

礎 と日本語の発声法2講 座も見逃せません。講
座の後は広島文化交流会館 リバーズガーデンで
の交流会です。会費は3,500円、全国と海外か

ら参加の合唱仲間と講師の先生方を囲んで歌と

交流の楽 しい輪が開きます。是非ご参加下さい。
2日 目からは辻先生の小林秀雄作品から女声

合唱曲集 「落葉松」全 4曲 と、東北大震災の被

災者の為に作曲された混声合唱作品 :J.ラター

「永遠の花」と信長貴富 「こころようたえ」を

学びます。清水敬一先生は、男声合唱グリーク

ラブアルバム NEX丁 から2曲 、波多野睦美先

生は、Super Flumina Babylonisでラテン語、
丁he Sally Gardensで英語の発声法を教えて下
さいます。女声・男声・混声の講座発表コンサー

トの後は、エリザベ ト音楽大学セシリアホール

で 「世代と国境をつなぐスペシャルコンサー ト

in Hiroshima 2018」をお楽 しみ下 さい。一般

券2,000円、大学生以下800円です。

最終日5日 9時 30分～11時30分迄の2時 間を、
辻先生の女声合唱 「落葉松」から2曲 と清水先

生の混声合唱講座 :新実徳英作品 「聞こえる」

「生きる」の2曲 、指揮法マスタークラス講座

もMass全 6曲 講座も最後の総仕上げです。11

時45分からは4つ の講座の発表演奏、どんな感

動と出会えるのか !受講料 ・申込方法等、詳細
は1月 中旬に機関誌ハーモニーに掲載されます
が県連加盟団体には1月 21日開催の第2回 総会

で配布 します。また全日本合唱連盟と広島県合

唱連盟 HPに も掲載されます。お見逃 しなく !

姉妹都市縁組20周年記念セレモニーに参加
1997年、韓国の大邸広域市と姉妹都市縁組を

結び、隔年で両市の市民交流団体と芸術団が派

遣され、交流を深めてきました。今年は20周年
の節目に当たるため、 5月 にはJMSア ステー

ルプラザ大ホールで、プッチーニのオペラ 「ラ

ボエーム」の共同公演があり、大邸広域市から
ソリス ト、演出家、舞台関係者、大邸オペラハ

ウス合唱団が、広島市から広島交響楽団、2幕

の子役に広島ジュニアコーラス、鼓笛隊にエリ

ザベ ト音楽大学と広島文化学園から学生が参加

し、世界的な中国の指揮者 :李心草氏を迎え上

演 し、大成功を収めました。

その後、9月 7～ 9日 の予定で、大邸市役所
での姉妹縁組20周年記念セレモニーとオペラハ

ウスでの世界合唱祭クロージングコンサー ト

に、広島市から合唱連盟に藝術団として派遣依

頼がありました。理事会で検討 した結果、中国
コンクールの直前と言う事もあり、コンクール

に参加予定の団体は難 しい事、また理事のおか

あさん団体に参加を募りましたが、岡山市での

全国大会に出演希望のある団体は希望せず、広

島市の団体で以前派遣された事の無いコール ・

ブルーメとフェミニンコール広島の有志で合唱

団を構成 し、フラウエンコール広島と言う名前
で参加する事になりました。指揮はコール ・ブ
ルーメの益田遥先生とフェミニンコール広島の

谷千鶴子が分担 し、ピアニス トは加島裕子さん

が引き受けてくれました。谷次長も県連事務局
を代表 して参加 し、松井広島市長、永田市議会

議長、大邸市長を始めとする関係者の皆様を前
に市役所とオペラハウスでの演奏をさせていた

だきました。写真は来年の第28回コーラスワー

クショップに参加される大邸市カラフルコーラ

スの皆さんが開いて下さった交流会の様子です。
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♪合唱の祭典「合唱フェスティバル2017」
フェスティバル部長 三 浦 孝

「広島県合唱フェスティバル2017」が去る10
月15日個X<は つかいち文化ホール さ くらぴ
あ>に て開催されました。

当日は雨の中にもかかわらず、40団体 ・約
1,000名の合唱仲間が集まり、また500名ものお

客さまも来場され、会場が満席になるほど盛況
に終えることができました。

また、地元の合唱団も数多 く参加され、小学

生からシニア世代の合唱団まで、個性あるさま

ざまな合唱団の演奏を最初から最後まで聴 くこ

とができました。

講評者には、県外より、堀内征治、浅井敬壷、

県内より、木原朋子、佐藤恭子、松本憲治の各

先生方をお迎えし、各団体がブロックごとに素

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。

そして、閉会式では恒例の全員合唱による「大
地讃頌」を浅井敬萱先生の指揮の下、ステージ
だけでなく、客席にいた皆さんをも誘って、大

合唱となり、多くの仲間と出会い交流を深め、

美しいハーモニーをすばらしい響きあるホール

いっぱいに拡げ、感動のフィナーレとなりまし
た。

会場が不慣れな事もあり、更衣室やリハーサ
ルなど皆さまには大変ご迷惑をおかけしました

が、合唱を愛する参加合唱団の皆さま、合唱ファ
ンの聴衆の皆 さま、そ して大会 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2018」は
10月21日lBXま た会場ががらりと変わり、ばら
のまち福山<ふ くやま芸術文化ホール リーデ
ンローズ>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。

第56回中国合唱コンクール結果
9月 23日、24日に山口市民会館で第56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56回中国合唱コンクール結果 (広島県代表分)

第70回全日本合唱コンクール全国大会結果

第70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25・26日に東京芸術劇場大

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。
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◆ユウベルグループPresents第3回みんなの合唱祭

>日 日寺: 1月20日l■110日寺
>場所 :ブルーライブ広島 (広島市南区字品海
岸3丁 目12-69)

>入場米斗:無料
>企画協力 :広島エフエム放送
>内 容 :広島県内より20組程度参加団体を募集

◆広島大学東雲混声合唱団パストラール定期演

奏会第54回パストラールコンサート

>日 日寺: 1月20日l■116日寺30分

>場所 :広島大学サタケメモリアルホール

>入場料 :無料
>曲 目 :パス トラール今年の歩み～皆創～、企

画ステージ、混声合唱とピアノのための 「か

なでるからだ」他

◆室内合唱団
“
零

"4thコ
ンサート

>日 日寺: 1月21日(日)16日寺

>場所 :日本基督教団流川教会

>入場料 :1,500円(高校生以下無料)

>曲 目 :混声合唱のためのピエター隠れ切支丹
二つの唄―(初稿)他

◆コール 0回マンツェ第33回演奏会
>日 日寺: 2月11日(日)14日寺
>場所 :広島市南区民文化センター0ホール

>入場料 :800円

>曲 目:混声合唱組曲 「筑後川」、混声合唱の
ためのヒットメドレー 「YUME」 他

>賛助出演 :広島大学グリークラブOB合 唱団
コール ・ス回一ンチェ

◆豊中混声合唱団&合唱団あるジョイントコンサート

>日 日寺: 3月 4日 (日)14日寺

>場所 :JMSア ステールプラザ大ホール

>入場料 :1,500円

>曲 目 :合唱団ある、豊中混声合唱団単独ステ丁
ジ、合同ステージ 混 声合唱組曲 あ さくら

讃歌他
◆コーロ 0ナ トウラーレ第12回コンサート

>日 日寺: 3月 4日 (日)14日寺

>場所 :広島県民文化センターホール

>入場米斗:無料

>曲 目 :女声合唱による4つ のポップス 「栗鼠

もきっと」、メリーポピンズ他

◆比治山女子中学 0高等学校合唱部第24回定期

演奏会
>日 日寺: 3月31日l■114日寺

>場所 :広島市南区民文化センター

>入場米斗:無料

>曲 目:ベルゴレージ 「スタバ ト0マーテル」、

平成29年度「第二回総会」を開催します
広島県合唱連盟事務局長 岩 崎美保子

早 くも師走の半ばとなり、一年の過行 く速さ

を感じます。加盟団体の皆さまには新 しい年を

迎える準備にお忙 しい毎日と存 じます。今年度

の県連事業は来年 1月14日開催の「第12回ヴォー

カルアンサンブルコンテス ト」を残 し、全て成

功裏に終了いたしました。これも皆さま方の御

参加と御協力のおかげと感謝申し上げます。

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

員の任期が2年 と規約に定められ、2年 に 1回

春季総会に先だって役員改選のための総会を開

催 しています。本年度がその年に当たりますの

で、第 2回 総会を下記のように開催致 します。

今回の役員改選に当たっては、平成30・31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。総会は全員の出席を基本としています。

議決事項がありますので、返信用の葉書に出0

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30年1月 12日lel必着で御返送 ください。

言己

日時 :平成30年1月21日(日)

14時～16時 (13時30分受付開始)

会場 :広島市中央公民館ホール

議題 :①平成29年度中間事業報告について

②平成30年度役員改選について

③平成30年度事業計画(案)について 他
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青いベンチ、カラタチの花、群青他

◆混声合唱さくら春のコンサート2018

>日 日寺: 4月 8日 (日)13日寺30分

>場 所 :はつかいち文化ホールさくらびあ小ホール

>入 場料 :500円

>曲 目 :さくら、合唱組曲 「心の四季」より、

流浪の民、知床旅情、北酒場、日本全国酒飲
み音頭他

◆混声合唱ヴァイオレット創立15周年記念演奏会

>日 日寺: 4月21日l■113日寺30分

>場所 :呉市絆ホール

>入場料 :無料
>曲 目 :呉ふるさと賛歌、音戸町の民謡他

▽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口com


